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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
世界のおよそ半数の人の胃に感染しているピロリ菌は、慢性胃炎や胃癌の原因菌とも言われている。こ

の細菌は、自然形質転換能を有し、環境中の DNA を自己ゲノムに容易に取り込む。我々は、複数の日本人
から得られたピロリ菌の全ゲノム配列を明らかにし、その構造的特徴を明らかにするとともに、高頻度組
換えの証拠を得た（BMC Microbiology 2011、投稿中）。この解析の中で、相同組換えを介して遺伝子が新
生、あるいは破壊される新しいモデルを発表することができた（PNAS 2011）。 

その高い相同組換えを可能にする分子機構を明らかにするために、大腸菌の組換え関連遺伝子と相同性
のあるピロリ菌（26695 株）の RecA、RecO、RecR、RecJ、RecN、SSB 遺伝子を大腸菌用の発現ベクターにク
ローニングした。作成された発現ベクターから目的遺伝子産物の発現を確認することができた。これらピ
ロリ菌遺伝子によって大腸菌の各遺伝子欠損株の紫外線感受性を相補することはできなかったが、発現ベ
クターには精製を容易にするためのタグが付加されているので、そのために生物的活性が抑えられている
可能性がある。 
 タグを切断して精製されたピロリ菌の RecA タンパク質は、大腸菌由来の RecA タンパク質と同程度の効

率で相同 DNA 鎖の対合反応を行うことができた。ピロリ菌は胃のような低い pH 環境下で活動しているが、

タンパク質に耐酸性能があるわけではなく、中性域で効率よく反応した。このことは、ピロリ菌が自分の

周りを中和して生育しているという観察と合う。驚いたことに、ピロリ菌由来の RecA タンパク質で作られ

た組換え中間体は、大腸菌のもので作られたそれよりも長く安定に存在し、また、より多くの相同鎖を対

合させる可能性が示唆された。このことはピロリ菌の高い組換え能と関係があるのかもしれないが、他の

組換えタンパク質との協調反応により更に詳細に検討する必要がある。 
最後に、ピロリ菌のゲノム構造の高度な可塑性を明らかにするために、継代培養しているピロリ菌のゲ

ノムDNAを適当な制限酵素で処理して、パルスフィールドゲル電気泳動を用いて解析したが、培養中のピロ
リ菌ゲノムは非常に壊れやすく、パルスフィールドゲル電気泳動用の穏やかな方法を使っても壊れていな
い状態のゲノムDNAを解析することができなかった。 
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欧文概要ＥＺ (ワープロ作成原稿の切り貼りで結構です。) 

Helicobacter pylori, a popular bacterium causing many gastric diseases, has natural competence 
to uptake DNA from environment. We sequenced whole genome nucleotide sequence of some independent 

strains from Japanese patients.  As results, we revealed structure of their individual genome and 

found evidences of highly frequent recombination (Kawai et al. BMC Microbiology 2011). Furthermore, 

we could propose a model of birth or death of gene by recombination (Furuta et al. PNAS 2011). 

To reveal molecular mechanism of the high frequent recombination, I cloned and expressed all 

recombination related genes, recA, recO, recR, recJ, recN and ssb from a H. pylori strain, 26695. 
Probably due to the expression vector added tag sequence to the protein, they could not complement 

UV sensitivity of the corresponding gene defective E. coli cells.   
The purified RecAHp protein without tag showed ability of homologous DNA strand exchange comparable 

to E.coli RecA protein. I found that the RecA protein is active at natural pH, but is inactive 
under lower pH suggesting that they live in the neutralized local environment. Surprisingly, the 

recombination intermediate products made by the H. pylori RecA was stable than that made by E. 
coli RecA. Furthermore, it may include more homologous DNA stretches. These could contribute to 
their high frequency of the recombination. Further investigation with some other Rec proteins should 

provide insight into the detail of the mechanism.  

Finally, I tried to analyze real-time genome structural change during culture by using a 

pulsed-field gel electrophoresis. However, it was too hard to recover intact genome DNA even cell 

was lysed in gel plug to isolate genomic DNA gently.  

 

 


