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Edwardsiella tarda (E. tarda)はエドワジエラ症の原因となるグラム陰性細菌であり、
養殖業に大きな被害を与えている。これまで申請者のグループは、E. tarda には NanA
と呼ばれるシアル酸水解酵素が存在し、感染の際に宿主細胞の糖鎖を切断しているこ
とを見出しているが、その意義については不明であった。
異なる病原性を示す菌株を用い、
その病原性と NanA 活性の関係について評価した。
その結果、病原性が高い菌株ほどその酵素活性が高いことが明らかとなった。そこで
各菌株からの nanA 遺伝子を単離し変異箇所の比較を行ったが有意な差はみられず、
real-time PCR による解析により病原性が高い株においては、NanA シアリダーゼ遺伝子
の転写が促進されていることが明らかとなった。
続いて E. tarda のゲノム情報の解析を行ったところ、複数のシアリダーゼ代謝関連
遺伝子群のクラスター形成が発見され、NanA によって遊離したシアル酸がシアル酸ト
ランスポーターにより菌体内に取り込まれ、代謝後に利用されていることが推察され
た。そこで E. tarda にシアル酸処理を行いその増殖や感染に与える影響について評価
した。その結果、シアル酸処理により E. tarda 代謝遺伝子群の発現亢進が認められ、
それに伴う感染能や増殖能が著しく上昇していた。

1. 緒言
Edwardsiella tarda (E. tarda)はエドワジエラ症の原因となるグラム陰性細菌である。
哺乳類から爬虫類、両生類、魚類まで幅広い感染を示す人畜感染バクテリアであり、
人間に感染した場合は、軽度の場合は下痢などの症状を示すが、重度の場合は敗血症
により死亡例も報告されている。現在、養殖業における E. tarda の感染が特に問題と
なっている。E. tarda はウナギやカレイ、ティラピアなど広い魚種に感染し、感染後は
緩慢かつ継続的な斃死を誘発する。E. tarda は細胞内寄生細菌であることから細胞性免
疫（抗体）による除去が難しく、また細胞性免疫を誘導するいわゆる生ワクチンは養
殖業において利用が認められておらず 1)、現在のところ E. tarda の感染予防・治療法は
確立されていない。
さらに新規感染予防法の確立が難しい理由として、E. tarda の感染メカニズムが不明
な点が挙げられる。一般に最近が非免疫系の細胞に感染する際には、宿主細胞の細胞
膜上の分子を標的として足場を形成し、続いて細胞内に浸潤している経路が関与して
いる。最近申請者は、宿主細胞のアシアロ糖タンパク質が E. tarda の足場として働く
可能性を報告し、その際には E.tarda の NanA シアリダーゼが重要であることを明らか
にした 2)。シアリダーゼは糖脂質や糖タンパク質の非還元末端からシアル酸を遊離さ
せる糖鎖分解酵素であり、哺乳類からバクテリア、ウイルスまで広く存在する 3)。こ
の NanA シアリダーゼが糖タンパク質の2-3 結合のシアル酸を特異的に切断すること、
また NanA シアリダーゼの阻害により細胞感染が抑制されることから 4)、E. tarda の細
胞感染において重要な分子であることが予想されたが、E. tarda の病原性決定における
意義については全く分かっていない。
そこで本申請課題では、E. tarda 感染におけるシアル酸の意義を明らかにするため、
病原性の異なる複数の菌株を用いて解析を行い、NanA シアリダーゼの活性とその制御
機構について検討する。さらに、遊離シアル酸が E. tarda 感染に与える影響について
も解析を行い、E. tarda 感染予防・治療法の開発における知見を得ることを目的とする。

2. 実験方法
2.1. E. tarda
病原性の異なる菌株 5 種は、鹿児島大学水産学部魚病学研究より分与されたものを
用いた。各菌株は TSA および TSB 中で 28℃にて培養し、各実験には対数増殖期
（OD630=0.5）のものを用いた。
培養細胞への感染実験はキンギョ鱗由来上皮細胞 GAKS
細胞を用いて行い、Shinyoshi らの方法 4)に従って行った。
2.2. シアリダーゼ酵素活性
E. tarda のペレットを作成し、1％Triton X-100 を含むリン酸バッファー中でホモジナ
イズし、その後遠心分離して得られた上清を粗酵素液とした。MU-Neu5Ac を基質とし、
pH 5.5 の酢酸バッファー中で 1 時間インキュベートし、遊離した MU から酵素活性を
求めた 5)。

2.3. E. tarda の nanA 遺伝子発現解析
PCR を用いて E. tarda 各菌株より nanA 遺伝子を単離し、
シークエンス解析を行った。
プライマーには 5′-GTGGATCCCTGATTTTTGCCGAACACGATC-3′ (forward) と
5′-GTCTCGAGCTAAAAGGTGTAGGTGAAGCTG-3′ (reverse)を用い、KOD plus NEO に
よる増幅を行った。得られた PCR 産物の遺伝子配列の解析は、鹿児島大学遺伝子実験
施設に依頼した。
nanA 遺伝子の発現量の解析は、real-time PCR 法により行った。対数増殖期の E. tarda
より total RNA を回収し、cDNA への逆転写を行い、これを鋳型 DNA とした。増幅に
は KOD SYBR による PCR を行い、内部標準遺伝子として 16s rDNA を採用した。
2.4. E. tarda ゲノム上のシアル酸関連遺伝子群の解析
GenBank DNA データベースに登録されている複数株の E. tarda のゲノム情報に対し
て、他微生物の NanA シアリダーゼ、シアル酸トランスポーター、およびシアル酸代
謝酵素群の遺伝子配列で Blast サーチを行い、E. tarda におけるこれら遺伝子群の予想
を行った。

3. 結果と考察
in vivo で高い病原性が確認
されている E. tarda 3 株
（FPC498、E381 および
NUF806）および病原性を失っ
た E22 株、また非病原性株
SU18 株を TSB で対数増殖期
まで培養し、そのシアリダー
ゼ活性を測定した。
その結果、高病原性株である
FPC488 株、E381 株および
NUF806 株では E22 および
SU138 株より高い NanA シア
リダーゼ活性が認められた
(Fig. 1)。以前の申請者らの研
究で、NanA シアリダーゼの阻
害剤である Naringenin が in
vitro における E. tarda 感染を
抑制したことと合わせて考え
ると 4)、NanA シアリダーゼが E, tarda の病原性を制御する因子であることが強く予想
された。

そこでこの活性の違いが遺伝子配列の変異によるものかを明らかにするため、各株の
nanA 遺伝子をクローニングし、その遺伝子配列の差異について解析した（Fig. 2）
。

各株の nanA 遺伝子配列には変異が認めら
れたが、そのすべては Autotranspoter domain
に認められ、Sialidase domain の遺伝子構造は
すべて保存されていた。NanA タンパク質は
成熟に伴い Autotranspoter domain が切断され
ることから 2)、これらの変異がシアリダーゼ
活性に与える影響は低いと考えられた。そこ
で real-time PCR により nanA 遺伝子の発現量
を解析した。その結果、その遺伝子発現量は
各菌株の遺伝子発現量と同じ傾向を示した
（Fig. 3.）
。以上の結果から、各菌株の NanA
シアリダーゼ活性は遺伝子の転写レベルで制
御されていることが明らかとなった。
次に E. tarda のゲノム情報を元に、シアル
酸関連遺伝子の in silico クローニングを行い、
その存在とクラスター群形成について解析し
た（Fig. 4.）。

この結果、E. tarda のゲノム上には複数のシアル酸トランスポーター遺伝子、2 つのリ
アーゼ遺伝子、1 つの CMP-NANA 合成酵素の遺伝子が存在することが分かった。さら
にこれらシアル酸関連遺伝子群は、少なくても 3 つのクラスターを形成することが明
らかとなった。これらのゲノム情報から、E. tarda がシアル酸を取り込み、さらにそれ
を代謝することで E. tarda 自身の病原性に影響を与えている可能性が示唆された。
そこでこの仮説を明らかにするために、E. tarda をシアル酸で処理してその後の細胞
感染や増殖に与える影響について検討した。シアル酸処理した E. tarda を魚類鱗由来
GAKS 細胞に暴露し、その細胞内感染について評価したところ、その感染能が著しく
増強されていることが明らかとなった。この結果は、E. tarda のアシアロ糖タンパク質
の足場としての利用能だけでなく、感染後のシアル酸利用も重要な感染制御因子であ
ることを示唆している。

Fig. 4.のゲノム情報の結果から、lyase 1 遺伝子と同じクラスターに N-acetyl
mannosamine kinase と isomerase が存在していることが分かる。これらは微生物のゲノ
ムに良く見いだされるクラスターであり、この機能としてシアル酸を代謝し、最終生
成物を解糖系へ回すことで増殖を促進していることが知られている 6)。そこで本課題
では、E. tarda のシアル酸処理が細胞感染を促進する理由として、Lyase からの解糖系
への代謝系が亢進し、E. tarda がシアル酸を炭素源として利用することで細胞増殖を上
昇されているためと考えた。シアル酸添加時の E .tarda 増殖能についてグルコースを
除いた M9 最小培地にて検討した結果、E. tarda は培地中のシアル酸の濃度依存的に増
殖が亢進しており、シアル酸を炭素源として利用できることが明らかとなった(Fig. 6.)

以上の結果から、E. tarda の病原性の制御因子としての NanA シアリダーゼの重要
性が明らかとなった。NanA シアリダーゼが標的とする複合糖質は、主に宿主細胞の細
胞膜上に存在している。細胞膜上のシアル酸、もしくは脱シアリル化された複合糖質
がバクテリアやウイルスの受容体として機能し、この機構はインフルエンザウイルス
やビブリオ菌などでもよく研究されている。本課題において E .tarda の病原性が高い
ほどシアリダーゼ活性が高いことから、E. tarda の脱シアリル化が細胞感染の初期ステ
ップとして重要な役割を持っていることを示している。さらに遊離したシアル酸はシ
アル酸トランスポーターを介してバクテリアの体内に取り込まれ、解糖系へ繋がる代
謝系が亢進するすることで、増殖の際のエネルギー源として使用されることも見出さ
れた。ある種のバクテリアではシアル酸の代謝亢進はバクテリアフィルムの形成を促
進しており、E. tarda においてもバクテリアフィルムの形成が病原性の上昇に関与して
いる可能性が示唆された。また E. tarda のゲノムには CMP-シアル酸合成酵素の遺伝子
の存在も示唆された。淋菌などでは、リポ多糖（LPS）のシアリル化が免疫細胞から
バクテリアの逃避を促進しているとの報告があり、また LPS は細胞表面の TOLR4 を
介して宿主細胞に炎症のシグナルを引き起こすことも知られている。その一方、魚類
はゼブラフィッシュを除いて TOLR4 は保存されておらず、LPS が魚類細胞にどのよう
な機構で炎症反応を引き起こすかについては、未だよくわかっていない。本課題によ
り E. tarda の LPS のシアリル化が予想されたことから、今後は E. tarda の病原性との関
連について調べていく必要がある。
E. tarda が細胞内寄生細菌であるために、その感染予防、治療法の開発は難しい状況

である。本課題により細胞感染の第一ステップに関与する NanA シアリダーゼが治療・
予防法の標的になることが示唆された。NanA を阻害することで宿主細胞からのシアル
酸溶離を抑制できるため、
結果的に E. tarda の細胞内増殖を抑制することにも繋がる。
申請者はシアリダーゼの阻害剤である N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid
（DANA）が E. tarda の感染を抑制することを示しているが 2)、DANA は高価であり養
殖飼料への添加も認められていないため、これをそのまま利用することは難しい。一
方、柑橘物に含まれるフラボノイド類が NanA を阻害することが報告されている 4)。養
殖現場では、養殖魚の肉質改善を目的に柑橘抽出物が飼料に添加されており、柑橘抽
出物の安全性やランニングコストには問題が無いことが分かっている。鹿児島は農林
水産業が盛んな県である。陸で収穫される鹿児島県の柑橘類を鹿児島県の水産業に利
用することで、商品としてのオリジナリティのみならず養殖の生産額の向上に本研究
の成果が寄与できるのではないかと期待している。
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Summary
Edwardsiella tarda is a gram-negative bacterium which causes huge economic losses to
Japanese aquaculture. E. tarda possesses NanA sialidase which catalyzes the removal of sialic
acids from sialoglycoconjugates, especially2-3 sialo-glycoprotein from host cells. On the
other hand. the relationship between NanA sialidase activity and E. tarda pathogenicity has not
been well understood. Here, sialidase activity estimated in five strains indicated that
pathogenic strain exhibited higher sialidase activity accompanied with up-regulation of nanA
mRNA level than non-pathogenic strain. In addition, treatment of E. tarda with free sialic acid
enhanced GAKS cell-infection. E. tarda uses sialic acid as a carbon source in growth, which
showed higher growth rate. The present study suggests the significance of desialylation by E.
tarda sialidase in the regulation of the pathogenicity.

