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論 文 内 容 の 要 旨 

【目的，諸言】 

 男子尿道炎由来 Neisseria gonorrhoeae において，2000 年頃より第 3 世代 cephalosporin に対す

る感受性の低下が問題となってきた。その中でも ceftriaxone (CTRX)は良好な抗菌活性を保ってい

たが、2009 年に CTRX の minimal inhibitory concentration（MIC）2 ㎎/L の淋菌（H041）が日本で

分離され、その後、フランスとスペインでも MIC 1-2 ㎎/L の淋菌（F89）が分離された。また、現

在まで CTRX の MIC  0.5 ㎎/L の低感受性株が世界で 7 株報告されており、淋菌の CTRX 耐性化が懸

念されている。これらの淋菌では、penicillin-binding protein 2 (PBP2)をコードする penA 遺伝

子が他の Neisseria 属の penA 遺伝子の一部と置換されモザイク様の変異を有している。今回、われ

われの施設で収集した CTRX MIC  0.5 ㎎/L の 4 株の淋菌臨床分離株の penA 遺伝子と薬剤排出系な

どの薬剤耐性に関わる遺伝子群の解析を行うとともに、これら 4 株の関連性を検討した。 

【対象と方法】 

 対象菌株：2000 年から 2014 年に岐阜大学関連病院と協力施設より得られた淋菌 2126 株のうち、

CTRX の MIC が 0.5 ㎎/L であった 4 株(GU030113、GU110095、GU110332 と GU110362)を対象とした。 

 MIC 測定：CTRX の MIC は、CLSI により推奨された寒天平板希釈法を用いて測定した。 

 遺伝子解析：penA、mtrR、porBIb (penB)、ponA と pilQ の遺伝子解析は、それぞれの遺伝子に特

異的なプライマーによる PCR による遺伝子増幅と PCR 産物の塩基配列の決定により行った。 

 PBP2 の比較：GU030113、GU110095、GU110332 と GU110362 の解析した PBP2 は、ペニシリン感受性

株（LM306）の PBP2、ペニシリン耐性に関連する PBP2 pattern V、cefixime (CFIX)耐性に関連する

PBP2 pattern V、X と XXXIV、CTRX 耐性株 H041 と F89 の PBP2 および CTRX の MIC が 0.5 mg/L の 7

株の PBP2 と比較した。 

 遺伝子型別: Multilocus sequence typing (MLST)法および N. gonorrhoeae multiantigen sequence 

typing (NG-MAST)法を用いた。 

【結果】 

 GU030113 の PBP2 は pattern X に A502T 置換を伴い、GU110095 では pattern XXVII であった。

GU110332 では、pattern XXXIV に P552S 置換を伴い、GU110362 では、アミノ酸番号１～291 番で PBP2 

pattern X とアミノ酸番号 296～576 番で PBP2 pattern V のアミノ酸配列と一致した。GU030113、

GU110095 と GU110332 では、mtrR promoter 領域に Aの欠損を認め、PorB1b でそれぞれ G120Kと A121D

あるいは A121N のアミノ酸置換を認め、さらに、ponA 遺伝子がコードする penicillin binding 



  

protein 1 (PBP1)で L421P の置換を認めた。GU110362 には、MtrR の repressor 領域に A40D の置換

と PBP1 に L421P の置換を認めた。ただし、4 株すべてに抗菌薬や色素の感受性に関わる pilQ1 およ

び pilQ2 変異は認められなかった。 

 遺伝子型別の解析では、GU030113と GU110332が同一の 1901の MLSTを有していたが、他の GU11095

と GU110362 のそれぞれの MLST とは異なっていた。NG-MAST については、4 株ともそれぞれ異なる遺

伝子型を有していた。  

  

【考察】 

 GU030113 では、PBP2 pattern X に A502T の置換を伴っていたが、CTRX の MIC 1-2mg/L を示した

F89 で PBP2 pattern X に A502P の置換を認め、2007 年の Chinese strain では A502V の置換を認め

た。GU030113 においては、A502 の置換が CTRX への感受性の低下に関与していると考えられた。

GU110332では PBP2 pattern XXXIVに P552Sの置換を伴っていたが、F89では pattern XXXIVに A502P、

2007 年の Austrian strain には T535A を伴っていた。PBP2 pattern XXXIV に、A502 あるいは P552

のアミノ酸置換が加わると CTRX の MIC の上昇を来すとの報告があり、GU110332 においては、PBP2 

pattern XXXIV に P552 のアミノ酸置換が加わったことで CTRX への感受性が低下したものと考えら

れた。GU110095 と GU110362 においては、認められた pattern XXVII や新たに見出された PBP2 変化

の CTRX 感受性低下への関与は不明であった。これら 2 株でも mtrR、porBIb と ponA 遺伝子に変異を

認めており、薬剤排出ポンプの発現、細胞外膜の透過性低下、他のβラクタム薬の標的の変化、さ

らにまだ解明されていない耐性機序が、CTRX への感受性低下をもたらしているのかもしれない。 

 遺伝子型別からは、GU030113、GU110095、GU110332 と GU110362 はそれぞれ異なるクローンと考

えられた。 

【結論】 

 GU030113 では A502T の置換を伴った PBP2 patternX、GU110332 では P552S の置換を伴った PBP2 

pattern XXXIV が、CTRX への感受性低下に寄与したと考えらえた。GU110095 と GU110362 において

は、PBP2 の変化とともに他の薬剤感受性に関わる遺伝子群の変異が CTRX への感受性の低下に関与

したかもしれない。今回検討した GU030113、GU110095、GU110332 と GU110362 は、それぞれ異なっ

たクローンであると考えられた。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 申請者 清家健作は、ceftriaxone 低感受性淋菌臨床分離株の 4 株について薬剤耐性に関わる

遺伝子群の解析を行い、penicillin-binding protein 2 の変化と薬剤排出系などの遺伝子群の変異

が ceftriaxone への感受性の低下に関与することを示した。遺伝子型別の解析では、多様な

ceftriaxone 低感受性淋菌の出現を示唆した。本研究の成果は、薬剤耐性淋菌の薬剤耐性機序と動

向を理解する上で有用な情報を与えるものであり、泌尿器科学および感染症学の進歩に少なからず

寄与するものと認める。 
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