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概要 ＥＡ  
 
Acidovorax 属株染色体支配で他菌株に接合伝達可能で PCB 分解能を支配するゲノミックアイランド(GI)である

ICEbph と Pseudomonas 属株由来の IncP-9 接合伝達性ナフタレン分解プラスミド NAH7 の水平伝播に関する研究を
実施した。 
 

1. ICEbph の接合伝達 
ICEbph の中央付近 463 塩基対内に接合伝達起点を含む oriT 領域の存在を明示した。本 oriT に類似した塩基配列は
類縁 GI 群にも普遍的に存在し、当該配列群が接合伝達起点の機能を示す可能性が強く示唆された。一方、ICEbph は
大腸菌染色体へも接合伝達可能なことを類縁 GI 群の中で初めて示し、多様な解析が極めて容易な大腸菌で ICEbph

接合伝達の詳細を解析する基盤が確立できた。 
 
2. NAH7 の接合伝達に必須な新規遺伝子の同定・解析 
NAH7 の接合伝達に必須な最小遺伝子セットの解析過程で、NAH7 の orf34 遺伝子産物が接合伝達に必須であり、他
の IncP-9 接合伝達性プラスミドの orf34 ホモログもその接合伝達に必須なことを見出した。IncP-9 群以外の接合伝達
性プラスミド群にも広範に存在した orf34 ホモログは、その接合伝達に必須でなかったが、IncP-9 群プラスミドの orf34
機能欠損変異を相補できた。 
 
3. NAH7 の接合伝達装置の受容菌域 
当該装置は広範なグラム陰性細菌株に対して機能発揮が可能な既知知見を踏まえ、当該装置が進化系統的にかけ
離れたグラム陽性の4属細菌株を受容菌とした場合での機能発揮を検討した。各受容菌株で複製可能なシャトルベク
ターにNAH7の oriTを連結した誘導体プラスミドの大腸菌から各受容菌株への接合伝達能を、NAH7 接合伝達装置共
存下で検討した。この結果、誘導体プラスミドが 2 属のグラム陽性細菌株に伝達でき、当該接合伝達装置は従来の想
定よりも広範な受容菌株への機能発揮を提示した。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
Horizontal transfer of ICEbph, an Acidovorax-derived conjugative genomic island encoding PCB degradation, and 

NAH7, a Pseudomonas-derived IncP-9 conjugative plasmid encoding naphthalene degradation, was investigated in 
this study. 
  The oriT region that contains the conjugation initiation site of ICEbph was shown to be located within its 463-bp 
fragment. DNA fragments highly similar with the 463-bp fragment were well conserved in other ICEbph-related 
genomic islands, suggesting that such fragments also contain their conjugation initiation sites. ICEbph was found to be 
conjugatively transferable to Escherichia coli chromosome, leading to the expectation of rapid progress in the future 
ICEbph study using E. coli. 
  In the process to list up the minimal set of genes for conjugative transfer of NAH7, its orf34 gene was shown to be 
required for the conjugation. The orf34 homologue of another IncP-9 plasmid was also required for its conjugative 
transfer. The orf34 homologues were found to be also located on non-IncP-9 conjugative plasmids. These 
homologues were not required for the conjugative transfer of non-IncP-9 plasmids, but were able to complement the 
orf34 mutant of NAH7. 
  My previous study has indicated that The NAH7-encoded conjugation system can mobilize its oriT-containing 
plasmid to various gram-negative bacterial genera, and such mobilization to four genera of gram-positive bacteria 
was investigated in this study. Two strains belonging to different gram-positive genera received the oriT-containing 
plasmids by the NAH7-encoded conjugation system, indicating its broader recipient host range than that previously 
reported. 

 


