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抗生物質の存在下で、培養細菌の中の一握りの細胞による「思いやりのある行為」が、
残りの細胞集団全体の生存を助けるケースがみられた。
このような知見は、抗生物質耐性菌のまん延という公衆衛生上の大きな問題に対して、さまざまな示唆を与えてくれそうだ。

抗生物質耐性菌は、細菌集団内のわずか

生物質の脅威にさらされた細菌が、集団

れた大腸菌集団で起こっていることを明

な細胞の DNA に、抗生物質の作用をか

としてどう対応するかを明らかにした。

らかにした。研究チームは、わずかに現

わす変異が起こることで生まれる。例え

この研究成果から、抗生物質の正しい処

れる変異細胞が、変異が生じていない仲

ば、抗生物質が効くよりも早く抗生物質

方を編み出すには、微生物集団の増殖パ

間の細胞を、先に述べた方法で助けるこ

を排出できるような変異を獲得した細菌

ターンを定量的に理解することが極めて

とを実証したのだ。ほんの一部の変異細

は、抗生物質存在下で選択的に増殖でき

重要であることが浮き彫りになった。

胞の取る行動が、集団全体の耐性につな

るという強みを得る。その強みは、娘細

例えば、耐性を獲得した細胞が、耐性

がっているわけだ。しかし彼らは、それ

胞さらにはその後の世代へと伝わってい

をもたない仲間が抗生物質に立ち向かう

を「遠回りな方法」で実行している。そ

く。こうして変異細菌が増殖し、やが

のを助けるような物質を分泌する、と仮

の方法は、いかにして抗生物質耐性が一

て、耐性をもたない仲間よりも数が多く

定しよう。このような挙動は、細菌集団

見当たり障りのない無関係なプロセスか

なり、最終的にはその集団を支配するよ

全体を消滅しにくくすると考えられる。

ら現れるのかを、明確に示している。

うになって、抗生物質がほとんど無力化

細菌種全体からみれば、希少な耐性変異

Lee らは「ノルフロキサシン」という

されてしまう。抗生物質耐性菌のまん延

細胞が集団を支配するのにかかる時間を

抗生物質を用いて研究した。この抗生物

という世界的な問題は、こうして引き起

待つ必要がないうえ、集団レベルの遺伝

質は、細菌の細胞分裂と増殖に重要な、

的多様性も確保されるからだ。

DNA 複製に不可欠のタンパク質を標的

1

こされている 。
2

2

Lee ら は、この構図の新たな見方を

Lee ら は、まさにこのような「思い

とする。研究では、培地に存在するノル

Nature 2010 年 9 月 2 日号で発表し、抗

やりのある行為」が、抗生物質にさらさ

フロキサシンの選択圧の下で、最初は遺

34

©2010 NPG Nature Asia-Pacific. All rights reserved

Vol. 7 | No. 12 | December 2010

NEWS & VIEWS
伝的に同じだった大腸菌細胞の中から、
時間が経つとどうやって変異細胞が生ま
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図 1. 細菌集団全体が抗生物質耐性となるメカニズム。
a. 細菌は通常、抗生物質がないときにインドール産生を行う。b. 抗生物質があると、耐性変
異をもたない細胞はインドールの産生を止め、最終的には死んでしまう。c. 抗生物質に対し
て高耐性を獲得した細胞は、抗生物質存在下でもインドールを産生することができる。このイ
ンドールは、集団内の耐性変異をもたない細胞の抗生物質耐性を高め、その結果、集団全体
の生存能力が上がる。
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