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病原菌はヘムを解毒して血中で増殖する 

－敗血症や髄膜炎の薬剤開発に貢献する膜タンパク質の解析－ 

理化学研究所（理研）生命機能科学研究センタータンパク質機能・構造研究チ

ームの中村寛夫特別嘱託研究員、久野玉雄専任研究員、白水美香子チームリーダ

ー、兵庫県立大学大学院理学研究科の城宜嗣特命教授、マフーズ・ラーマン大学

院生らの共同研究グループは、病原菌（グラム陽性細菌[1]）にとって有毒となる

宿主由来のヘム[2]を排出する膜タンパク質「ABC トランスポーター[3]」の仕組み

を解明しました。 

本研究成果は、タンパク質立体構造や酵素活性に基づいてヘム排出能を制御

する低分子化合物の設計やスクリーニングを可能にし、ヒト血中でのグラム陽

性細菌の増殖を阻害する薬剤の開発に貢献すると期待できます。 

敗血症や髄膜炎は細菌やウィルスなどの微生物感染によって引き起こされま

す。これら感染源となる細菌のうち、黄色ブドウ球菌や連鎖球菌は外膜を持たな

いグラム陽性細菌に属し、宿主血中で増殖する際に生じる「遊離ヘム[2]」に細胞

膜がさらされるために、過剰なヘムを細胞外に排出して解毒する機能を持つと

考えられています。その機能を担う候補である ABC トランスポーターの遺伝子

は発見されたものの、タンパク質レベルでのヘム排出の仕組みは未解明のまま

でした。 

今回、共同研究グループは、膜タンパク質としての ABC トランスポーターの

生化学的な解析と、大型放射光施設「SPring-8[4]」を用いた詳細な X 線結晶構造

解析[4]を行いました。その結果、この ABC トランスポーターは、病原菌の細胞

膜に侵入した遊離ヘムを捕捉し、続いて起こる ATP の結合によって生じる構造

変化により、ヘムを押し出す汲み出しポンプであることが分かりました。 

本研究は、科学雑誌『Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America（PNAS）』オンライン版に近日中に掲載されます。 

 
 

病原菌の細胞膜に侵入したヘムを捉えて排出する ABC トランスポーターHrtBA タンパク質の構造 
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背景                                   

 

鉄はほとんどの生物にとって必須の元素です。生物内の鉄の多くは、鉄イオン

が環状の有機分子（ポルフィリン）に覆われたヘム（鉄プロトポルフィリン IX）

として存在しています。私たちは、自分の細胞内で合成するヘムに加えて、食べ

物に含まれる他の生物由来のヘムを消化・吸収したものを鉄源やヘム源として

利用しています。これらのヘムはさまざまなタンパク質と結び付くことで、酸化

還元反応や酸素運搬など生命活動に必須な生化学反応の多くを担っています。

その代表例が、ヘムとグロビンタンパク質が結合したヘモグロビンです。一方で、

タンパク質と結合していない遊離ヘムは活性酸素を産出するため細胞毒性をも

つことも知られています。 

ヒトの体内に侵入した病原菌は、ヘモグロビンから鉄を含んだヘムを奪い取

って血中で増殖しますが、ヘモグロビンを分解する際に高濃度の遊離ヘムにさ

らされます。一部の細菌（グラム陰性細菌[1]）は有毒な遊離ヘムを過剰に取り込

まないように細胞膜の外側にバリア（外膜）を備えています。一方、外膜を持た

ない細菌（グラム陽性細菌）は、細胞内からヘムを排出する仕組みを進化させた

と考えられています。 

グラム陽性細菌の一種である黄色ブドウ球菌が持つ hrtBA 遺伝子[5]は、ヘムに

よって発現が誘導される遺伝子として 2006 年に発見され、その遺伝子産物は

「ATP-binding cassette（ABC）トランスポーター」と呼ばれる膜タンパク質の一

つであることがアミノ酸配列の解析から判明しています。また、HrtBA タンパク

質がグラム陽性細菌に固有のタンパク質であることも分かっています。ABC ト

ランスポーターは全ての生物が持つ膜タンパク質で ATP[6]を使って物質を細胞

内外に輸送する役割を担っています。hrtBA 遺伝子を欠損した細菌は、ヒト血中

に存在する遊離ヘム濃度に対しても感受性があることから、HrtBA タンパク質は

グラム陽性細菌の細胞に侵入した過剰のヘムを排出するポンプであると推定さ

れていました。しかし、HrtBA タンパク質はこれまでにタンパク質レベルで研究

されておらず、ATP を使ってヘム排出する仕組みは不明のままでした（図１）。 
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図 1 グラム陽性細菌のヘム利用と解毒のモデル 

ヘムを取り込むヘムインポーターや、ヘムを分解して非ヘム鉄として利用するヘムオキシゲナーゼの機能・

構造は明らかになっているが（左側、リボンモデルで表示したタンパク質分子）、ヘム排出ポンプと推定さ

れた HrtBA タンパク質（右側、グレーのタンパク質）の仕組みは未解決のままであった。 

 

研究手法と成果                              

 

 まず共同研究グループは、HrtBA タンパク質がヘムの解毒能を持つのかを検証

しました。分子生物学研究に一般的に用いられる大腸菌実験室株 K12 はヘムを

通さない外膜に包まれているため、ヘムに耐性を持っています（図 2A 上段）。

この大腸菌に組換え DNA 技術[7]を用いて外来ヘムが細胞内に取り込まれるよう

にしたところ、増殖速度が低下したことから、ヘムがこの組換え大腸菌に対して

有毒であることが確認できました（図 2A 中段）。このヘム感受性組換え大腸菌

株にジフテリア菌由来の hrtBA 遺伝子をさらに発現させたところ、増殖速度が

回復しました。この結果から、HrtBA タンパク質が確かにヘムを解毒できること

が分かりました（図 2A 下段）。 

 次に、HrtBA タンパク質の膜タンパク質としての性質を調べるため、この組換

え大腸菌細胞膜から界面活性剤存在下で HrtBA タンパク質を可溶化・精製した

後、脂質ナノディスク[8]に埋め戻すことで、HrtBA タンパク質だけが埋め込まれ

た擬似的な細胞膜を作製しました。こうして、ナノディスクに再構成した HrtBA

タンパク質にヘムを添加したところ、HrtBA タンパク質の ATP 加水分解活性[6]

が促進されることを確認しました（図 2B）。また、HrtBA タンパク質にヘムを結

合させた状態で ATP を添加すると、HrtBA タンパク質からヘムが遊離すること

も分かりました（図 2C,D）。 
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図 2 HrtBA タンパク質の機能解析 

（A）培地中の遊離ヘム濃度と大腸菌の増殖能の関係。白濁の試験管は大腸菌が高密度で増殖していること

を示す。元の大腸菌実験室株 K12 はヘム非感受性であり、遊離ヘムの濃度が高い培養液でも増殖でき

る（上段）。ヘム感受性となった組換え体は濃度 1 および 10 マイクロモーラー（M、1 M は 100 万

分の 1 モーラー）のヘムで生育阻害が起こる（中段）が、これにさらに HrtBA タンパク質を発現させ

ると生育できるようになる（下段）。 

（B）ナノディスクに再構成した HrtBA タンパク質の ATP 加水分解活性は、ヘムによって促進される。縦

軸は ATP 加水分解活性、横軸は遊離ヘム濃度を示す。 

（C）HrtBA タンパク質に結合したヘムの解離を解析する実験系の模式図。ヘム、HrtBA タンパク質、およ

びヘム結合タンパク質である HasA を同時に反応させた後タンパク質を抽出し、ATP 非存在下あるい

は存在下でヘムが HrtBA タンパク質と HasA タンパク質のどちらに多く結合しているかを調べ、その

割合を解析する。MSP は、ナノディスク作製に用いた膜円盤形成タンパク質。 

（D）実験系中の総タンパク質（黒線の棒グラフ）のうち、ヘムが HrtBA タンパク質と HasA タンパク質の

どちらに結合しているか（赤の棒グラフ）を解析した結果。ATP が存在していない状況では、ほとん

どのヘムが HrtBA タンパク質に結合しているが、ATP を添加すると HasA タンパク質の方に結合する

ようになった。これは、ATP 結合により HrtBA タンパク質のヘム結合の親和性が低下してヘムが解離

し、その結果 HasA タンパク質にヘムが転移したことを示す。 
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以上の結果から、HrtBA タンパク質は ATP に依存してヘムとの結合状態を変

化させていると考えられます。そこで、HrtBA タンパク質の立体構造を解析する

ことで、この変化を詳細に調べることにしました。具体的には、ヘム結合型、ATP

に類似した構造を持つ ATP アナログ[6]（AMP-PNP）結合型、何も結合していな

いフリー型の HrtBA タンパク質の結晶を調製し、大型放射光施設「SPring-8」で

Ｘ線による構造解析を行いました。 

これらの立体構造解析から、HrtBA タンパク質の膜横断ドメイン[9]のヘム結合

部位を明らかにするとともに、フリー型からヘム結合型への膜横断ドメインの

構造変換および ATP 加水分解酵素（ATPase）ドメインへの ATP 結合による膜ド

メインの構造変換を視覚化することができました。ヘム結合部位は、細胞膜リン

脂質二重膜の外葉表面付近にありました（図 3B 上段）。フリー型では、ヘム結

合ドメインの膜横断ヘリックス[9]が横にずれており、細胞膜外側表面に位置する

グルタミン酸がタンパク質表面に露出していました（図 3A 中段）。フリー型か

らヘム結合型になるときには、鉄原子にグルタミン酸が配位し、4 本の膜横断ヘ

リックスがヘムを挟むように再配置していました（図 3B 中段）。 

一方 ATP 結合型では、二つの ATPase 触媒部位にそれぞれ ATP（本実験では

AMP-PNP）が結合することで、触媒サブユニット同士が接触した二量体構造に

なっていました（図 3C 下段）。それに伴い、膜横断ドメインの 4 本の膜貫通ヘ

リックスが束ねられたバンドル構造となり、ヘム結合スペースが消失していま

した（図４）。 

 

 
 

図 3 HrtBA の結晶構造 

HrtBA タンパク質は、hrtB 遺伝子がコードする HrtB サブユニットと hrtA 遺伝子がコードする HrtA サブユ

ニットがペアとなり、このペアが二つ会合した構造をとる。会合相手のペアとなるサブユニットは「’」で

示す。「SPring-8」で得られた HrtBA タンパク質の立体構造について、（A）フリー型、（B）ヘム結合型、（C）

ATP アナログ結合型をそれぞれ示した。上段は膜に対して水平面から見た図、中段は HrtB サブユニットを

上から見た図、下段は HrtA サブユニットを上から見た図。TM は膜横断ヘリックス。ヘム結合部位は←で

示した（上段 B）。 
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図 4 ATP 結合ドメインへの ATP 結合で誘起される膜横断ドメインの構造変化 

HrtB 膜横断ドメインのヘム結合部位を拡大した図。リボンモデルはタンパク質のヘリックス構造、リボン

から突き出たスティックモデルはアミノ酸の側鎖、中央のスティックモデルはヘム、ヘム中央の赤丸は鉄

をそれぞれ示す。タンパク質の構造変化は色の違いで表現しており、ピンクはヘム結合状態の構造、シア

ンは ATP 結合状態の構造を表す。サブユニットの ATP 結合ドメインに ATP が結合することで、ATP 結合

ドメイン同士の会合が起こり（図３C 下段）、膜横断ドメインのヘリックスの再配置が誘起される。ATP ア

ナログ結合型では、ヘム結合部位はヘム結合スペースが消失する。E219 は、ヘム結合型において鉄原子を

配位する 219 番目のグルタミン酸の位置を示す。 

 

ヘムは水に溶けにくく油に溶けやすい脂溶性であることから、溶液中の遊離

ヘムは容易に膜に侵入して膜構造を破壊したり、活性酸素種[10]を作り出したり

するなど有害な作用を及ぼします。共同研究グループは今回の実験データから、

HrtBA タンパク質によるヘムの排出は細胞質から細胞膜を透過させるのではな

く、細胞膜から汲み出す、次の三つの反応で進むと考えました。 

① HrtBAタンパク質がATPと結合していないときに細胞膜に侵入したヘムと

結合し、膜から抜き取る。 

② ヘムと結合した HrtBA タンパク質に ATP が結合すると、HrtBA タンパク質

の膜横断ドメインの構造変換によって結合していたヘムを排出する。 

③ HrtBA タンパク質の ATP 加水分解活性によって ATP が分解される。 

こうして③の状態まで進むと HrtBA タンパク質の構造は①に戻り、ヘム排出ポ

ンプの機能がターンオーバーするというモデルが導き出されました（図 5）。 
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図 5 HrtBA タンパク質が ATP 依存的に細胞膜からヘムを汲み出すモデル 

ATP が結合していない HrtBA タンパク質は、細胞の外側から侵入しようとする遊離ヘムを膜から抜き取り

（State 1）、ヘム結合型となる（State 2）。このとき、ATPase 活性が活性化され、ヘム解離を促進して ATP

結合型（State 3）となる。ATP 加水分解によって、ヘム結合・解離の反応が回転する。 

 

今後の期待                                

 
グラム陽性細菌である黄色ブドウ球菌や連鎖球菌の血中での増殖は、敗血症

や髄膜炎など重篤な病気を引き起こします。HrtBA タンパク質のヘム排出能を制

御する薬剤は、これら病原菌の血中での増殖を抑制する働きが期待されること

から、今回明らかになった構造情報を基にした薬剤のデザインや、機能解析に基

づく薬剤スクリーニングは、新しい薬剤開発に貢献すると期待できます。 
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補足説明                                 

 

[1] グラム陽性細菌、グラム陰性細菌 
グラム陽性細菌はグラム染色によって細胞外被が紫色に染まる細菌群。薄赤に染まる

グラム陰性細菌（大腸菌や緑膿菌など）が細胞膜、ペプチドグリカン層、外膜を持つ

のに対して、グラム陽性細菌は細胞膜とペプチドグリカン層を細胞外被として持つ。

黄色ブドウ球菌、連鎖球菌、炭疽菌、乳酸菌などが属する。なお、ジフテリア菌やマ

イコバクテリアはグラム陽性細菌でありながら特異な外膜を持つことが知られてい

るが、グラム陰性細菌の外膜と異なり、ヘムに対して透過性がある。そのため、これ

らの細菌の細胞膜も外来のヘムにさらされるので HrtBA タンパク質を持っていると

考えられる。 

 

[2] ヘム、遊離ヘム 
環状の有機分子（ポルフィリン）の一種プロトポルフィリン IX の中央に鉄がキレー

トされた金属錯体で、さまざまなヘム結合タンパク質（ヘムタンパク質）に結びつい

て働く補欠分子族。ヘモグロビンにおける酸素運搬やシトクロムにおける電子伝達な

ど、多くの生物にとって重要な生体反応に関わっている。ヘムは水に溶けにくいため、

生体内ではヘムタンパク質から遊離したヘムは脂質や他のタンパク質に弱く結合す

る。ここでは特異的にヘムタンパク質に結合していないヘムを「遊離ヘム」と呼ぶ。 

 

[3] ABC トランスポーター 

アデノシン三リン酸（ATP）を加水分解する際に得られる化学エネルギーを力学エネ

ルギーに変換して、物質を輸送する膜タンパク質ファミリー。ATP-Binding Cassette 

（ABC）を共通の駆動源ユニットとして持ち、細菌から動物、植物にまで広く分布す

る。膜ドメインがそれぞれ多様に分化し、さまざまな物質を膜輸送する。 

 

[4] SPring-8、X 線結晶構造解析 
「SPring-8」は、理化学研究所が兵庫県播磨地区で運用する世界最高性能の X 線を

発生させる大型放射光施設。数々のタンパク質構造解析に利用されている。X 線結晶

構造解析は、結晶化させた試料に X 線を照射したときの回折パターンから電子密度

分布を取得し、分子の立体構造を解析する方法。 

 

[5] hrtBA 遺伝子 

黄色ブドウ球菌で見つけられた ABC トランスポーターの遺伝子。膜横断サブユニッ

トの HrtB と ATP 加水分解活性を持つサブユニットの HrtA からなるヘテロ四量体分

子を作る。Hrt は、Heme Regulated Transporter の略。 

 

[6] ATP、ATP 加水分解活性、ATP アナログ 
ATP は生物全般に存在するリン酸化合物の一つで、塩基と糖が結合した化合物（ヌ

クレオシド）に三つのリン酸が結合していることから、アデノシン三リン酸と呼ばれ

ている。加水分解により一つのリン酸が解離すると、アデノシン二リン酸（ADP）と

なる。ATP に結合して加水分解を触媒するタンパク質の酵素活性を ATP 加水分解活

性と呼び、この反応で得られたエネルギーはさまざまなタンパク質機能に利用され

る。ATP アナログは ATP に類似した構造を持つ化合物を指し、本実験では加水分解

されにくい ATP アナログの AMP-PNP を用いて、ATP を結合した状態のタンパク質
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立体構造解析を行った。 

 

[7] 組換え DNA 技術 
特定の遺伝子を取り出し加工した後、同種または異種生物細胞内に戻してそれら生物

の性質を改変させる技術。本研究では、セラチア菌由来の外膜ヘム透過タンパク質の

遺伝子 chuA とジフテリア菌由来のヘム排出ポンプ遺伝子 hrtBA をプラスミドにクロ

ーニングして、大腸菌 K12 株に移入した。 

 

[8] ナノディスク 
膜円盤形成タンパク質（Membrane Scaffold Protein）を用いて、生体膜構成成分である

リン脂質二重膜層を直径 10 ナノメートル（nm、1nm は 10 億分の 1 メートル）ほど

の円盤状に囲い込む膜タンパク質再構成系。同時に、膜タンパク質を脂質膜に埋め込

むことができる。 

 

[9] ドメイン、ヘリックス 
タンパク質の中で、まとまった構造・機能を示す領域をドメインと呼ぶ。ヘリックス

はタンパク質の主要な二次構造の一つで、タンパク質の一部がらせん構造をとったも

の。膜タンパク質には、複数のヘリックスが束になって膜を貫通しているものが多い。 

 

[10] 活性酸素種 
酸素は反応性に富むものの、生体内では比較的穏やかであるが、ヘムなど他の物質か

ら不対電子を受け取ると一気に反応性が高くなる。スーパーオキシド、ヒドロキシラ

ジカル、一酸化窒素などがあり、フリーラジカルと呼ばれる。ラジカルではないが、

過酸化水素やオゾンも活性酸素種に属する。活性酸素種は生体内で重要な核酸、タン

パク質、脂質に酸化的障害を与えるために有毒である。 
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