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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
病原性細菌の増殖を阻害することなく、当該病原性細菌による病原性因子の産生を抑制す
るための、抗菌作用を有しない医薬・農薬組成物であって、
有効成分として１）レブリン酸及びその塩、２）タングステン酸及びその塩、３）ベン
ゾイルアセトン、４）ポリリン酸及びその塩及び５）アセチルアセトンの少なくとも１種
を含む病原性因子産生抑制剤。
【請求項２】
ｐＨが６〜８である、請求項１に記載の病原性因子産生抑制剤。
【請求項３】
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病原性細菌が、クオラムセンシングを有するものである、請求項１に記載の病原性因子産
生抑制剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、新規な病原性因子産生抑制剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
感染症の治療には抗生物質等の各種抗菌薬が用いられているが、抗菌薬の濫用によって
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抗生物質の全く効かない多剤耐性菌の出現を誘起するに至り、院内感染を引き起こす事態
を招いている。現状では、院内感染に対する有効な治療方法はなく、大きな医療上の問題
を抱えたままである。
【０００３】
このような院内感染を引き起こす代表的な病原性細菌としては、緑膿菌（Pseudomonas
aureus）と黄色ブドウ球菌（Staphylococcus

aeruginosa）が挙げられる。緑膿菌と黄色

ブドウ球菌は、ともにヒトの日和見病原体の典型であり、免疫機能が低下した患者に感染
し、時には患者を死に至らしめる。どちらの病原性細菌も、消毒液又は抗生物質に対する
抵抗力が本来的に高いうえ、後天的に薬剤耐性を獲得したものも多いため、いったん感染
によって発症すると治療が困難となる。
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【０００４】
このように薬剤耐性（特に多剤耐性）を獲得した病原性細菌に対しては、もはや抗生物
質はその効力を発揮できない。つまり、抗生物質をはじめとする抗菌剤の使用には限界が
あり、抗生物質とは全く作用機序の異なる治療薬及び予防薬の開発が望まれている。
【０００５】
近年、多剤耐性菌をはじめとする多くの病原性細菌の病原性因子産生は、自身が生産す
るオートインデューサーと呼ばれる細胞シグナル伝達物質によって促進されることが明ら
かになっている。このオートインデューサーの構造は、菌種によって異なり、特にグラム
陰性菌とグラム陽性菌とでは全くその構造が異なっている。グラム陰性菌はアシルホモセ
リンラクトン（ＡＨＬ）という化合物であるのに対し、グラム陽性菌は環状のオリゴペプ
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チドである。
【０００６】
このため、オートインデューサーレベルを調節して病原性を制御する試みが行われるよ
うになっている。オートインデューサーの作用を抑制するために、プリンストンユニバー
シティ社は２００３年にオートインデューサーとよく似た構造を持つ物質（アナログ）（
特許文献１）を用い、ハプトゲンリミテッド社は２００６年にオートインデューサーの抗
体（特許文献２）を用いて、病原性因子産生を抑制する方法を開発している。さらに、グ
ラム陰性菌のオートインデューサーをトラップするシクロデキストリンが宇都宮大学によ
って開発されている（特許文献３）。これらの方法は、病原菌の増殖を抑制せずに病原性
因子の産生だけを抑制するので、選択圧が生じず、耐性菌が出現しにくい感染症治療薬及
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び予防薬として注目されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００３−５３２６９８号
【特許文献２】特表２００６−５０８９１０号
【特許文献３】特開２００９−２８０７３６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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しかしながら、これらの従来技術による方法は、個々の病原性細菌によって構造の異な
るオートインデューサーを標的としているため、特定の病原性細菌にしか作用しないとい
う抗菌スペクトルの狭さが問題となっている。抗菌スペクトルが比較的広いシクロデキス
トリンであってもグラム陰性菌にしか作用しない。このため、感染症が発生した際には、
感染した病原性細菌を特定しなければならないことから、病原性細菌の特定に時間を要し
、症状を悪化させてしまう場合が多い。
【０００９】
しかも、従来技術による方法では、病原性因子の抑制効果そのものも５０〜８０％程度
にとどまっており、その抑制効果という点においても十分なものとは言えない。
【００１０】
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従って、本発明の主な目的は、実質的に病原性細菌の種類を選ばない病原性因子産生抑
制剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者は、従来技術の問題点に鑑みて鋭意研究を重ねた結果、特定の物質を有効成分
として採用することにより上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至っ
た。
【００１２】
すなわち、本発明は、下記の病原性因子産生抑制剤に係る。
１．

病原性細菌の増殖を阻害することなく、当該病原性細菌による病原性因子の産生を
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抑制するための、抗菌作用を有しない医薬・農薬組成物であって、
有効成分として１）レブリン酸及びその塩、２）タングステン酸及びその塩、３）ベン
ゾイルアセトン、４）ポリリン酸及びその塩及び５）アセチルアセトンの少なくとも１種
を含む病原性因子産生抑制剤。
２．ｐＨが６〜８である、請求項１に記載の病原性因子産生抑制剤。
３．

病原性細菌が、クオラムセンシングを有するものである、請求項１に記載の病原性

因子産生抑制剤。
【発明の効果】
【００１３】
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本発明の病原性因子産生抑制剤によれば、特に１）レブリン酸類、２）タングステン酸
類、３）ベンゾイルアセトン類、４）ポリリン酸類及び５）アセチルアセトン類の少なく
とも１種を用いることから、病原性細菌の種類のいかんを問わず、病原性細菌による病原
性因子の産生を抑制することができる。すなわち、実質的にあらゆる病原性細菌に対して
病原性因子の産生を抑制することができる。
【００１４】
特に、本発明の病原性因子産生抑制剤を中性領域（例えばｐＨ６〜８）で使用する場合
には、より効果的に抗菌作用を抑制することができるので、病原性細菌に耐性をもたせる
ことなく、なおかつ、有用な常在菌を実質的に維持しつつ、感染症の治療・予防を行うこ
とができる。しかも、中性領域であることから患部への刺激等も効果的に抑制することが
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できる。
【００１５】
本発明の病原性因子産生抑制剤は、動物及び植物に対する感染症治療薬、感染症予防薬
等として効果的に用いることができる。製品形態としては、例えば医薬・農薬、医薬部外
品（歯磨き粉、絆創膏、生理用品等）のほか、食品、化粧品等にも幅広く適用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施例５における細胞内ポリリン酸蓄積量の測定結果を示す図である。
【図２】実施例５におけるオートインデューサー合成酵素遺伝子の発現量の測定結果を示
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す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
本発明の病原性因子産生抑制剤は、病原性細菌による病原性因子の産生を抑制するため
の組成物であって、有効成分として１）レブリン酸類、２）タングステン酸類、３）ベン
ゾイルアセトン類、４）ポリリン酸類及び５）アセチルアセトン類の少なくとも１種（以
下「有効成分」ともいう。）を含むことを特徴とする。
【００１８】
病原性因子産生抑制剤としては、細菌等の細胞内にあるポリリン酸合成酵素（ＰＰＫ）
の働きを阻害するもの（ポリリン酸合成酵素阻害剤）であれば特に限定されないが、特に
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本発明では上記の５つの物質がより効果的である。
【００１９】
レブリン酸類としては、特に限定されず、例えばレブリン酸、レブリン酸誘導体及びこ
れらの塩の少なくとも１種を好適に用いることができる。レブリン酸誘導体としては、例
えばレブリン酸の炭素鎖に結合した水素原子がメチル基、エチル基、プロピル基等で置換
されたものを挙げることができる。レブリン酸塩としては、例えばナトリウム塩、カリウ
ム塩、アンモニウム塩等のアルカリとの塩を挙げることができる。これらは公知又は市販
のものを使用することができる。また、公知の方法で製造されたものも使用することがで
きる。これらの中でも、本発明では、特にレブリン酸及びその塩を好適に用いることがで
きる。
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【００２０】
タングステン酸類としては、特に限定されず、例えばタングステン酸、タングステン酸
誘導体及びこれらの塩の少なくとも１種を好適に用いることができる。タングステン酸塩
としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩等のアルカリとの塩を挙げ
ることができる。これらは公知又は市販のものを使用することができる。また、公知の方
法で製造されたものも使用することができる。
【００２１】
ベンゾイルアセトン類としては、ベンゾイルアセトン、ベンゾイルアセトン誘導体及び
これらの塩の少なくとも１種を好適に用いることができる。これらは公知又は市販のもの
を使用することができる。また、公知の方法で製造されたものも使用することができる。
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【００２２】
ポリリン酸類としては、ポリリン酸、ポリリン酸誘導体及びこれらの塩の少なくとも１
種を好適に用いることができる。ポリリン酸としては、特に重合度が３以上のものを好適
に用いることができる。これらは公知又は市販のものを使用することができる。また、公
知の方法で製造されたものも使用することができる。
【００２３】
アセチルアセトン類としては、アセチルアセトン、アセチルアセトン誘導体及びこれら
の塩の少なくとも１種を好適に用いることができる。これらは公知又は市販のものを使用
することができる。また、公知の方法で製造されたものも使用することができる。
【００２４】
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これらの有効成分はいずれも病原性因子産生抑制効果を発揮できるが、例えば後記の実
施例にも示したように、レブリン酸、タングステン酸ナトリウム、ベイゾイルアセトン、
アセチルアセトン、トリリン酸等の少なくとも１種をより好ましく用いることができる。
【００２５】
本発明の病原性因子産生抑制剤において、これらの有効成分は、それぞれ単独で含有し
ていても良いし、またこれらを併用しても良い。両者を併用する場合の含有割合は用いる
有効成分の種類等に応じて適宜設定することができる。例えば、レブリン酸類とタングス
テン酸類とを併用する場合は、通常は両者の合計量を１００モル％として、レブリン酸類
５０〜８５モル％及びタングステン酸類５０〜１５モル％とすることが好ましく、さらに
はレブリン酸類７５〜８５モル％及びタングステン酸類２５〜１５モル％とすることがよ
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り好ましい。上記のような割合に設定することによって、両成分による相乗的効果をより
確実に得ることができる。
【００２６】
本発明の病原性因子産生抑制剤は、通常はｐＨ６〜８程度、特に６．５〜７．５、さら
には６．８〜７．２の範囲内で使用することが好ましい。病原性因子産生抑制剤のｐＨを
上記範囲内に調整することによって抗菌作用を示さない性質とすることができる。これに
よって、病原性細菌の死滅ないしは成長抑制を効果的に回避することができるので、病原
性細菌に耐性を発現させることなく、病原性因子の産生を特異的に抑制することができる
。
【００２７】
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ｐＨの調整に関し、用いる有効成分が当初より上記ｐＨ範囲内であれば、ｐＨ調整する
ことなく使用することができる。一方、用いる有効成分が当初より上記ｐＨ範囲外であれ
ば、ｐＨ調整を行った上で使用すれば良い。ｐＨ調整の方法は限定的でなく、例えば有効
成分の溶液又は分散液に対してアルカリを添加すれば良い。アルカリとしては、例えば水
酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア、アミン等を使用することができる。また
、上記の溶液又は分散液の溶媒としては、例えば水を好適に使用することができる。
【００２８】
また、本発明の病原性因子産生抑制剤では、必要に応じて、他の薬効成分（例えば抗生
物質）と併用しても良い。抗生物質としては、例えばペニシリン又はペニシリン誘導体等
のβ‑ラクタム系抗生物質のほか、カナマイシン、アンピシリン、クロラムフェニコール
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、テトラサイクリン、フルオロキノロン、ゲンタマイシン、イミペネム、カルベニシリン
等の少なくとも１種を用いることができる。
【００２９】
本発明の病原性因子産生抑制剤は、各種の剤形で提供することができる。例えば、液剤
、懸濁剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、錠剤、カプセル剤、シロップ剤、軟膏剤、パップ剤、
エアロゾール剤、点眼剤、トローチ剤、クリーム剤、ペースト剤、噴霧剤、ゲル剤、ロー
ション剤等を挙げることができる。従って、本発明の病原性因子産生抑制剤では、上記の
有効成分等のほか、本発明の効果を妨げない範囲内で剤形等に応じて他の成分が含まれて
いても良い。例えば、溶媒、崩壊剤、賦形剤、着色剤、安定剤、乳化剤、粘稠剤、保存剤
等を挙げることができる。
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【００３０】
本発明の病原性因子産生抑制剤を溶媒に溶解又は分散させて用いる場合、その有効成分
の濃度は対象となる病原性細菌の種類、使用条件等に応じて適宜調整することができるが
、一般的には０．５〜５００ｍＭ、特に１〜３００ｍＭの範囲とすることが好ましい。か
かる濃度範囲に設定することによって、よりいっそう効果的に病原性因子産生抑制効果を
発現させることが可能となる。
【００３１】
本発明の病原性因子産生抑制剤は、対象となる病原性細菌に有効成分が接触できる限り
はどのような投与方法であっても良く、特に制限されない。本発明の病原性因子産生抑制
剤による治療法及び予防法は、ヒトにも獣医学用にも、さらには植物病理用にも等しく適
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用可能である。例えば、ヒトを含む動物に対しては、例えば経口投与、経皮投与、経粘膜
投与、経静脈投与、経動脈投与、経膣投与、筋肉内投与、吸引投与等が挙げられる。
【００３２】
この場合、経口投与用に調製された薬学的組成物は、カプセル剤又は錠剤、粉剤又は顆
粒剤、液剤、シロップ剤、懸濁剤等の剤形で投与することができる。局所適用のために調
製された薬学的組成物にあっては、例えば軟膏剤、クリーム剤、懸濁剤、ローション剤、
粉剤、液剤、ペースト剤、ゲル剤、噴霧剤、エアロゾール剤、油剤等の形態で投与できる
。眼に対する局所適用のために調製された薬学的組成物では、有効成分が水性溶媒中に溶
解又は懸濁化された点眼薬が含まれる。口腔内への局所適用のために調製された薬学的組
成物では、バッカル錠剤、トローチ剤及び含嗽剤が含まれる。直腸内投与のために調製さ
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れた薬学的組成物は、坐薬又は浣腸剤として提供することができる。鼻内投与のために調
製された担体が固体である薬学的組成物は、鼻から吸入する様式で鼻腔を介した急速吸入
によって投与される粗末が含まれる。担体が液体であるスプレー式点鼻薬又は点鼻薬とし
ての投与のために適した組成物には、レブリン酸類及びタングステン酸類の少なくとも１
種の水溶液又は油性溶液が含まれる。吸入による投与のために調製された薬学的組成物に
は、さまざまな種類の定量噴霧加圧噴霧装置、ネブライザー又は吸入器によって生成され
る微粒子状物質又はミストが含まれる。腟内投与のために調製された薬学的組成物は、例
えばペッサリー、タンポン、クリーム剤、ゲル剤、ペースト剤、発泡体又は噴霧製剤とし
て提供することができる。避腸的投与のために調製された薬学的組成物には、水性及び非
水性の滅菌注射液ならびに水性及び非水性の滅菌懸濁液が含まれる。用時調製による注射
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液及び懸濁液は、滅菌した粉末、顆粒及び錠剤から調製することもできる。
【００３３】
また、投与方法に関し、対象が植物である場合は、感染部位を中心に例えば噴霧、塗布
等の方法で植物に直接付与しても良いし、あるいはその土壌に投与すれば良い。
【００３４】
本発明の病原性因子産生抑制剤を動植物に投与する場合の用量は、限定的ではなく、例
えば病原性細菌の種類、菌体量等に応じて適宜設定すれば良い。
【００３５】
本発明の病原性因子産生抑制剤の対象となる病原性細菌に関し、本発明の病原性因子産
生抑制剤はクオラムセンシングを有する細菌（すなわち、オートインデューサーを産生す
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る細菌）のオートインデューサー産生を抑制することによって病原性因子の産生を抑制す
るものであると考えられるため、クオラムセンシングを有する細菌、カビ類等であればい
ずれにも本発明の病原性因子産生抑制剤を適用することが可能である。従って、例えばグ
ラム陰性菌及びグラム陽性菌のいずれにも適用することができる。
【００３６】
クオラムセンシングを有する病原性細菌の具体例としては、アクチノバチルス‑アクチ
ノミセテムコミタンス（Ａｃｔｉｎｏｂａｃｉｌｌｕｓ

ａｃｔｉｎｏｍｙｃｅｔｅｍｃ

ｏｍｉｔａｎｓ）、アシネトバクター‑バーマニー（Ａｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ
ｕｍａｎｎｉｉ）、百日咳菌（Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ
属菌（Ｂｒｕｃｅｌｌａ
ｒ

ｂａ

ｐｅｒｔｕｓｓｉｓ）、ブルセラ

ｓｐ.）、カンピロバクター属菌（Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅ

ｓｐ.）、カプノシトファガ属菌（Ｃａｐｎｏｃｙｔｏｐｈａｇａ

20

ｓｐ.）、カルジ

オバクテリウム‑ホミニス（Ｃａｒｄｉｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ ｈｏｍｉｎｉｓ）、エイケ
ネレラ‑コロデンス（Ｅｉｋｅｎｅｌｌａ
ｃｉｓｅｌｌａ

ｃｏｒｒｏｄｅｎｓ）、野兎病菌（Ｆｒａｎ

ｔｕｌａｒｅｎｓｉｓ）、軟性下疳菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ

ｃｒｅｙｉ）、インフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ
ヘリコバクター‑ピロリ菌（Ｈｅｌｉｃｏｂａｃｔｅｒ
ガエ（Ｋｉｎｇｅｌｌａ
ｎｅｌｌａ
ｌａ

ｐｙｌｏｒｉ）、キンゲラ‑キン

ｋｉｎｇａｅ）、レジオネラ‑ニューモフィラ菌（Ｌｅｇｉｏ

ｐｎｅｕｍｏｐｈｉｌａ）、パスツレラ‑ムルトシダ（Ｐａｓｔｅｕｒｅｌ

ｍｕｌｔｏｃｉｄａ）、シトロバクター属菌（Ｃｉｔｒｏｂａｃｔｅｒ

、エンテロバクター属菌（Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ
ｉｃｈｉａ

ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）、

ｔｙｐｈｉ）、霊菌（Ｓｅｒｒａｔ

ｍａｒｃｅｓｃｅｎｓ）、シゲラ属菌（Ｓｈｉｇｅｌｌａ

エンテロコリチカ（Ｙｅｒｓｉｎｉａ

ｏｎｅｌｌａ

ｐｅｓｔｉｓ）、淋菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ

ｇｏｎｏｒｒｈｏｅａｅ

ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、モラクセラ‑カタラ

ｃａｔａｒｒｈａｌｉｓ）、ベイヨネラ属菌（Ｖｅｉｌｌ

ｓｐ.）、バクテロイデス‑フラジリス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ

ｇｉｌｉｓ）、バクテロイデス属菌（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ
菌（Ｐｒｅｖｏｔｅｌｌａ
ｕｍ

ｆｒａ

ｓｐ.）、プレボテラ属
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ｓｐ.）、フソバクテリウム菌属（Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉ

ｓｐ.）、鼠咬症スピリルム（Ｓｐｉｒｉｌｌｕｍ ｍｉｎｕｓ）、エロモナス属菌

（Ａｅｒｏｍｏｎａｓ
ｓ

ｓｐ.）、エルシニア‑

ｅｎｔｅｒｏｃｏｌｉｔｉｃａ）、ペスト菌（Ｙ

）、髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ
ーリス（Ｍｏｒａｘｅｌｌａ

30

ｓｐ.）、腸炎菌（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ ｅｎｔｅｒ

ｉｄｉｔｉｓ）、チフス菌（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ

ｅｒｓｉｎｉａ

ｓｐ.）

ｓｐ.）、大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒ

ｃｏｌｉ）、肺炎桿菌（Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ

プロテウス属菌（Ｐｒｏｔｅｕｓ
ｉａ

ｄｕ

ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）、

ｓｐ.）、プレシオモナス‑シゲロイデス（Ｐｌｅｓｉｏｍｏｎａ

ｓｈｉｇｅｌｌｏｉｄｅｓ）、コレラ菌（Ｖｉｂｒｉｏ

ビブリオ（Ｖｉｂｒｉｏ
カス（Ｖｉｂｒｉｏ
ａｃｔｅｒ

ｃｈｏｌｅｒａｅ）、腸炎

ｐａｒａｈａｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓ）、ビブリオ‑バルニフィ

ｖｕｌｎｉｆｉｃｕｓ）、アシネトバクター属（Ａｃｉｎｅｔｏｂ

ｓｐ.）、フラボバクテリウム属菌（Ｆｌａｖｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

）、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ

ｓｐ.

ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）、ブルクホルデリア‑セ

パシア（Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒｉａｃｅｐａｃｉａ）、ブルクホルデリア‑シュードマレ
イ（Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒｉａ

ｐｓｅｕｄｏｍａｌｌｅｉ）、キサントモナス‑マルト
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ｍａｌｔｏｐｈｉｌｉａ）、ステノトロフォモナス

‑マルトフィラ（Ｓｔｅｎｏｔｒｏｐｈｏｍｏｎａｓ
ドウ球菌（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ
ｌｌｕｓ

ｍａｌｔｏｐｈｉｌａ）、黄色ブ

ａｕｒｅｕｓ）、バシラス属細菌（Ｂａｃｉ

ｓｐｐ．）、クロストリジウム属細菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ

、連鎖球菌属細菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ

ｓｐｐ．）

ｓｐｐ．）等が挙げられる。

【実施例】
【００３７】
以下に実施例を示し、本発明の特徴をより具体的に説明する。ただし、本発明の範囲は
、実施例に限定されない。特に、本実施例では、グラム陰性菌感染症の代表例として緑膿
菌を用い、グラム陽性菌感染症の代表例として黄色ブドウ球菌を用いるが、これは本発明
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の範囲をいかなる形でも限定するものではない。
【００３８】
実施例１
中和したレブリン酸の抗菌作用について調べた。緑膿菌に対するレブリン酸の最小発育
阻止濃度（ＭＩＣ）は１．５ｍｇ／ｍｌであることが知られている。しかし、これはレブ
リン酸を中和せずに用いた結果であるため、酸としての効果でレブリン酸自体に抗菌活性
はないことも考えられる。実際に投与する際には、患部に刺激性を与えないように中和す
る必要があるため、中和したレブリン酸（ｐＨ７．０）の抗菌作用を調べた。レブリン酸
を純水５０ｍＬに溶解した後、濃度２Ｎの水酸化ナトリウム水溶液を滴下することによっ
てｐＨ７．０に調節した。中和したレブリン酸を５０ｍＭ（５．８ｍｇ／ｍｌ）、１００
ｍＭ（１１．６ｍｇ／ｍｌ）となるようにＬｕｒｉａ−Ｂｅｒｔａｎｉ
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ｍｅｄｉｕｍ（

ＬＢ培地）を調製し、緑膿菌を接種してから４８時間、３７℃で培養した。培養終了後、
吸光度（４９０ｎｍ）を測定し菌体量とした。レブリン酸無添加の培地と比較した結果を
表１に示す。
【００３９】
【表１】
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【００４０】
この結果、報告されているＭＩＣの約８倍量のレブリン酸を投与（１００ｍＭ）しても
、中和されていれば抗菌作用が発現されていないことがわかる。すなわち、従前知られて
いたレブリン酸の抗菌作用は、あくまで一般的な酸としての作用（培地のｐＨを低下させ
ることによる増殖阻害）によるものであることがわかる。
【００４１】
実施例２
病原性細菌として緑膿菌を用いて、その病原性因子産生抑制効果を調べた。
実施例１と同様にしてレブリン酸又はタングステン酸ナトリウムの水溶液をｐＨ７．０
に調製し、１００ｍＭまでの濃度になるようにＬＢ培地を作製し、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏ
ｍｏｎａｓ
ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）を３７℃で９６時間培養した。培養後、菌体増殖量を吸光光度計
（波長４９０ｎｍ）で測定した。また、緑膿菌から産生される病原性因子であるピオシア
ニンの量は、遠心分離によって菌体を除去し、得られた上澄み液をクロロホルムで抽出し
た後、０．２Ｍ

ＨＣｌ中に溶出させた溶液の吸光度（波長５７０ｎｍ）を測定して求め

た。その結果を表２に示す。
【００４２】
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【表２】

【００４３】

10

表２の結果からも明らかなように、レブリン酸及びタングステン酸ナトリウムは、とも
に緑膿菌の増殖を抑制することなく病原性因子（ピオシアニン）の産生だけを特異的に抑
制していることがわかる。
レブリン酸は、従前より抗菌性を有すること自体は既に知られているが、実施例１及び
２からも明らかなように、酸性度の高いレブリン酸を中和して投与すると抗菌活性は消失
していることがわかる。つまり、従来技術としてのレブリン酸の利用は、酸として抗菌作
用を発現させるものであるのに対し、本発明では病原性因子産生抑制作用を発現させてい
ることがわかる。
【００４４】
実施例３

20

レブリン酸及びタングステン酸ナトリウムの両者を併用したほかは、実施例２と同様に
して実験を行った。その結果を表３に示す。
【００４５】
【表３】
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【００４６】
表３の結果からも明らかなように、上記の割合でレブリン酸及びタングステン酸ナトリ
ウムを併用した場合は、それぞれの効果が相乗的に発揮され、ピオシアニン（病原性因子
）の産生量が大幅に減少していることが確認された。これは、レブリン酸及びタングステ
ン酸ナトリウムの併用が効果的であり、緑膿菌の増殖を阻害することなく、病原性因子の
産生を特異的に著しく抑制したことを示している。
【００４７】
実施例４
黄色ブドウ球菌での効果を調べた。黄色ブドウ球菌（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ
ａｕｒｅｕｓ）をＬＢ培地で培養した後、遠心分離によって得た培養上清を用い、溶血活
性（毒素）を測定した。代表例としてレブリン酸を用いた結果を表４に示す。
【００４８】
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【表４】

【００４９】
表４の結果からもわかるように、レブリン酸は黄色ブドウ球菌の毒素産生（溶血活性）
も著しく抑制することが確認された。グラム陰性菌である緑膿菌とグラム陽性菌である黄
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色ブドウ球菌は、産生するオートインデューサーの構造は全く異なる。ところが、表４に
示す通り、オートインデューサーの構造に関係なく、病原性因子産生抑制効果が発揮され
ていることから、あらゆる病原性細菌に作用することが期待される。
【００５０】
病原性細菌の細胞内で合成されるポリリン酸の蓄積量が少なければオートインデューサ
ーの合成量が低下し、病原性因子（毒素）の産生も抑制されることは既に知られている（
Ｒａｉｄら，２０００年）。一方、前記の実験結果のように、グラム陰性菌である緑膿菌
とグラム陽性菌である黄色ブドウ球菌とは、産生するオートインデューサーの構造が全く
異なるにもかかわらず、病原性因子の産生を抑制することが可能となっている。このこと
から、本発明の病原性因子産生抑制剤においても、ポリリン酸の合成を阻害する機能を有
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するがゆえに、種々のタイプのオートインデューサーの合成を抑制し、これによって病原
性因子の産生も抑制できるものと考えられる。すなわち、本発明においては、レブリン酸
類及びタングステン酸類による病原性細菌のオートインデューサーの合成抑制によって、
病原性細菌の病原性因子産生の低下をもたらすと考えられ、それゆえにあらゆる病原性細
菌のオートインデューサー自体の合成を抑制できることから、抗菌スペクトルが広く、耐
性菌を出現させにくい手法として期待できる。
【００５１】
実施例５
ベンゾイルアセトンの機能について下記の方法によってそれぞれ調べた。ポリリン酸の
合成は、ポリリン酸キナーゼ（ＰＰＫ）という酵素が行っており、この酵素はマグネシウ
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ムを要求する。ベンゾイルアセトンにはマグネシウムを奪い去る性質があるため、ポリリ
ン酸キナーゼ活性を抑制し、細胞内のポリリン酸蓄積量を低下させることが期待され、ひ
いてはオートインデューサー合成の抑制効果も期待される。そこで、ベンゾイルアセトン
の機能について下記の実験を実施した。
【００５２】
（１）細胞内のポリリン酸蓄積量
黄色ブドウ球菌（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ ａｕｒｅｕｓ）をＴＳＢ培地（トリ
プチックソイブロス）で低細胞密度（吸光度６００ｎｍ＝０．９）まで培養した後、遠心
分離によって菌体を回収した後、ベンゾイルアセトンを含むＴＳＢ培地に懸濁し、高細胞
密度（吸光度６００ｎｍ＝１．８）となるように調製した。ベンゾイルアセトンの添加は
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、１００ミリモル／リットル（以下 ｍＭと略す）となるように蒸留水に溶解し、２モル
／リットルの水酸化ナトリウムによってｐＨ＝７．０に調製し、最終濃度が１０ｍＭとな
るように添加して行った。その後３時間培養を行った後、細胞内ポリリン酸蓄積量の増加
量を測定した。その結果を図１に示す。図１の結果からも明らかなように、ベンゾイルア
セトンは、大幅に細胞内ポリリン酸蓄積量を減少させることがわかる。
【００５３】
（２）オートインデューサー合成酵素遺伝子の発現量
上記の実験で、実際にオートインデューサーの合成も抑制されていることを確かめるこ
とにした。オートインデューサー合成関連遺伝子（ａｇｒＢ）が読み取られてｍＲＮＡ（
メッセンジャーＲＮＡ）に転写され、転写されたｍＲＮＡがタンパク質に変換されるので
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、このｍＲＮＡ量の減少は、実際にオートインデューサーの合成量が減少していることを
意味している。そこで、オートインデューサー合成関連遺伝子（ａｇｒＢ）のｍＲＮＡ量
を定量的ＰＣＲ（ｒｅａｌ−ｔｉｍｅ ＰＣＲ）法によって調べた。その結果を図２に示
す。ベンゾイルアセトはオートインデューサー合成関連遺伝子のｍＲＮＡの転写も明らか
に抑制していた。つまり、ベンゾイルアセトは細胞内に蓄積するポリリン酸量を減少させ
ることによってオートインデューサーの合成を抑制していることが示され、これが毒素産
生抑制効果をもたらすことがわかる。
【００５４】
これらの結果より、ＰＰＫ阻害剤として機能するベンゾイルアセトンがポリリン酸蓄積
量の抑制及びオートインデューサー合成の抑制効果があることから、レブリン酸等と同様
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に病原性因子産生抑制剤として有効であることがわかる。同時に、ＰＰＫ阻害剤として機
能するポリリン酸、アセチルアセトンも同様の効果を発揮することが期待できる。
【００５５】
実施例６
実施例５において、病原性因子産生抑制剤として期待できるベンゾイルアセトン、アセ
チルアセトン及びポリリン酸（以下これらを「阻害剤」と総称する。）の機能について調
べた。
【００５６】
（１）アセチルアセトン及びベンゾイルアセトンについて
ＢＨＩ培地（Ｂｒａｉｎ

Ｈｅａｒｔ

Ｉｎｆｕｓｉｏｎ）にリステリア菌を接種し、
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３７℃で３時間培養した。その後、培養液中の阻害剤濃度が１ｍＭとなるように調製し、
遠心分離（７５００ｒｐｍ、４℃、５分）を４回繰り返し集菌した。回収した菌体に、Ｌ
−グルタミンを添加してあるＲＰＭＩ１６４０培地２０ｍＬと阻害剤が１ｍＭになるよう
に加え、さらに３７℃で２時間培養を行った。培養終了後、培養液を遠心分離（７５００
ｒｐｍ、４℃、１０分）し、上清をＣｅｌｌｕｌｏｓｅ

Ａｃｅｔａｔｅメンブレンフィ

ルター（ポアサイズ０．２μｍ）で限外濾過し、１ｍＬに濃縮した。この溶液を用いて溶
血活性を測定した。その結果を表５に示す。
【００５７】
【表５】
30

【００５８】
（２）ポリリン酸の場合について
ポリリン酸（トリリン酸）の濃度が５０ｍＭあるいは１００ｍＭ（ｐＨ７．０）となる
ように培地に添加した。その他の方法は実施例２と同様にして行った。その結果を表６に
示す。
【００５９】
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【表６】

【００６０】

10

以上の結果からも明らかなように、ベンゾイルアセトン、アセチルアセトン及びポリリ
ン酸のいずれも病原性因子産生抑制剤として有効に機能することが確認された。これは、
前記の通り、ポリリン酸もＰＰＫ阻害剤として機能する結果、病原性因子の産生を抑制す
る作用が働いているものと考えられ、これにより病原性細菌の種類を選ぶことなく、病原
性因子産生抑制効果が得られることが期待される。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
本発明の病原性因子産生抑制剤は、耐性菌の出現により効力を失いつつある抗生物質に
代わる感染症治療薬又は予防薬として利用することができる。また、現在、有効な治療方
法のない院内感染菌に対する効果的な治療薬又は予防薬としての利用も可能である。さら
には、虫歯・歯周病や口臭に対する効果的な治療薬及び予防薬としての利用も可能である
。ヒト以外でも、家畜・ペット等の動物及び植物の感染症に対する治療薬及び予防薬とし
て利用できる可能性がある。それ以外では、下水管を詰まらせる細菌が生成するバイオフ
ィルムの産生抑制剤あるいは予防薬として利用できる。さらには、植物病原菌による植物
の感染を抑制する農薬として利用できる。この場合、殺菌作用がないため、有用な土壌細
菌を排除することなく感染だけを抑制することができる。
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【図１】

【図２】
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