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リウマチ熱における溶連菌M蛋白（C領域）に対するIgG抗体価

一 リコンビナントM蛋白の作製と抗体価測定の臨床的意義一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　M蛋白はA群溶連菌の主要なvirulent　factorであり，心筋線維との交叉抗原性が知られている．本

研究では，A群溶連菌M蛋白のC領域（highly　conserved　region）の遺伝子をクローニングし，遺伝

子工学的手法によりリコンビナント蛋白を作製した．そして，リウマチ熱患者8名における抗M蛋白（C

領域）IgG抗体価をELISA（enzyme　linked　immunosorbent　assay）により測定し，合併症を伴わな

い溶連菌感染症患者26名および正常小児52名と対比検討した．

　リウマチ熱急性期の7名では，抗体価は平均53．1μ　g／mlで，健常児の1．7μg／mlに比して有意に高値で

あった（p＜0．01）．また，長期経過観察後（平均3年8ヵ月後）に測定し得た4名でも，なお高値（＞

5．9μg／ml）を示し，従来の細胞外毒素に対する抗体価（ASO，　ASK）に比し，長期間高値が持続した．

合併症を伴わない溶連菌感染症患者の抗体価はリウマチ熱患者に比して有意に低値であり（2．4vs　53．1

μg／m1，　p＜0．01），抗M蛋白（C領域）IgG抗体価の測定は，本症の診断に有用である．

　　　　　　　　　はじめに

　近年，リウマチ熱患者は激減しており，本邦では南

部九州を除いては稀な疾患となった，しかし，1985年

以降，アメリカのUtah州1），　Ohio州2），その他の都市3）

で集団発生が報告されている．

　リウマチ熱が溶連菌感染を引金として発症すること

は定説となっているが，その詳細なメカニズムは未だ

不明である．1963年Kaplanがヒト心筋とA群溶連菌

M蛋白との交叉抗原性を証明して以来4），溶連菌に含

まれる多くの細胞外毒素・細胞内成分のうち，M蛋白

はリウマチ熱発症に関与する重要な抗原であると考え

られている．

　M蛋白はA群溶連菌の細胞壁に存在し，α・helical
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coiled　coil構造として菌体表層に延びており，その抗

原性の違いにより80種類以上の菌型に分類される．

1986年以降，いくつかの型のM蛋白の遺伝子がクロー

ニングされ，アミノ酸配列が決定した．その結果，M

蛋白は，種々のM型で著しくアミノ酸配列の異なる

AB領域（highly　variable　region）と，異なったM型

でも類似の構造を有するC領域（highly　conserved

region）に2分されることが判明した5）6）．　M蛋白C領

域に関しては，リウマチ熱を発症させうる溶連菌でC

領域の抗原性が共通であるとする報告や7），同部位と

心筋ミオシン重鎖とのアミノ酸配列の相同性について

報告がなされている8）．

　従来より，リウマチ熱の診断に際しては，ASO，

ANK，　ADNase　Bなどの細胞外毒素に対する抗体測

定が補助診断として用いられてきた9）．本研究では，M

蛋白C領域の遺伝子をクローニソグし，遺伝子工学的
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手法によりリコンピナソトM蛋白（C領域）を作製し

た．そして，菌体成分であるM蛋白に対する抗体価を

ELISAにより測定し，その臨床上の有用性について検

討した．

　　　　　　　　　対象および方法

　1．対象

　対象はリウマチ熱患者8名で（男3名，女5名），年

齢は4～16歳（平均10．3±3．7歳）である．初回入院時

の症状と検査所見（改訂版Jones診断基準9）に準じる）

の内訳は表1に示した．8例のうち7例は急性期（発

症後平均35±32日目）に，4例は長期経過観察後（平

均3年8ヵ月±1年1ヵ月後）に抗M蛋白（C領域）

IgG抗体価を測定した．対照群として，年齢をマッチさ

せた正常小児52例（男31名，女21名，平均10．1±4．2歳）

の抗体価を測定した．また，合併症を伴わない溶連菌

感染症患者（急性扁桃炎）26名（男12名，女14名，平

均6．4±2．4歳）についても，急性期（発症当日）と回

復期（発症後平均28±4日目）の2度ずつ抗体価を測

定した．

　2．リコンビナントM蛋白（C領域）の作製

　1）12型M蛋白C領域のDNAの増幅
　A群溶連菌は，国立予防医学研究所から供与された

Ml2型溶連菌SS　95／12株を用い，通常の方法で溶連菌

DNAを抽出した．　M蛋白C領域のDNAはPCR法
（polymerase　chain　reaction）法により増幅した．プ

ライマーとしては，5t側は既に報告されているM12型

溶連菌CS　24株の塩基配列6｝を参考にした．一方，12型

M蛋白の3’末端（アンカー部分）の塩基配列は未定の

ため，3’末端はM5型溶連菌Mansfredo株の塩基配

表1　リウマチ熱8名の初診時の臨床症状と検査所見

主症状

　・心炎

　・多関節炎

　・小舞踏病

　・輪状紅斑

　・皮下結節

7（88％）

5（63％）

2（25％）

0（0％）

0（0％）

副症状

　・リウマチ熱の既往

・ 関節痛

・ 発熱

・ 急性期反応

　　血沈充進

　　CRP陽性
　　白血球増多
・ 心電図PR延長

溶連菌感染の証明

　・咽頭培養陽性　　　　　　2（25％）

　・ASO値333単位以上　　　8（100％）

　・ASK値2560単位以上　　3（38％）

2（25％）

5（63％）

8（100％）

8（100％）

5（63％）

3（38％）

3（38％）

Jones診断基準（改訂版）に基づき，症状・検査所見陽性者の

人数を示した．

日小循誌　9（4），1994

列1°｝を参考にした．また，各プライマーの5’末端には，

各々E60　RIとXbalの認識部位を付加した．

　プライマー1：5’－GGGGAATTCCAAAACAA－
AATTTCAGAAGCAAGC－3’（下線はECo　RIの認識
部位）

　プライマー2：5’－GGGTCTAGATTAATTTTC－

TTCTTTGCGTTTTAC・3’（下線はXbalの認識部
位）

　PCRの反応液50μ1中には，500ng溶連菌DNA，25

ρmoleずつのプライマー，50mM　KCI，10mM　Tris－

HCl（pH　8．4），1．5mM　MgCl2，0．01％ゼラチソ，0．8

mM　dNTAPsおよび1単位のTaq　DNA　polymerase

（Perkin　Elmer　Cetus社，　Norwalk，　CT）を含むよう

にした．自動増幅装置は，Perkin　Elmer　Cetus社の

DNA　Thermal　Cyclerを用い，96℃1分間，57℃30秒

間，72℃2分間を1サイクルとして30サイスクル繰り

返した．

　PCR産物は5’末端をEco　RI，　Xbalで切断し，同様に

multicloning　siteを切断したプラスミドBluescript

SK－（Stratagene社）に連結し，大腸菌XL1・Blueに

形質転換した．そして選択培地からrecombinant

cloneを取り出し，　Sequenase　Version　2．0（USB社）

を用いてdideoxy法により塩基配列を確認した．

　また，PCR産物をそのまま用いるdirect　sequence

法も併せて施行した．すなわち，PCR産物を0．8％アガ

ロースゲルで電気泳動後，再び非対称PCR法を行い

一本鎖DNAを増幅し，　Quiagen　PCR　Purification

Kit（Diagen社）を用いて精製した．そして，上記プ

ライマーを32Pでプライマーを末端標識し塩基配列を

確認した11）．

　その結果，PCR産物は630塩基よりなる12型M蛋白

C領域であることが判明した．なお，12型M蛋白の3’

末端（アンカー部分）の35塩基の配列は未定であった

が，著者らのSS　95／12株での塩基配列はM5型Mans－

fredo株と全く同一であった1°）．アンカー部分も含め

ると，本研究で作製したM蛋白C領域のDNA断片

は，全C領域DNAの99％をカバーすることになる．

　2）リコンピナントM蛋白（C領域）の作製

　上記のPCR産物をEco　RI，　Xbalで両末端を切断

し，同様にpolylinker　siteを切断した蛋白発現ベク

ター（pMAL－c2）に凍結した．この蛋白発現ベクター

の使用方法は文献12）に詳述されているが，要約すると

以下の通りでる．すなわち，このベクターを大腸菌

（TB1）に形質転換し，　IPTG（isopropyl一β一thio一
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galactopyranosiee）を添加することにより，　maltose

binding　proteinとの融合蛋白の形でM蛋白C領域を

発現させた．その後，大量培養した大腸菌から細胞内

成分（crude　extract）を回収し，　amylose　resinの

aflfinity　columnを用いてM蛋白を精製し，凍結乾燥

して保存した．

　作製したM蛋白は，10％SDS－polyacrylamidegel

電気泳動（SDS－PAGE）を行い，　coomassie　blueで染

色し，分子量を確認した．一方，電気泳動後のゲルを

ニトPセルP一ス膜に移し，12型M蛋白AB領域に

対する家兎抗M12血清（東邦大学医学部，村井貞子博

士から供与）および6型M蛋白C領域に対するマウ

スモノクローナル抗体10B6（Rockefeller大学，　V．A．

Fischetti博士から供与）を1次抗体に，アルカリフォ

スファターゼの結合した抗家兎および抗マウスIgG

抗体を2次抗体としてWestern－blotを行い，リコンピ

ナソト蛋白の抗原性を検討した．なお，発色には，BCIP

（5－bromo－4－chloro－3－indolyl　phosphate）とNBT

（nitro－blue　tetrazolium）を使用した（いずれも，

Sigma社，　St．　Louis，　MO）．

　3．抗M蛋白IgG抗体価の測定

　リコソビナントM蛋白を0．05M炭酸バッファ（pH

9，6）で1μg／mlに溶解し，96穴平板マイクロタイター

プレートに100μ1ずつ注ぎ，1昼夜4℃に静置後，

0．05％Tween　20を含む0．01M　phosphate　buffer

saline（PBS）で3回洗浄した（以下の洗浄も同様に施

行）．次いで，1％ヤギ血清アルブミソを含むPBS液

150μを注ぎ，37℃で1時間静置してブロッキングを完

成した．プレート洗浄後，1次抗体としてPBSで100

倍，1，000倍に希釈した患者および正常児の血清を注

ぎ，室温に1時間静置した．再びプレートを洗浄後，

2次抗体としてPBSで10，000倍に希釈したbiotin化

ヒトIgG（H＋L）100μ1を注ぎ，室温で1時間保った．

再度洗浄後，Vectastein　ABC試薬（biotin化alkaline

phosphataseとavidin　DHの混合物）100μ1を加え，

30分間反応させた．プレートを再び洗浄後，基質とし

て1mg／mlのp・nitrophenyl　phosphate（Sigma社，　St．

Lous，　MO）を100pt　1加え，遮光して10　一一　20分間静置し

た．反応停止のために，3NのNaOH溶液50μ1を注ぎ，

Multiskan　Bichromatic　ELISA　Reader（Labosystem

社，東京）を用いてλ、＝410nm，λ2＝610nmで吸光度

を測定した．吸光度の測定はtriplicateで行いその平

均値を求め，被検者ごとにnegative　control（抗原の

みおよび血清のみのウェル）の吸光度の平均値を

561－（51）

backgroundとして差し引き，各人の吸光度とした．

　各プレートには，教室員3名の混合血清の希釈系列

をpositive　controlとして設定した．このpositive

control血清中の抗M蛋白IgG抗体の絶対量は以下

に述べる方法で予め測定しておき，各プレート毎に抗

体量と吸光度の標準曲線を作製し，個々の被検血清中

の抗体価は，吸光度ではなく絶対量として算出した．

　4．positive　control血清中の抗M蛋白IgG抗体価

の測定

　まず，混合血清に等量の飽和硫安を加え50％飽和と

し，その沈澱物をPBSで溶解し，更にPBSで透析し

た．この溶液を，予めリコンビナントM蛋白を吸着さ

せたHitrap　Affinity　Column（Pharmacia社，　Upp－

sale，　Sweden）に添加し，　PBSで余分の蛋白を十分洗

い流した．その後，0．1M　glycine　HCI（pH　2．8）で

抗M蛋白IgG抗体のみを溶出させた．この溶出液中

のlgG量（すなわち抗M蛋白抗体の量）は，予めIgG

量のわかっているヒトIgG（Zymed社，　SanFrancis－

co，　CA）の希釈系列を設定し，上記と同様の方法で測

定した．最後に，positive　control血清中の抗M蛋白

IgG抗体の絶対量を，抗M蛋白IgG抗体量の判明し

た溶出液の希釈系列を作ることにより測定した．

　推計学的処理はWilcoxon－Mann－Whitney　testを

用い，危険率5％以下を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．リコンビナントM（C領域）蛋白の作製

　4リットルの大腸菌大量培養から約60mgの融合蛋

白が精製された．SDS－PAGEでは，分子量約65KDaと

63KDa近傍にバソドを認めた（図1a）．12型M蛋白C

領域のDNA配列6）から推定されるアミノ酸配列に基

づいた分子量は22695Daで，それにmaltose　binding

proteinの分子量42　KDaを加えると，約64．7KDaと

なり，作成したリコンビナントM蛋白の分子量に近似

した．

Westernblotでは，　C領域のリコンビナント蛋白は

12型M蛋白AB領域に対する抗体とは反応しなかっ

たが，図1b），6型M蛋白C領域に対する抗体では

SDS・PAGEと同様の部位にバソドを認めた（図1c）．

なお，図1には，対比の目的で12型M蛋白AB領域の

リコンビナント蛋白も示した（この蛋白は，AB領域に

対する抗体のみと反応した）．

　以上の結果から，リコソビナントM蛋白（C領域）

は，M12型溶連菌に特異的な抗原性は有さず，他のM

型との間で保存された（highly　conserved）抗原性を
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図1　リコンビナント12型M蛋白（C領域）の
SDS－PAGE（a）とWesternblot（b，　c）

　a）C領域とAB領域リコソビナソトM蛋白
　のSDS’PAGE，　MW（分子量マーカー）は，上

　から，94万，67万，43万，30万，20万である．

　b）12型M蛋白AB領域（Ml2型特異的領域）

　に対する抗体では，C領域のリコンビナント蛋

　白は反応しなかった．

　c）一方，6型M蛋白C領域に対する抗体で
　は，C領域のリコソビナント蛋白のみが反応し

　た．

有しており，以下の検討の抗原として使用しうると判

定した．なお，maltose　binding　protein自体は抗原性

を有さないため，M蛋白に対する抗体測定では融合蛋

白のまま使用した．

　2．リウマチ熱における抗M蛋白（C領域）IgG抗体

価

　リウマチ熱患者における抗M蛋白抗体価は，ASO，

ASKと共に表2に示した．

1
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図2　正常群とリウマチ熱患者の抗M蛋白（C領

　域）IgG抗体価の対比

　急性期7名の抗M蛋白IgG抗体価は，対照群に比

して有意に高値であった（平均値1．7　vs　53．1μg／ml，

p＜0．01）（図2）．日本循環器学会心臓リウマチ予防委

員会では，ADNase－Bなどの連鎖球菌抗体の正常上限

を，暫定的に「健康人の80％を占める抗体価」と定め

ている13｝．抗M蛋白抗体価の正常上限も同様に定める

と5．9Pt　g／mlとなり，リウマチ熱患者は全例その値以

上であった．

　4例では長期観察後，再度抗体価を測定した．急性

期とペアで測定した3例では，抗体価は減少傾向にあ

るものの，なお高値が持続しており，他の1例も高値

であった（図3）．

表2　リウマチ熱8名の溶連菌に対する抗体価

患者
検査時期

（発症後）

ASO
（単位）

ASK
（単位）

抗M蛋白
1日麟呼

検査時期

（発症後）

ASO
（単位）

ASK
（単位）

抗M蛋白
1日罐㌍

4年

4年6ヵ月
3年11ヵ月

522

61

263

1，280

1，280

1，280

7．7

36

29

－
　
　
リ
ム
　
つ
」
　
　
4
　
　
口
」
　
6
　
　
7
　
　
0
0

14日

10日

14日

　3日

28日

20日

105日

　480

1，920

　320

1，910

1，431

1β07

　283

1，280

20，480

5，120

5，120

1，280
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図3　リウマチ熱患者4名の長期経過観察前後の

　抗M蛋白（C領域）IgG抗体価．図中，破線以

　下は正常域を示す．

　合併症を伴わない溶連菌感染症（急性扁桃炎）で急

性期と回復期を比較すると，急性期で平均1．5μg／ml，

回復期で平均2．4μg／mlと後者で有意な上昇を認めた

（p〈0．05）（図4）．しかし，いずれも図1に示したリ

ウマチ熱患者に比して有意に低値であった（p＜
0．01）．

　次に，従来の溶連菌感染の指標であるASO，　ASKと

抗M蛋白（C領域）IgG抗体価を対比した（表2）．

ASO高値（＞333単位），　ASK高値（＞2，560単位），抗

M蛋白抗体価高値（＞5．9μg／ml）の頻度は，急性期で

各々5／7（71％），3／7（43％），7／7（100％）であった．

一方，長期観察後では，各々1／4（25％），0／4（0％），

4／4（100％）であり，抗M蛋白抗体価は，従来の細胞

外毒素に対する抗体（ASO，　ASK）に比して長期間高

値が持続する傾向を認めた．

　　　　　　　　　　考　　察

　リウマチ熱の発症機序としては，溶連菌抗原と生体

内組織が交叉抗原性（cross－reactivity）を有し，溶連

菌に対する抗体が心臓・血管・関節・脳などの自己組

織を傷害するとの説が有力である．心臓に関しては，

M蛋白と心筋線維14），菌体細胞膜と心筋線維鞘15），細

胞壁の多糖体と弁膜組織16）などの交叉抗原性が検討さ
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図4　合併症を伴わない溶連菌感染における抗

　M蛋白（C領域）IgG抗体価．急性期と回復期

　を対比した．

れている．特にM蛋白は，抗食菌作用を有し，マウス

に対する致死作用も強いことから，溶連菌の主要な

virulent　factorと考えられており，動物モデルを含め

た詳細な検討がなされてきた17）．しかし，従来のM蛋

白の作製法は，溶連菌を希塩酸下で加熱抽出する

Lance丘eldの古典的方法18）が主体で，この方法で抽出

したM蛋白はSDS－PAGEでは単一蛋白でなく，他の

溶連菌成分の混入も否定できない19）．この問題を解決

する為最近ではM蛋白のアミノ酸配列を決定し，リ

コンビナソト蛋白や合成ペプチドを作製して検討が進

められている．

　今回作製した12型M蛋白以外には，既に5型・6型

でもリコソピナントM蛋白が作製されている
が2°）21），いずれもSDS－PAGEで複数のバソドを認め

ており，作製した蛋白の末端が精製過程または大腸菌

のプロテアーゼにより分解されたものと推察してい

る．著者らのリコソビナントM蛋白（C領域）も，同

様の原因でバンドが2本に分かれた可能性が考えられ

る．この2本のバンドは，いずれも抗M蛋白（C領域）

抗体で染色されており，リコンビナント蛋白は本研究

の抗原として使用しうると考えた．なお，このリコン

ピナント蛋白の抗原性の詳細な検討には，更に種々の

型のM蛋白に対する抗体を作製し，Western　blot法
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を行う必要があろう．

　現在まで，M蛋白のAB領域内（型特異的領域）の

いくつかの部位で，心筋ミオシンや心筋線維鞘との交

叉抗原性が報告されている22）．一方，BessenらはA群

溶連菌はC領域の抗原性によりClass　IとIIの2群に

分けられ，Class　Iを有する溶連菌でリウマチ熱を発症

することから，C領域の一部にリウマチ熱に関与する

構造が存在する可能性を指摘した7）．また，臨床的に

も，溶連菌感染後急性糸球体腎炎では限られたM型の

溶連菌でしか発症しないのに比して，リウマチ熱では，

BessenらのClass　I型に分類される多くのM型で発

症しうることが知られている．溶連菌の主要なviluent

factorであるM蛋白をリウマチ熱の原因抗原の一つ

と考える場合，各M型で構造の異なるAB領域（high－

ly　variable　region）22）よりも，多くのM型で類似の構

造を有するC領域（highly　conserved　region）が重要

であるとするBessenらの説7｝は理解しうるものであ

る．最近では，M蛋白C領域と心筋ミオシンとのアミ

ノ酸の相同性も報告されている8），本研究ではM蛋白

C領域のリコンピナント蛋白を作製し，それに対する

抗体価をリウマチ熱患者で測定し，本症に対するM蛋

白C領域の重要性を検討した．

　その結果，M蛋白C領域に対するIgG抗体価の著

明な上昇は，合併症を伴わない溶連菌感染では認めて

おらず，リウマチ熱患者に特徴的であった．種々のM

型でアミノ酸配列の著しく異なるAB領域とは違っ

て，C領域は多くのM型の溶連菌で相同性が高いた

め，この抗体価測定はM型の異なる溶連菌感染で発症

したリウマチ熱の診断に利用できると考えられる．

　従来，ASO・ASKなどの細胞外毒素に対する抗体測

定が本症の補助診断に利用されてきたが9），細胞成分

であるM蛋白に対する抗体測定を併用することによ

り，診断精度の向上が期待される．また，ASO・ASK

は感染後数ヵ月で抗体価が低下するため，小舞踏病単

独の症例や，遅れて発見された弁膜症では高値を呈さ

ないことが多い9）．本研究の症例数は少ないものの，い

ずれの症例も抗M蛋白抗体価は発症数年後でも高値

であり，発症から時間の経過した症例の診断にも有用

である．今後，更に症例数を増やし，抗体価の経時的

変化・抗体価と重症度の関係について検討してゆきた

い．

　本研究の結果，M蛋白C領域に対するIgG抗体価

測定がリウマチ熱の診断に有用であることが示された

が，現時点では，同部位がリウマチ熱発症の直接的な

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第4号

原因か，高い抗体価は単なる感染のマーカーに過ぎな

いかは不明である．この点も今後の重要な検討課題で

ある．
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The　IgG　Titer　Against　the　Recombinant　Streptococca1　M　Protein（C　region）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Patients　with　Rheumatic　Fever

Kazuhiro　Mori，　Takehiko　Sasazuki，　Masao　Yoshinaga＊，　Reiko　Ikema＊＊and　Takashi　Tomoda＊＊＊

　　　　　　　　　　Department　of　Genetics，　Medical　lnstitute　of　Bioregulation，　Kyushu　University

　　　　　　　　　　　　　＊Department　of　Pediatrics，　Kagoshima　University，　Faculty　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　＊＊Department　of　Pediatrics，　Ryukyu　University，　Faculty　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊Department　of　Pediatics，　Kochi　Medical　College

　　　The　group　A　streptococcal　M　proteins　are　considered　to　be　one　of　the　major　virulent　factors　for　the

streptococci，　and　they　have　been　shown　to　crossreact　immunologically　with　cardiac　tissue．　In　this

study，　we　cloned　the　structural　gene　for　the　C　region　in　type　12　M　protein　and　engineered　the

recombinant　M　protein．　Using　ELISA（enzyme　linked　immunosorbent　assay），　we　then　measured　the

IgG　titer　against　the　C　region　of　the　M　protein　in　patients　with　acute　rheumatic　fever（n＝8），

uncomplicated　streptococcosis（n＝26）and　an　age　matched　control　group（n＝52）．

　　　The　IgG　titer　in　patients　with　rheumatic　fever　was　significantly　higher　than　that　of　normal

control（53．1　vs　1．7μg／ml，　p＜O．Ol）．　Elevated　level　of　this　antibody　was　maintained　for　several　years，

long　after　the　other　streptococcal　antibodies（ASO，　ASK）had　returned　to　normal．　The　IgG　titer　in

patients　with　uncomplicated　streptococcosis　was　significantly　lower　than　that　in　the　rheumatic　fever

group（2．4　vs　53．1μg／ml，　p〈0．01＞．　Thus　the　measurement　of　the　IgG　titer　against　the　C　region　of　M

protein　is　useful　for　the　diagnosis　of　rheumatic　fever．
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