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学位論文の内容の要旨 

 

ブドウ球菌 Staphylococcus aureus（S. aureus）が原因の疾病の 1 種にブドウ球菌食中毒が

ある。この食中毒は，ブドウ球菌の人体内での感染・増殖が原因で症状が誘発されるので

はなく，菌が食品中に産生するタンパク質性の毒素が症状発現物質になっている。菌の産

生する毒素はブドウ球菌エンテロトキシン（Staphylococcal enterotoxin；SE）と呼ばれる。

ブドウ球菌食中毒は広く世界中で発生し，社会的関心の高い大規模な事例を起こし得る公

衆衛生上重要な毒素型細菌性食中毒の一つである。近年，食中毒以外の疾病に関与する S. 

aurues に関して，遺伝学的特性に関する報告が数多くなされている。しかしながら食中毒

事例由来 S. aureus の遺伝学的特性に関する報告は少ない。一方，SE 遺伝子そのものへの

研究は充実しており，各種の分析がなされている。たとえば，新型毒素としての SE 様毒

素（Staphylococcal enterotoxin-like toxin；SEl）遺伝子の多くは，S. aureus pathogenicity island

（SaPI）などの可移動性遺伝因子上に存在することが知られている。可移動性遺伝因子は

S. aureus の食中毒起病性の獲得に深く関与することが示されている。この事実は各種の可

移動性遺伝因子を同定しその分子遺伝学的特性を解析することが，S. aureus の食中毒病原

体としての起病性を考察する上で非常に有益であることを想起させる。本論文では，食中

毒誘発性 S. aureus の遺伝学的特性を明らかにすること，また，食中毒発生に関与する可移

動性遺伝因子の特性を明らかにすることを目的に，東京都で発生した食中毒 83 事例から分

離された S. aureus 株を対象として,以下の項目を検討した。 

第一章では，食中毒由来 S. aureus の遺伝学的特性を明らかにした。食中毒事例由来 S. 

aureus 株は，multilocus sequence typing (MLST)法により Clonal complex（CC）81，CC8，CC6，
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CC5，CC508，CC20，CC30 及び CC59 の 8 種類に分類された。CC8 に属する株（CC8 株）

は，全てコアグラーゼⅢ型であった。また，全ての CC8 株は sea 遺伝子を保有し，本遺伝

子が存在するプロファージを保有することが推測され，コアグラーゼ型，SE/SEl 遺伝子型，

SE/SEl 獲得に関連する可移動性遺伝因子の保有状況に関して特定の規則性が存在した。さ

らに，一部の CC8 株が sed，selj 及び ser 遺伝子を保有し，これらの遺伝子が存在するプラ

スミドを保有することが推測された。MLST 法に基づく食中毒事例由来 S. aureus 株の分子

系統と SaPI の保有分布の間には，各 SaPI が単一の分子系統の株においてのみ保有が認め

られるという特徴的な関係性が存在した。以上の結果から，特定の CC 型，コアグラーゼ

型，SE/SEl 遺伝子型及び可移動性遺伝因子の保有型によって識別される遺伝学的特性を持

つ S. aureus 株が，食中毒を誘発しやすいことが明らかとなった。食中毒事例以外から分離

される S. aureus は上述の遺伝学的特性が食中毒由来株とは異なり，各疾病特異的な S. 

aureus の集団が存在することが推測される。 

第二章では，食中毒事例由来 S. aureus 株において，SEs をコードする 4 種の新規 SaPI

である SaPITokyo12413，SaPITokyo11212，SaPITokyo12571 及び SaPITokyo12381 を同定し，

その食中毒起病性並びに伝播性に関する性状を検討した。新規 SaPI を保有する S. aureus

株は，既知の SEs 関連 SaPI を保有する株と比較して同等もしくは有意に多い SE 産生量を

示した。SaPI の“複製”に関与する Rep タンパク質が持つ，複製開始点への結合活性とヘリ

カーゼ活性を解析した結果，SaPITokyo11212，SaPITokyo12571 及び SaPITokyo12381 は既知

SaPI と同様に両活性を保持していた。しかし SaPITokyo12413 では， SaPI を複製する能力

を欠失していることが明らかとなった。この欠失が，SaPITokyo12413 の伝播能力の低下あ

るいは欠如の原因となっていると考えられた。以上の結果は，前者３種の SaPI は，食中毒

起病性の獲得という分子遺伝学的特性を S. aureus に与える可能性があることを示唆した。 

第三章では，食中毒事例由来 S. aureus 株が持つプラスミドの分子遺伝学的特性に関して

新たな知見を得た。本研究で解析した食中毒事例由来 S. aureus 株が持つプラスミドは

pIB485-like plasmid であり，それらの株の多くは，SElJ 及び SER を産生していた。毒素産

生が確認されたことは，pIB485-like plasmid の伝播が，食中毒の起病性に関与することを示

唆する。同 plasmid を持つ S. aureus 株の一部は SED が検出されなかった。それらの株の

pIB485-like plasmid 上には，SED 配列の C 末端部分の 80 アミノ酸残基が欠失した mutant 

SED（mSED）配列が存在し，msed 遺伝子を発現していることが明らかとなった。しかし

ながら，抗体を用いての検討では mSED タンパク質は培養液中では検出されず，同変異タ

ンパク質が菌体外に分泌されているかは明確にできず，mSED タンパク質の役割は不明だ

った。 

以上，本研究によって，特定の CC 型，コアグラーゼ型，SE/SEl 遺伝子型，可移動性遺

伝因子の保有型で識別される遺伝学的特性を保有する S. aureus が，ブドウ球菌食中毒を誘

発しやすいことが明らかになった。この所見は，今後食中毒事例由来株の分子疫学解析を

行う際の基礎的な情報となり，食中毒起病性 S. aureus が常在する場所や食中毒発生時の汚

染経路の特定に有用である。S. aureus 食中毒株は，多様な可移動性遺伝因子の伝播によっ

て，食中毒起病性を獲得すると考えられた。これらの科学的情報を基にして，食品の製造，

輸送，販売の各現場や保健所などの行政機関に対して注意喚起や汚染領域の清浄化などの



 

 

 

指導を行うことが，ブドウ球菌食中毒の防止に貢献すると考えられる。 

 

 

 申請者は，可移動性遺伝因子に着目して，食中毒由来ブドウ球菌，分子遺伝学的特性を

解析し，同菌食中毒を制御するに有効な科学的基盤を確立するため，各菌株のクローン解

析，コアグラーゼ型別，同菌が持つエンテロトキシン(SE)及びエンテロトキシン用毒素

(SEL)遺伝子保有状況，プラスミド解析，プラスミド伝播に関する遺伝子解析を行った。 

 第一章では，multilocus sequence typing (MLST)法によりクローン解析を実施した。供試

菌株の Clonal complex（CC）は８種に分類された。特定の CC は一定のコアグラーゼ型，

毒素遺伝子，Staphylococcus auresus pathogenicity island (SaPI)を持つことが示された。食中

毒事例由来 S. aureus 株の分子系統と SaPI の保有分布の間には，各 SaPI が単一の分子系統

の株においてのみ保有が認められるという特徴的な関係性が存在した。特定の CC 型，コ

アグラーゼ型，SE/SEl 遺伝子型及び可移動性遺伝因子の保有型によって識別される遺伝学

的特性を持つ S. aureus 株が，食中毒を誘発しやすいことを明らかにした。 

 第二章で申請者は，4 種の新規 SaPI，SaPITokyo12413，SaPITokyo11212，SaPITokyo12571

及び SaPITokyo12381 を同定した。SaPITokyo12413 を除き，3 種の SaPI を保有する S. aureus

株は，既知の SEs 関連 SaPI を保有する株と比較して同等もしくは有意に多い SE 産生量を

示し，その食中毒起病性を示唆した。 

第三章では，食中毒事例由来 S. aureus 株が持つプラスミドの分子遺伝学的特性が解析さ

れた。供試ブドウ球菌株は pIB485-like plasmid を保有し，多くは，SElJ 及び SER を産生し

ていた。毒素産生が確認されたことは，pIB485-like plasmid の伝播が，食中毒の起病性に関

与することを示唆する。一方同プラスミドを保有しながら SED の産生が確認されなかった

菌株が存在した。同菌株を解析したところ，sed 遺伝子に変異が生じ，C 末端部分の欠失が

あることが示された。同変異 sed 遺伝子は発現しているものの，タンパク質の存在は確認

できず，変異 sed 遺伝子の食中毒起病性への意義は確認できなかった。 

以上申請者の研究によって，ブドウ球菌の食中毒起病性に関して，特定のクローンの存

在が確認され，また，新規の SaPI の同定がなされ，毒素遺伝子の，可動性遺伝因子の一つ

であるプラスミド伝播を介しての伝播に基づく食中毒起病性の解析がなされた。これらの

ことは，今後のブドウ球菌食中毒事例分離株の分子疫学解析への科学的基盤を強化し，ブ

ドウ球菌食中毒の制御に貢献するものとして，非常に意義あることと認める。 

 

 以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論

文として十分価値があると認めた。 
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