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HIRO KUSAKABE, CHISA YASUNAGA-AOKI and SUSUMU SHI-

MIZU: Virulence of the superoxide dismutase mutants of
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of Bombyx mori ~.

　緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa のスーパーオキ

シドジスムターゼ変異株のカイコ体液中での増殖

について検討した。単一炭素源利用性試験では使

用した炭素源のうちトレハロース利用性において

違いが認められた。次にカザミノ酸－ペプトン－

トレハロース（ CPT ） 培 地 お よ び カ イ コ 体 液

（BMH）培地中での増殖曲線を調べた。全ての菌

株は両培地で増殖可能であったが，誘導期の長さ

に違いが見られ，その違いは BMH 培地において

より顕著であった。

　キーワード ：緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa，

カイコ Bombyx mori，スーパーオキシドジスムターゼ，

病原力

緒　　　言

　緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa は，自然界に広

く分布しており，脊椎動物，無脊椎動物，植物な

ど多くの生物に日和見的に感染するグラム陰性細

菌である。本菌は二種のスーパーオキシドジスム

ターゼ（SOD），すなわち Mn-SOD および Fe-SOD
を保持しており，それぞれ sodM および sodB 遺伝

子にコードされている。SOD とは活性酸素の一種

であるスーパーオキシド（ O2
－）を過酸化水素

（H2O2）と水（H2O）とに不均化する酵素である。

　これまで我々は，緑膿菌 PAO1 株を親株として

3 種の SOD 変異株，PAO1sodM （sodM 変異株），

PAO1sodB （sodB 変異株）および PAO1sodMB（両

遺伝子の変異株）を作出し，カイコ Bombyx mori
に対する病原力について検討してきた。これら菌

株の病原力は PAO1 = PAO1sodM > PAO1sodB >
PAOsodMB の順序であった。本結果および相補株

の病原力試験の結果と合わせて，両 SOD ともカ

イコ体腔内で機能するものの， Mn-SOD よりも

Fe-SOD の方がより重要であると推察された。

　一方，HASSETTE et al.（1995）は，緑膿菌  PAO1
株の SOD 変異株を用い最少培地（グルコース－

VBMM 培地）中での増殖について詳細に検討し，

MM 培地）中での増殖について詳細に検討し，sodM
変異株（PADH2）は親株と同程度の生育であった

のに対し， sodB 変異株（PADH3）はこれら菌株

よりも増殖が遅く，さらに両遺伝子の変異株

（PADH4）は増殖できないことを示した。最少培

地にはアミノ酸が含まれないこと，およびアミノ

酸が豊富に含まれる LB 培地ではこのような生育

障害は認められないことから， HASSETTE et al.
（1995）は，両遺伝子の変異株はアミノ酸要求性

に変化したと結論付けている。SOD 変異株の病原

力の低下は，単にカイコ体腔内での増殖力が低下

したことに起因することも考えられる。そこで本

研究では，カイコ体液中での SOD 変異株の増殖

について詳細に検討した。

材料と方法

　使用菌株：緑膿菌 PAO1，PAO1sodM（PAO1 の

Mn-SOD 変異株 , sodM:: aac, GmR ）， PA1sodB
（PAO1 の Fe-SOD 変異株 , sodB:: Tc, TcR ），

PA1sodMB（PAO1 の両 SOD 変異株, sodM:: aac,
sodB:: Tc, GmR, TcR）を使用した。

単一炭素源の利用：Ayers，Rupp and Johnson 培地

（ 0.1% NH4H2PO4, 0.02% KCl, 0.02% MgSO4,
0.015% ブロモチモルブルー，pH 7.0）(AYERS et al.,
1919）に炭素源が最終濃度 1％となるように添加

後，ろ過滅菌（0.22 µm）し，滅菌試験管に 3 ml
ずつ分注した。炭素源として，カイコ体液内に豊

富に含まれているトレハロース（ODA et al., 1997），

ソルビトール 6 リン酸（ODA et al., 1997）および尿

素（SUMIDA et al., 1995）を使用した。また，グル

コース添加培地および炭素源無添加培地をそれぞ

れ陽性対照および陰性対照とした。これら検定培

地に，LB 培地で培養（ 30°C，終夜）した各菌株

を接種後，30°C で静置培養し，菌の増殖を調べた。

　カザミノ酸－ペプトン－トレハロース（casamino
acids -peptone-trehalose 培地，CPT 培地）の調製：

カイコ体液を模した半合成培地である CPT 培地

（0.5 % カザミノ酸， 0.5  ペプトン，10 mM ト

レハロース, pH 6.7）を作製した。カザミノ酸およ

びペプトンはアミノ酸供給源として用い，最終濃

度がカイコ体液中のアミノ酸濃度と同程度となる

ように添加した（MARTIGNONI, 1960）。調製後，3 ml
ずつ試験管に分注し，常法に従い 121°C，20 分間

のオートクレーブ処理を行った。

　カイコ体液培地（Bombyx mori hemolymph 培地，

BMH 培地）の調製：蚕種（錦秋×鐘和）を上田

蚕種株式会社から購入し，人工飼料（シルクメイ

ト，日本農産株式会社）を給餌して，25°C で生育

させた。４齢幼虫から体液を採取し， 60°C で 10
分間の熱処理を行った。遠心分離（25°C，20,630g，

15 分間）し，上清を回収後，ろ過滅菌（0.45 µm）

した。なお，熱処理はフェノールオキシダーゼ系

による液性免疫を不活化する目的で行った。本培
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地をカイコ体液培地（Bombyx mori hemolymph 培

地，BMH 培地）とした。

　CPT 培地および BMH 培地中における SOD 変異

株の増殖：LB 培地で培養（ 30°C，終夜）した各

培養液を 3 µl を 3 ml の検定培地（CPT 培地およ

び BMH 培地）に植菌し，25°C，好気的条件下で

培養した。660 nm における光学濃度（Optical density
at 600 nm, OD660）が0.1 に達した時点で，培養液 30
µl を 25°C に保温した新鮮培地 3 ml に継代した。

その後 TVS062CA バイトフォトレコーダーを用

いて，OD660 を経時的に測定した。

結　　　果

単一炭素源の利用性

すべての菌株において，用いた炭素源（トレハ

ロース，ソルビトール 6 リン酸および尿素）の内，

ソルビトール 6 リン酸および尿素の利用性は低い，

あるいは認められなかった（表１）。一方，トレ

ハロースに関しては， PAO1sodMB を除く菌株で

利用性が確認された。

CPT 培地および BMH 培地中における SOD

変異株の増殖

CPT 培地および BMH 培地中における各菌株の

増殖曲線を調べた（図１）。CPT 培地では，用い

た４菌株中 PAO1sodB においてのみ対数増殖期の

増殖力に僅かな減衰が見られた。また誘導期の長

さは菌株間で異なり，その長さは PAO1 =
PAO1sodM < PAO1sodB < PA01sodMB の順序であ

った。一方， BMH 培地では，対数増殖期の増殖

速度に大きな差異は無く，最終的に同程度の菌密

度まで増殖した。また，誘導期の時間に関しては，

CPT培地を用いた結果と類似した傾向が得られた。

考　　　察

　緑膿菌 PAO1 株の SOD 変異株の内，PAO1sodB
（sodB 変異株）および PAO1sodMB（両遺伝子変

異株）においてカイコに対する病原力の低下が認

められた。この原因を明らかにする目的で， SOD
変異株の増殖について検討した。

まずカイコ体液中に含まれる炭素源の利用性に

ついて検討した（表１）。供試した炭素源の内，

ソルビトール 6 リン酸および尿素は利用性が全く

が認められない，もしくは利用効率が極めて悪か

った。一方，トレハロースに関しては両遺伝子変

異株である PAO1sodMB を除いて，その利用性が

認められた。一部の菌種では栄養要求性の点から

Ayers，Rupp and Johnson 培地以外の培地を使用す

ることが推奨されている。しかし，グルコース添

加培地では全ての菌株が増殖できたことから，

PAO1sodMB がトレハロース添加培地で増殖でき

なかったのは基礎培地の組成が原因であるとは考

えられない。そのため，本条件下では

PAO1sodMB はトレハロースを利用できないと結

論づけれらた。

表 1　SOD 変異株の単一炭素源利用性

炭素源 1)

菌　　株

T
re

S
or

-6
P

U
re

G
lu

(N
o)

PAO1  ＋2) ± － ＋ －

PAO1sodM ＋ ± － ＋ －
PAO1sodB ＋ ± － ＋ －
PAO1sodMB － ± － ＋ －
1)  Tre；トレハロース，Sor-6P；ソルビトール 6 リン酸，Ure；尿素，

Glu；グルコース，(No)；無添加。

2)  ＋；生育，±；僅かに生育，－；生育無し。

図１ 　CPT および BMH 培地中における緑膿菌 SOD 変異株の増殖

各培地に PAO1（●），PAO1sodM（○），PAO1sodB（△）および

PAO1sodMB（□）を植菌後，25°C ，好気的条件で培養し，OD660 を

経時的に測定した。インデックスは 3 反復の平均値±標準誤差を示

す。なお 20 時間までの増殖曲線は別途，詳細に示した。
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　単一炭素源利用性試験の結果を基にして，カイ

コ体液を模した半合成培地である CPT 培地を作製

した。本培地にはトレハロースの他に，アミノ酸

供給を目的としてカザミノ酸およびペプトンを添

加した。さらに，カイコ体液から作製した天然培

地である BMH 培地を調製した。CPT 培地と BMH
培地中では，供試したすべての菌株が増殖可能で

あることが示された。従って，SOD 変異株におい

て認められた病原力の低下は，カイコ体腔内での

栄養条件が原因ではないと考えられる。

一般に微生物がカイコ体腔内に侵入した際，様々

な自然免疫系の防御反応により病原は除去される。

この自然免疫の一つに顆粒細胞やプラズマ細胞に

よるファゴサイトシスがある。取り込まれた病原

はその中で活性酸素種等の攻撃にさらされる。お

そらく PAO1sodB や PAO1sodMB は，スーパーオ

キシドを分解できないために，この時点で殺菌さ

れてしまうと考えられる。さらに，これら菌株は

PAO1 や PAO1sodM よりも誘導期が長くなるとい

う現象が観察された。病原がカイコ体腔内に侵入

した直後は，宿主－病原間の激しい攻防が繰り広

げられると予測される。そのため，長い誘導期は

病原が感染を成功させるにあたり不利に働くと考

えられる。今後，これらの点に焦点をあて， SOD
変異株の病原力低下の機構を明らかにする必要が
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