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緒論 

治療に伴い体内に刺入・挿入された静脈留置カテーテルのような医療用具には細菌

が付着しバイオフィルムを形成する。Staphylococcus 属細菌は、黄色ブドウ球菌 S. 

aureus や表皮ブドウ球菌 S. epidermidis などが含まれる。それらは、多くの健常者の

表皮や鼻腔内に保菌され、常在菌叢を形成し、また、カテーテル関連血流感染症

（catheter related bloodstream infection; CRBSI）の起因菌にもなる。バイオフィルムは、

細菌細胞表層を構成する物質であり、Staphylococcus 属細菌のバイオフィルムには、

DNA、タンパク質、多糖体が含まれていることがこれまでの研究によって示されてい

る。バイオフィルムの構成要素となる DNA は、細胞外 DNA と呼ばれ、一部の細菌細

胞の自己融解によって放出されたものに由来しているとされている。バイオフィルム

を構成するタンパク質には、 Aap (accumulation-associated protein)、 Bap (biofilm 

associated protein)、FnBP (fibronectin binding protein)などが含まれていることが示され

ており、それらは総称して MSCRAMMs (microbial surface components recognizing 

adhesive matrix molecules)と呼ばれている。バイオフィルムを構成している多糖体とし

ては、PNAG（poly-β(1, 6)-N-acetyl-D-glucosamine）や細胞壁構成成分の一つであるタ

イコ酸が知られている。PNAG は icaADBC オペロンにコードされた複数の多糖体合成

酵素により合成されることが示されている。また、これらのバイオフィルムの構成要

素の産生に関与する遺伝子群はいずれもシグマ因子σB によって制御されており、環

境ストレス（塩濃度、エタノール、pH など）に応答してバイオフィルム産生量が変動

することが示唆されている。 

本研究では、健常人由来 S. aureus 株と CRBSI 由来 S. aureus 臨床分離株のバイオフ

ィルム産生能について比較検討した。また、保菌時  (体表面)と感染症発生時  (体内)

では酸素・二酸化炭素分圧の違いが存在することに着目し、DNase I（DNA 分解酵素）、

proteinase K（タンパク質分解酵素）、dispersin B（PNAG 加水分解酵素）を用い、生育

環境の違いがバイオフィルムの産生量・構成成分にどのような影響を及ぼすのかにつ

いて、詳細に比較検討した。 

 

対象及び方法 

【菌株と培養条件】 

2007 年 4 月から 2009 年 1 月までに名古屋大学付属病院における CRBSI 患者から

得られた S. aureus 12 菌株、S. epidermidis 12 菌株、S. hominis 1 菌株、S. haemolyticus 

1 菌株の計 26 菌株を対象に解析を行った。健常人由来 S. aureus 分離株は分子病原

細菌学教室に保管されていた菌株（2004-2005 年に分離）の中から、MSSA 10 菌株、

MRSA 10 菌株の計 20 菌株を使用した（名古屋大学医学部生命倫理委員会承認番号

2012-0191）。培地は、TSB + 0.5% D-グルコース  + 3% NaCl である。前培養後、マ

イクロタイタープレートに接種後、37℃、24 時間培養した。大気、5% CO2、微好

気（O2 分圧 6-12%、CO2 分圧 5-8%）、嫌気（CO2 分圧 16%以上）の 4 条件を用い行

った。  
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【バイオフィルム生産量の測定】 

培養液を除いた後、滅菌水により 3 回洗浄し、0.25% サフラニン 0.5% エタノール

水で 15 分間染色した。その後、プレートリーダーを用いて吸光度 492 nm の値を測定

した。バイオフィルム分解酵素には、DNase I、proteinase K、dispersin B（PNAG 加水

分解酵素）を用い、反応は 37℃ 90 分間とし、その後上記の方法で染色、測定した。

対応のないデータについては Mann–Whitney U 検定、対応のあるデータについては

Wilcoxon signed-rank 検定により検討した。 

【PCR による icaA, icaD の検出】 

CRBSI 由来株について PNAG の産生に関与する icaA、icaD の発現量を PCR により

測定した。 

 

結果 

【健常人由来株と CRBSI 分離株のバイオフィルム産生量の比較】 

健常人由来である 20 株の S. aureus、及び CRBSI 由来である 12 株の S. aureus、計

32 株を用いてバイオフィルム生産量を測定したが有意な差はみられなかった。メチシ

リン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)とメチシリン感受性黄色ブドウ球菌(MSSA)について

も顕著な差は認められなかった。 

【CRBSI 分離株の S. aureus, S. epidermidis の比較】 

CRBSI 由来の計 26 株を用いてバイオフィルムの組成を検討した。S. aureus は、大

気、5% CO2、微好気条件下において proteinase K 感受性のバイオフィルム生産量の低

下を示した。S. aureus の proteinase K 作用後の平均値は、大気下で 65.9%、5% CO2 で

67.3%、微好気では 73.5%まで減少した。S. epidermidis は、大気下において高いバイオ

フィルム生産量を示し、大気下と比較して 5% CO2 では 40.4%、微好気では 52.8%、嫌

気条件下では 41.2%と有意にバイオフィルム産生量が低下した。また、S. epidermidis

は、dispersin B 感受性のバイオフィルムを形成する結果となった。S. epidermidis の

dispersin B 作用後の平均値は、大気下で 44.9%、微好気で 66.7%まで減少し、dispersin 

B により有意に低下したことが示された。 

【PCR による icaA, icaD の検出】 

PCRによって CRBSI由来株の試供菌株 26株全てにおいて icaA、icaDが検出された。 

 

考察 

【健常人由来株と CRBSI 由来株のバイオフィルム産生量の比較】 

CRBSI由来、健常人由来の両菌株群とも同等のバイオフィルム生産能を有していた。

このことから、体表面に存在する S. aureus は、CRBSI を引き起こす可能性を有してい

ることが推測された。 

【各酸素・二酸化炭素条件下における CRBSI 由来株のバイオフィルム生産】 

 大気下では、S. epidermidisは S. aureus の 3倍以上のバイオフィルムを生産し、5% CO2、

微好気、嫌気では、S. aureus と同等のバイオフィルムを生産した。大気下での S. 
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epidermidis による高いバイオフィルム産生能が、ヒト皮膚表面での高い保菌率を示す

ことと関連しているかもしれない。 

 S. aureus は、大気下、5% CO2、微好気下で S. aureus がタンパク質の豊富なバイオ

フィルムを形成することを示した。過去の研究では、体内に留置される医療器具に対

して強力に結合することが示されていることから、S. aureus の高タンパクのバイオフ

ィルム生産が CRBSI では重要な役割をしている可能性が考えられる。 

 S. epidermidis は PNAG 量の多いバイオフィルムを生産した。PCR によって試供菌株

の全ての菌株で icaA、icaD を有していることが示唆されたが、その一方で、PNAG 産

生量は好気下及び微好気下でのみ有意差がみられた。icaA、icaD 発現誘導メカニズム

について今後研究が必要である。 

 

結論 

 健常人由来、及び CRBSI 由来 S. aureus 分離株のバイオフィルム生産量には有意差

は認められず、同等のバイオフィルム形成能を有していた。S. aureus のバイオフィル

ム産生能は大気組成による影響が少なかったが、S. epidermidis のバイオフィルム産生

は 5% CO2、微好気、嫌気環境では大きく減少した。分解酵素による検討では、S. aureus

は大気、5% CO2、微好気環境下ではタンパク質の豊富なバイオフィルムを形成し、S. 

epidermidis は大気、5% CO2 において糖鎖である PNAG の豊富なバイオフィルムを形

成する傾向が明らかとなった。 
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