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研究成果の概要（和文）：本研究を通じて、目的とした持続感染設立メカニズムについて、以下のような結論を
得た。１）感染初期にLCVsが産生した毒素が組織を障害して至適な感染の場を作り、２）感染中期にLCVsがバイ
オフィルムを形成することで強固な防護壁に囲まれた感染巣を構築し、３）感染後期に菌が免疫回避に有利な
SCVsと化学療法に抵抗するLCVsの2つの性質を使い分けることで持続感染が成立するという感染モデルが考えら
れる。即ち、本菌の表現型スイッチングが、生体防御の回避能力を持つSCV型を維持したことで長期間に渡る持
続感染が維持できる遺伝学的要因であると結論付けた。

研究成果の概要（英文）：The following conclusions were drawn through this study on the mechanism of 
the establishment of persistent infection by SCV vs LCV switching in Staphylococcus aureus: 1) Toxin
 produced by LCVs at the early stage of infection damages tissues and creates a site of optimal 
infection; 2) LCVs form a biofilm during mid-infection, so that the infected lesion surrounded by a 
strong protective barrier. In other words, infection model in which persistent infection is 
established by properly using the two characteristics of SCVs which the bacteria favor against 
immune evasion and LCVs which resists chemotherapy during the infection.  

研究分野： 感染症

キーワード： 黄色ブドウ球菌　持続感染　表現型スイッチング
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１．研究開始当初の背景 
	 	 メ チ シリン耐性黄色ブドウ球菌 
(MRSA)は、その薬剤耐性や持続感染能力な
どにより、臨床現場においてしばしば難治性
感染を引き起こす。本研究課題の申請当時、
申請者は、黄色ブドウ球菌のβ-ラクタム剤耐
性と感性、溶血毒素の産生と非産生、small 
colony variant (SCV) と Large colony 
variant(LCV)などの全く“正反対”の表現型
が大規模ゲノムの可逆的な逆位(Flip-Flop 逆
位)により switching する事を見出していた。
また、その switchingが、細菌のヘテロ性質
の発現と維持に関与していることを明らか
にし、研究結果をまとめアメリカ科学アカデ
ミー紀要(PNAS)に発表していた[Cui, PNAS 
2012;109: E1647-1656]。本課題の申請は、
その研究を更に推進・発展させるための計画
であった。 
	 	 細菌の SCV は持続感染の起因菌として
注目視されている。近年、我々研究グループ
が某大学病院の術後感染患者から分離した
MRSA A1株は、三年半に渡って持続感染を
引き起こしていた。当該株は典型的な SCV
であるが、培養すると約 0.1％の頻度で LCV
を生み出す。またその LCV を分離し、培養
すると更に高い頻度(10%)でSCVへ逆遷移す
る。得られた SCVを 30代に渡って継代培養
を繰り返しても子孫株に LCV が含まれ、ま
た同様な実験を LCV より出発してもその子
孫株に SCV が出現する。その原因は、SCV
と LCV 間に全ゲノムの約 1/2 の断片が頻繁
に可逆的に逆位することと、環境に応じてそ
の逆位の頻度が異なっていることが分かっ
た。つまり、可逆的なゲノムの逆位が、異な
った表現型を有するヘテロ細胞集団を作り、
その一部の細胞集団が環境の変化に応じて
生 存 す る と 解 釈 が 出 来 た [Cui, PNAS 
2012;109: E1647-1656]。 
	 	 我々は、上記の様な可逆的ゲノム逆位、
表現型スイッチング及びヘテロ集団の形成
が、生体防御の回避能力を持つ SCV 型と正
常な増殖能を持つ LCV 型の性質を融合させ
たため、“万全な治療”にも関わらず、長期
間を渡る持続感染が続いたものと考えてい
た。当症例の三年半にも続いた持続感染と
A1 株の有する上記の特徴を勘案すると、細
菌の表現型スイッチングこそが持続感染成
立の理由であると考え、本研究を通じて、そ
の持続感染成立の分子メカニズムを明らか
にし、治療法の開発のための研究基盤を構築
する。 
 
２．研究の目的 
	 	 本研究は、この表現型スイッチングと持
続感染成立との関係を分子レベルにおいて
明らかにし、持続感染や感染再燃の理解に貢
献することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
１）同一臨床分離株由来の SCV 株 A１と LCV

である A2株で見られた事像を確認するため、
他の臨床分離株 MRSA１用いて、培養細胞感染
実験を行った。	
２）次に、マウス慢性感染モデルを用いて同
様な実験を行い、SCVと LCVの持続性や両
者の比、バイオフィルム形成脳などの変化を
観察した。 
３）線虫カエノラブディティス・エレガンス	
(C.	elegans)を用いる感染実験で SCV と
LCVの病原性について検討を行った。	
	
４．研究成果	
培養細胞感染実験の結果	

A)	培養上皮細胞(A549)のMRSA持続感染モ
デルを構築し、MRSAの細胞内の感染を観察
した所、感染は１月程まで続くことを確認し
た。(図１A, B).  
B) 持続感染細胞から回収した菌のほとんど
が SCVであった。また感染菌は A1由来以外
の LCVでも、感染中に経時的に SCVへ遷移
していた(図 1B).  
C) 感染細胞(A549)から回収した SCVは、一
回の継代培養で LCV型へ逆遷移した(図１C).
この結果は、臨床現場で SCV 発見の難しさ
を裏付けている。また、この結果はMRSA５
株を用いて確認した。 

	 	 次に、A1 株の SCV と LCV を用いて行
なった batch culture 実験で、培養４日目以
後(栄養が消耗され、感染組織内の環境により
近いと考えられる)、LCV は SCV へ遷移し, 
再増殖を見せた(図 2)。この結果は、SCV が
過酷な環境下への適応性の強さを示唆した。 
 
マウス慢性感染モデルの実験結果 
	 	 更なる実験で、持続感染の成立には
SCVsと NCVsの共存が必須であるという実
験結果を得た： 



	 	 A)マウス慢性感染モデルで、SCVs を感
染させた場合には 4週間で生体から菌が消失
したが、細胞
障害性 (毒素
産 生 性 ) の
NCVs( 表 ) を
感染させた場
合では 4 週間
にも渡る持続
感染が成立し
た(図 3)。しか
し、この時、
感染巣中の菌
はほぼ SCVs
に変化してい
た。 
	 	 B)一方、細菌のバイオフィルム(菌を守る
防護壁)形成能は NCVs の方が SCVs よりも
高かったが(図 4a)、バイオフィルム中の菌も
図 3と同様、一部が SCVsに変化していた(図
4b)。 
	 	 C)また、感染期間中の菌のタイプを経時
的に観察す
ると、SCVs
感染の場合
では全期間
で SCVs が
分離された
が(図 5a)、
NCVs 感染
の場合では
感染経過と
と も に
SCVs の割
合が増えて
いった (図
5b右)。この
こ と は
SCVs の方
が NCVsよ
りも免疫回
避能が高い
ためと考え

られる。一方、NCVsの感染後、化学療法（イ
ミペネムを投与）を行うと一度は SCVsに変
化した菌が再度耐性菌である NCVs(表)に再
変化する (図 5c)。 

	 	 以上の結果から感染初期に NCVs が産
生した毒素が組織を障害し、至適な感染の場
を作り、感染中期に NCVsがバイオフィルム
を形成することで強固な防護壁に囲まれた
感染巣を構築しする。また、感染後期に菌が
免疫回避に有利な SCVsと化学療法に抵抗す
るNCVsの 2つの性質を使い分けることで持
続感染が成立するという感染モデルが考え
られる。上記の結果は、過去の先行研究では
重要視されていなかった NCVsが、SCVsと
同様に持続感染において重要な役割を担っ
ている可能性を示唆する。また元来持続感染
中の菌は宿主および治療から、ひたすら逃げ
隠れするだけだと信じ込まれていたが、実際
には菌が周囲の環境を察知しつつ、非常にダ
イナミックにその性質を変えている可能性
も示唆する。 
	 	 本研究を通じて、目的とした持続感染設
立機能の解明ついて、持続感染の成立には
SCVs と LCVs の共存が必須であるとの所見を
得ることができた。その実験的なエビデンス
とて、1)マウス慢性感染モデルを用いると、
SCVsを感染させた場合には4週間で生体から
菌が消失したが、細胞障害性(毒素産生性)の
LCVsを感染させた場合では4週間にも渡る持
続感染が成立した。この時、感染巣中の菌は
ほぼ SCVs に変化していたことも分かってき
た。2)菌のバイオフィルム(菌を守る防護壁)
の形成能は LCVs の方が SCVs よりも高かった
が、バイオフィルム中の菌も一部が SCVs に
変化していた。3)感染期間中の菌のタイプを
経時的に観察すると、SCVs 感染の場合では全
期間で SCVs が分離されたが、LCVs 感染の場
合では感染経過とともに SCVs の割合が増え
ていった。これは SCVs の方が LCVs よりも免
疫回避能が高いためと考えられる。一方、
LCVs の感染後、化学療法を行うと一度は SCVs
に変化した菌が再度耐性菌である LCVs に再
変化する。また、線虫カエノラブディティ
ス・エレガンス	(C.	elegans)のブドウ球菌
感染モデルでは、LCVs 感染組では 4 日目に全
匹が死亡したに対し、SCV 感染組は 10 日まで
感染が続いた。 



	 	 以上の結果から、１）感染初期に LCVs
が産生した毒素が組織を障害し、至適な感染
の場を作り、２）感染中期に LCVs がバイオ
フィルムを形成することで強固な防護壁に
囲まれた感染巣を構築し、３）感染後期に菌
が免疫回避に有利な SCVs と化学療法に抵抗
する LCVs の 2 つの性質を使い分けることで
持続感染が成立するという感染モデルが考
えられる。以上の結果は、過去の先行研究で
は重要視されていなかった LCVs が、SCVs と
同様に持続感染において重要な役割を担っ
ている可能性を示唆する。即ち、本菌の表現
型スイッチングが、生体防御の回避能力を持
つ SCV 型を維持したことで長期間を渡る持続
感染が成立した遺伝学的要因であると結論
付けた。 
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