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SPR を用いたディフィシル菌毒素の複合体構造
におけるタンパク質の相互作用解析
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膜タンパク質は、細胞または細胞小器官などの生体膜に付着しているタンパク質分子で、細胞膜を介し
た情報伝達・物質輸送・エネルギー変換などの重要な機能を担っています。そのタンパク質構造や分子
挙動を知ることは、薬剤設計の基盤となります。本稿では、創薬標的になり得る二成分毒素*の膜孔タン
パク質1)を対象とし、分子間相互作用を解析した事例を紹介します。

*細菌が産生する毒素タンパク質（酵素成分）と膜孔タンパク質（毒素タンパク質を宿主の細胞に入れる透過装置）
からなる外毒素

ディフィシル菌 (Clostridioides difficile) は、
医療関連感染としても多く見られる菌であり、
菌の増殖により、下痢症や偽膜性腸炎などの症
状を起こすことが知られています。ディフィシ
ル菌が産生する毒素には、主要毒素の他に、酵
素サブユニットと膜貫通孔からなる二成分毒素
があります。この毒性発現には、2 種類のタン
パク質 CDTa（酵素サブユニット）とCDTb
（膜孔タンパク質）の結合とそのCDTaの膜孔
透過が鍵となります1)。膜孔タンパク質

CDTb 中には、NSS-loop が「In」もしくは、
「Out」の構造をとって存在しており、CDTa
と CDTb の結合に深く関与するとされていま
す（図 1）。この膜透過に重要な役割を果たす
NSS-loop の剛性が CDTa と CDTb の結合に
影響を与えるかどうかを、CDTb (Wild type:
WT) およびループにNSS>SPSとNSS＞PSSの
2つの変異体を作成し、プロリン1残基を挿入し
てNSS-loop の剛性を変化させた変異体 (SPS,
PSS) を用いて相互作用解析を行いました 2)。
CDTa は、エンドサイトーシス前は中性、後で
は弱酸性でそれぞれ Ca-edge を介して CDTb-
pore に結合することから、中性 (pH 7.4)と弱
酸性 (pH 5.5) かつ、カルシウム (5 mM) 添加
有・無の 4 種の条件において、ラベルフリー
生体分子間相互作用解析装置 OpenPlexを用い
て相互作用測定を行いました。測定は CDTb
(WT) および NSS-loop の剛性を変化させた変
異体 (SPS, PSS) をバイオチップ上にリガンド
として固定化し、CDTa をアナライトとしまし
た（図 2）。

図 1. ディフィシル菌の毒素 CDTa およびCDTb
の構造模式図3)
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速度論量を用いた解析の結果、 中性条件にお
いて、カルシウムイオンを添加した場合、解離
速度定数 kd に依存して解離定数 KD が低く
なったことから、カルシウムが CDTa-CDTb
複合体を安定化させることが明らかになりまし
た(図3(A)(B)の比較）。中性かつカルシウムイ
オンを添加した場合、CDTb(WT)とSPSのKDは、
ほぼ同様の結果であったが、PSSのKDは、
CDTb(WT)とSPSよりもわずかに大きくなりま
した(図3(B)内↓の比較) 。この結果は、PSS
の剛性がCDTa-CDTbの弱いながらも結合に影
響を与えることを示唆しています。
一方、酸性条件においては、CDTb (WT), SPS,
PSS の KD 値は中性条件での値より小さくなり
ました。PSS 変異体では、カルシウムの添加に
よる顕著な変化は見られませんでした (図
3(C)(D)内↓の比較)。また、カルシウムの添加
がない場合、PSSのKD が CDTb (WT) やSPS

よりもわずかに大きくなりました(図3 (C)の
↓) 。PSS は、CDTa-CDTb 結合に大きな変化
を与えませんでしたが、NSS-loop の剛性は、
膜透過に影響を及ぼすと推測されます。このよ
うに、CDTb-CDTa 複合体安定の速度論量を用
いた定量的解析から、弱酸性条件・カルシウム
イオン (Ca2+) の添加が CDTb-CDTa 複合体を
安定化させることが明らかになりました。

本測定は、京都産業大学 生命科学部 津下研究室のご協力のもと行われました。

図 2. CDTb (Wild type: NSS-loop) とCDTa の
相互作用における pH および
カルシウムイオン添加の影響
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OpenPlex を用いることにより、pH やイオン濃度の変化など種々の条件における分子間相互作用を迅速
に解析することができます。また、生体内における膜タンパク質の機能解析をはじめ、変異体を用いた
多検体アッセイなど、定量的かつ網羅的な結合親和性の評価を可能とします。
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図 3. CDTa と CDTb および CDTa の
結合に関わる NSS-loop 変異体 (SPS, 

PSS) との結合における速度論量3)
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HORIBAグループは、10の国と地域に分析センターを17拠点展開して
います。日本では、東京と京都に分析を主要な業務とする”Analytical
Solution Plaza”を設置しています。
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分析のお問い合わせ

■リンク先のフォームにご記入の上、お問い合わせください。

https://www.horiba.com/jpn/service/solution/contract-analysis/service-support-request/

OpenPlex は、タンパク質や核酸といった生体分子の分子間相互
作用を定量的に解析することができる SPR バイオセンサーです。
バイオチップ上に複数の試料を固定化させた多検体(スポッター
使用最大192検体)同時測定が可能であり、標的分子に対する結
合親和性を迅速に評価に役立ちます。

ラベルフリー生体分子間相互作用解析装置 OpenPlex
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