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生体には細菌などの異物に対する防御機構(自然免疫系)が存在しており，その研究が活発に行な
われている．しかし，個々の研究は特定の分子に焦点が絞られており，自然免疫系全体におけるそ
の分子の位置付けは不明であることが多い．本研究は，自然免疫系を代表する
bactericidal/permeability-increasing protein (BPI)と補体系の関わりを分子レベルから個体レ
ベルで明らかにすることを目的としている．最近，毒性細菌の感染が国内外において問題となって
いるが，抗生物質は細菌の生育を妨げる薬剤であり，本研究が目指す知見は殺菌および菌体の除去
に関係することで，全く別の視点である．従って，抗生物質の開発に加えて生体が本来もっている
自然免疫系を活用する薬剤を開発することで，細菌感染や臓器移植における拒絶反応に対するより
多角的な治療が可能になると思われる．
Abstract
This study was undertaken to elucidate how bactericidal/permeability-increasing
protein (BPI) acts on innate immunity. When we examined phagocytosis of several strains
of bacteria by neutrophils in the presence of human serum, several substrains derived
from the same parental strain were engulfed at remarkably different levels. This result
suggests that the differences of genetic backgrounds among the substrains affect the
phagocytosis.

Since BPI promotes phagocytosis of Gram-negative bacteria by neutrophils

through acceleration of complement activation, BPI may be a useful tool to identify
Gram-negative bacteria to survive from a host defense system.
ヒト好中球のアズール顆粒に存在する抗菌
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Figure 2. Production of (A) wtBPI and (B) N-BPI in HEK293 cells.
Upper; Northern blot analysis, lower; BPI assay using factor C.
現量が多かったクローンNo.5 (Figure 5B)を
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3. 研究成果
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Figure 3. Phagocytosis of Gram-negative bacteria by neutrophils in
the presence of various concentrations of serum.
れた細菌間の貪食量の違いは，LPSの構造差に
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5. 発表論文リスト

鎖構造は細菌間でかなり異なることが知られ

なし．

ている．BPIはLPS結合性分子なので，BPIを遺
伝子的に改変した変異体は，野性型BPIでは結
合できない細菌と結合して，補体系との共同
作業でそれらの細菌をクリアランスできるこ
とが予想される．
4. 今後の課題と発展
まず，BPIの機能領域の同定とKOマウスの作
製が急務である．それ以降は，BPIの活性が増
強または低下した変異体を作製して，自然免
疫系が増強されたモデルマウスの確立に繋げ
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