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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　M蛋白は溶連菌の主要な毒性因子であり，心筋線維との交叉抗原性が指摘されている．先に著者らは，

組換えM蛋白C領域に対するIgG抗体価がリウマチ熱患者で正常人に比して30倍以上高値であること

を報告した．

　本研究では，C領域内のどの部位がリウマチ熱患者のB細胞のエピトープであるかを検討する目的

で，C領域の塩基配列を決定し，それに基づきC領域を14個に分割したペプチドを作成した．本研究の

M12型溶連菌SS95／12株の塩基配列はM12型CS24株に比して，6塩基の置換を認めた．しかし，それら

の置換のうち5塩基は他のM型（M5，6，24）の塩基配列に一致し，異なったM型間でC領域が類似

の構造を有することが示された．

　ELISA（enzyme　linked　immunosorbent　assay）により，各ペプチドに対するIgG抗体を正常児4

名とリウマチ熱患者4名とで対比したところ，C領域の繰返し配列前半部（C1，　C2）に対してリウマチ

熱患者で有意に高値を示し，同部位がリウマチ熱におけるM蛋白C領域の主な抗原決定領域であると

考えられた．また，同部位の15個のアミノ酸は，ヒト心筋βミオシン重鎖（アミノ酸番号1164～1178）

と53％の相同性を認めた．

　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不明

である．1963年Kaplanがヒト心筋とM蛋白との交叉

抗原性を報告して以来1），多くの溶連菌抗原のうちM

蛋白は本症の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，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．遺伝

子解析の結果，M蛋白は種々のM型で著しくアミノ

酸配列の異なるAB領域と，異なったM型でも類似

の構造を有するC領域に2分されることが判明し

た2）3）．また，M蛋白C領域に関しては，リウマチ熱を
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　　　　　　　　　　　　　　　　森　　一博

発症させうる溶連菌ではC領域の抗原性が共通であ

るとする報告4）や，同部位とヒト心筋βミオシン重鎖

とのアミノ酸配列の相同性に関する報告がなされてい
る5）．

　著者らは遺伝子工学的手法を用いて12型M蛋白の

C領域の組換え蛋白を作成し，リウマチ熱患者でそれ

に対するIgG抗体価を測定した．その結果，リウマチ

熱患者では正常人に比してC領域に対する抗体価が

30倍以上高値で，従来の細胞外毒素に対する抗体

（ASO，　ASK）に比し異常高値が長期間持続することが

判明した6）．本研究では，M蛋白C領域とリウマチ熱

との関係を更に検討するため，C領域を14個に分割し

たペプチドを作成し，M蛋白C領域内のどの部位がリ

ウマチ熱患者で抗原決定領域（エピトープ）となって

いるかを検討すると共に，ヒト心筋βミオシン重鎖と
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の相同性についても分析した．

　　　　　　　　　　対象と方法

　1．M蛋白C領域の塩基配列の決定

　C領域内を分割したペプチドを作成するために，著

者らの使用した12型A群溶連菌SS95／12株のC領域

の塩基配列を決定した．

　まず，既報の如く，溶連菌DNAを抽出後，　PCR

（polymerase　chain　reaction）法を用いて，　C領域の

DNAを増幅した6）．使用したプライマーは以下の通り

で，5’末端にはEco　RIとXba　lの認識部位を付加し

た6）．

　プライマー1：5’－GGGGAATTCCAAAACAAA－
　　ATTTCAGAAG－3’（下線はEcoRIの認識部位）

　プライマー2：5’・GGGTCTAGATTAATTTT－
　　CTTCTTTGCG・3’（下線はXbalの認識部位

　PCR産物はこれらの制限酵素で切断し，同様にマル

チクローニングサイトを切断したフ゜ラスミドBlue－

script　SK－（Stratagene社）に連結し，大腸菌XL1－

Blueに形質転換した．選択培地から5個の組換え

DNAクローンを取りだし，　Sequenase　Version

2．0（USB社）を用いて，ジデナキシ法7）により塩基配

列を決定した．塩基配列の決定には，ベクター自身の

T7およびT3プライマーに加えて，本研究で判明した

部位の塩基配列に従い，更に以下に示す2個のプライ

マーを合成し使用した．

　primer　3：5’－GAAGAAGCAAACAGCA－3’

　primer　4：5’－CAAGAGCAGCTAATTTG・3’

　　一方，増幅したM蛋白C領域のDNA断片をその

まま用いて塩基配列を決定する直接シークエンス法も

併せて施行した．すなわち，PCR産物をO．8％アガロー

スゲルを電気泳動し，目的とするバンドを含むゲルを

切出し，泳動緩衝液を満たした透析チューブに移し，

それに電圧をかけてDNAを溶出した．チューブ内の

液を取り，フェノールークロロフォルム抽出後，エタ

ノール沈澱にてPCR産物を回収した．このPCR産物

を鋳型にして，上記1および2のプライマーを用いて

非対称PCR法を施行し，一本鎖のDNAを増幅し，キ

アゲンPCR精製キット（Diagen社）を用いて精製し

た．その後，上記プライマーを32Pで末端標識し，塩基

配列を決定した．

　2．ペプチドの合成

　塩基配列の結果に基づき，SS　95／12株のM蛋白C

領域のアミノ酸配列を推定し，20～25個のアミノ酸か

ら成るペプチドを13個作成した．これらのペプチドは

エクセルペプチド合成装置（Milligen社）を用いて合

成し，Cl8　HPLC逆相カラム（Nihon　Waters社）で

精製した．合成したペプチドが正しいアミノ酸組成を

有しているかは，Jonesらの方法8）に準じて確認した．

これらの合成ペプチドのアミノ酸配列と，M蛋白上の

部位は，図1および表1に示した（図1，表1）．

　一方，細胞膜内に貫入したC領域のアンカー部分

（80個のアミノ酸から構成される）は，既報の方法6）を

用いて組換え蛋白として作成し，Cterminalと名付け

た．同部位の作成に用いたプライマーは以下の通りで

ある．

　primer　5：5’・GGGGAATTCGGAAAAGCATCA・

　　GACTCACAAA－3’

　primer　6：5’・GGGTCTAGATTAATTTTCTTC・

N

Al A2 B1 B2

C

Cl C2 アンカー部分

1－2－
　3－
　4－　　5－　　　6－
　　　　7－　　　　　8－
　　　　　　9－　　　　　　10－　　　　　　　11－　　　　　　　　12－
　　　　　　　　　13一

C領域全体を，

のを作成した．

す．

　　　　　　　　　　　　　組換え12型M蛋白（全C領域）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組み換え12型M蛋白（Ctermtnal）

　図1　M蛋白C領域内のペプチドと組換え蛋白
No．1～13のペプチドおよびアソカー部分（C　termina】）に分割したも

図中A1，　A2，　B　1，　B2，　C1，　C2は，各ft　A，　B，　C領域内の繰返し配列を示
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表1　作成したペプチドのC領域内の位置と
　アミノ酸配列

No． ペプチド
の位置D

ペプチドのアミノ酸配列2）

1 301－325 GTARDLEAVRKAKAQVEAALKQLEE
2 316－340 VEAALKQLEEQNKISEASRKGLRRD
3 327－346 NKISEASRKGLRRDLDASRE
4 336－356 GLRRDLDASREAKKQVEKDLA
5 347－367 AKKQVEKDLANL　TAELDKVKE
6 357－378 N皿AELDKVKEEKQISDASRQG
7 368－388 EKQISDASRQGLRRDLDASRE
8 389－409 AKKQVEKALEEANSKLAALEK
9 400－420 ANSKLAALEKLNKELEESKKL

10 410－430 LNKELEESKKLTEKEKAELQA
11 421－440 TEKEKAELQAKLEAEAKALK
12 431－451 KLEAEAKALKEQLAKQAEELA
13 441－460 EQLAKQAEELAKLRAGKASD

1｝ペプチドの位置は，シグナル配列を除いたM蛋白のN末端
　からの番号で示す（ペプチド番号は図1に対応）．
2｝アミノ酸配列は，SS　95／12株のC領域の塩基配列から推
　定した．

　　TTTGCGTTTTAC3’
　（下線は，各々　Eco　RI，　Xbalの制限酵素認識部位を

　　示す）

　なお，同部位のPCR産物は240塩基で，上記の方法

で塩基配列を確認した．一方，作成したアンカー部の

組換え蛋白（Cterminal）は既報の如くMBP（maltose

binding　protein）との融合蛋白の形で精製し6），分子量

は10％SDS一ポリアクリルアミドゲル電気泳動で約50

KDaであった．これは，アンカー部分のDNA配列か

ら推定されるアミノ酸配列に基づく蛋白分子量8．15

kDaにMBPの分子量42kDaを加えた50．2kDaに近
い値であった．

　3．ペプチドを用いたELISA

　リウマチ熱患者4名（男1名，女3名；平均年齢9

歳6ヵ月），正常小児のうち既報の方法で測定したM
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M12　CS　24株3）に比して，

　　図2　M12　SS　95／12株のC領域内で認められた塩基置換

6個の塩基置換を認めた（矢印で表示）．図中1－6は，表2，図3の塩基置換，の番号に対応．

Presented by Medical*Online



812－（102） 日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

蛋白C領域全体に対するIgG抗体価6）が高値であった

4名（男2名，女2名；平均年齢8歳4ヵ月）を対象

にC領域のペプチドのELISAを施行した．両群のC

領域全体に対する抗体価は各々，50．8±21．3μg／ml，

14．5±4．1μg／mlであった．

　測定方法はFischettiらの方法9）に準じた．すなわ

ち，50μg／mlに溶解した各ペフ゜チドを50μ1ずつ96穴平

板マイクPタイタープレートに注ぎ，真空ポンプに接

続したデシケーター内に一晩静置し水分を蒸発させ，

ペプチドをプレートに付着させた．翌日，コーティン

グバッファー（15mM　Na2CO3，35mM　NaHCO3，　pH

9．6）100μ1を加え37℃に2時間静置後，プレートを3

312　 Ala　Lys　Ala　Gln　Val　Glu　Ala　Ala　Leu　Lys　Gln　Le
　　　　GCA　AAA　GCA　CAA　GTT　GAA　GCT　GCT　CTC　AAA　CAA　CT

C1
C 領域

Glu　G］u　Gln　Asn　 327

GAA　GAA　CAA　AAC

328 Lys　lle　Ser　Glu　Ala　Ser　Arg　Lys　Gly　Leu　Arg　Arg　Asp　Leu　Asp辿　 343

AAA　ATT　TCA　GAA　GCA　AGC　CGC　AAA　GGT　CTT　CGT　CGT　GAC　TTG　GAC　丘CA

344 Ser　Arg　Glu　Ala　Lys　Lys　Gln　Val　Glu　Lys　Asp　Leu　Ala

TCA　CGT　GAA　GCT　AAG　AAA　CAG　GTT　GAA　AAA　GAT　TTA　GCA

　　　　　　　1

Asn　Leu　Thr　　359

AAC　TTG　ACT
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C2

36° ；蒜1酬1｛謬1匿1 Glu　Lys　Gln　lle　Ser　Asp　Ala　Ser　　375

GAA　AAA　CAA　ATC　TCA　GAC　GCA　AGC

376　　Arg　Gln　Gly　Leu　Arg　Arg　Asp　Leu　Asp　Ala　Ser　Arg　Glu　Ala　Lys　Lys　　391

　　　　CGT　CAA　GGC　CTT　CGT　CGT　GAC　TTG　GAT　GCA　TCA　CGT　GAA　GCT　AAA　AAA

392　 Glu　Val　Glu　Lys　Ala　Leu　Glu
　　　　CAA　GTT　GAA　AAA　GCT　TTA　GAA

Glu　Ala　Ans　Ser　Lys　Leu　Ala　Ala　Leu　　407

GAA　GCA　AAC　AGC　AAA　TTA　GCT　GCT　CTT

408　　Glu　Lys　Leu　Asn　Lys
　　　　GAA　AAA　CTT　AAC　AAA

424　 Glu　Lys　Ala　Glu　Leu
　　　　GAA　AAA　GCT　GAG　CTA

辿GA9
　　2

Gln
CA八

Leu　Glu　Glu　Ser　Lys　Lys　Leu　Thr　Glu　Lys　 423

CTT　GAA　GAA　AGC　AAG　AAA　TTA　ACA　GAA　AAA

Ala　Lys　Leu　Glu　Ala　Glu　Ala　Lys　Ala　Leu　 439

GCA　AAA　CTT　GAA　GCA　GAA　GCA　AAA　GCC　CTC

440　　Lys　Glu　Gln　Leu
　　　　AAA　GAA　CAA　TTA

456　　Gty　Lys　Ala　SeT’

　　　　GGA　AAA　GCA　TCA

Ala

GCA
　3
Asp
GAC

472　　Ala　Vla　Pro　Gly　Lys
　　　　GCT　GTT　CCA　GGT　AAA

Lys　Gln　A｝a　Glu　Glu　Leu　A｜a　Lys　Leu　Arg　Ala　 455

AAA　CAA　GCT　GAA　GAA　CTT　GCA　AAA　CTA　AGA　GCT

Ser
TCム

　4
Gly
GGT

Gln　Thr　Pro　Asp　Ala　Lys　Pro　Gly　Asn　Lys　 471

CAA　ACC　CCT　GAT　GCA　AAA　CAA　GGA　AAC　AAA

Gln　Ala　Pro　Gln　Ala　Gly　Thr　Lys　Pro　Asn　　487

CAA　GCA　CCA　CAA　GCA　GGT　ACA　AAA　CCT　AAC

488　　Gln　Asn　Lys　Ala　Pro　Met　Lys　G｝u　Thr　Lys　Arg　Gln　Leu　Pro　Ser　Thr　　503

　　　　CAA　AAC　AAA　GCA　CCA　ATG　AAG　GAA　ACT　AAG　AGA　CAG　TTA　CCA　TCA　ACA

504

520

V
J
〔
1

－
P
U

G
ρ
U

a
A
l
C
A
G

Glu．EI．1．a，

GAA　GCA
　　　6

血Ala
ACA　GCT
6

Ala　Asn　Pro　Phe　Phe　Thr　Ala　Ala　Ala　Leu　Thr　Val　Met　519

GCT　AAC　CCA　TTC　TTC　ACA　GCG　GCA　GCC　CTT　ACT　GTT　ATG

Gly　yal　Ala　Ala　Val　Val　Lys　Arg　Lys　Glu　Gtu　Asn　　　　 535

GGA　GTA　GCA　GCA　GTT　GTA　AAA　CGC　AAA　GAA　GAA　AAT　TAA

：アミノ酸置換

：塩基置換

　　　　　　　　図3　SS　95／12株のM蛋白C領域の塩基配列とアミノ酸配列

数字は，M蛋白のN末端からのアミノ酸番号を示す．表中の2つの四角枠は，繰返し

配列部（C1，　C2）を示す．
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表2　SS　95／12株とCS　24株の塩基配列の対比

塩基番号 CS　24株 SS　95／12株 アミノ酸置換

1 2432 A G△▲ Thr→Ala
2 2644 C G△▲ Asp→Glu
3 2737 G A△ 置換なし

C領域
4 2788 T A△▲ 置換なし

5 2921 A G Thr→Ala
6 2966 G A△▲ Ala→Thr

塩基番号はM12　CS　24株の塩基配列に準じた．6塩基の置

換のうち5塩基はM5に一致し（白三角），4塩基はM6ま

たはM24に一致した（黒三角）．

回コーティングバッファーで洗浄した．次いで，1％

ヤギ血清アルブミンを含むPBS液（0．01M　phosphate

buffer　saline）を100μ1を注ぎ，37℃に1時間静置しプ

ロッキソグを完成した．更にプレートをPBSで3度

洗浄後，1次抗体としてPBSで100倍希釈した患者お

よび正常小児の血清を注ぎ，室温で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倍に希釈したビオチン化ヒトIgG（H＋L）100

μ1を注ぎ室温で1時間反応させた．再度洗浄後，

Vectastein　ABC試薬（ビオチソ化アルカリフォス

ファターゼとアピジンDHの混合物）100μ1を加えて

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・ニ　トロフェニルフォスフェイ　ト

（Sigma社）を100μ1加え，遮光して20分間静置した．

3N　NaOH溶液50μ1で反応停止後，　ELISAリーダー

（Labosystem社）を用いて，λ1＝410nm，λ2＝610nm

で吸光度を測定した．一つのペプチドに対しては，患

者群・正常群とも同一プレート内で3ウェルずつの反応

を行い，吸光度の平均値を求めた．また，被験者ごと

に，ペプチドのみおよび血清のみのウェルの吸光度を

測定し，両者の平均値をバックグラウンドとした．各

ペプチドに対する吸光度からバックグラウンドを差引

き，真の吸光度とした．

　両群の各ペプチドに対するIgG抗体価は吸光度（平

均値±標準誤差）で示し，推計学的処理はStudent　t・

吸光度
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図4　各ペプチドに対する正常児とリウマチ熱患者の

　IgG抗体の対比

リウマチ熱患者（網掛け）では，正常児（白抜き）に

比べてペプチド番号3おのび7に対して有意に高い反

応を示した（＊印；p〈0．05）．

testにより5％以下を有意とした．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．A群溶連菌SS　95／12株のC領域の塩基配列

　SS　95／12株のC領域の633塩基の塩基配列を，　Rob－

binsらの報告したM12型溶連菌CS　24株3）と対比し

た．その結果，SS　95／12株ではCS　24株に比して6塩

基の置換を認め，そのうち4塩基でアミノ酸も置換し

ていた（図2，3，表2）．これらの塩基置換は別々の

5個のクローンのいずれも同様で，直接シークエンス

法でも確認された．表2に示す如く，6個の置換のう

ち5個はM510）に，4個はM62）またはM24ii）の塩基に

一致していた．なお，アンカー（3’末端）部の35塩基の

ヒト心筋β一ミオシン重鎖

（エクソン27上）

M蛋白（ペプチドNO．3）

EKI．RSDLSRELE－一一一NK］iくREAEFQKMRRDLE

EASRKG工、RRDLD　　　MくエSEASRKG］」RRDLD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：同一アミノ酸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’保＃的置換したアミノ酸

図5　ヒト心筋β一ミオシン重鎖とM蛋白C領域（ペプチドNo．3）の相同性
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塩基配列は，CS　24株では未定であるが，　SS　95／12株

では既に報告されているM5の配列と同様であっ
た10｝．

　2．リウマチ熱におけるM蛋白C領域上のB細胞

のエピトープ

　両群の各ペプチドに対するIgG抗体価を，吸光度で

対比した（図4）．これらのペプチドのうち，ペプチド

No．3（0．117±0．009vs　O．605±O．133，＜0．05）およ

びNo．7（0，023±0．003vs　O．443±0．130，　p＜O．05）

のみ，リウマチ熱患者で有意に高値であった．これら

2個のペプチドは，いずれもC領域の繰返し配列（Cl，

C2）の前半部分に位置していた．以上の結果から，リ

ウマチ熱患者におけるM蛋白C領域全体に対する

IgG抗体価の異常高値は，主にこれらのペプチドに対

するものと考えられた．

　次に，これらのペプチドとヒト心筋βミオシン重

鎖12）のアミノ酸配列を対比した．その結果，ペプチド

No．3内の15個のアミノ酸（アミノ酸番号327～341）が

ヒト心筋βミオシン重鎖のアミノ酸番号
1164～1178（DNAとしてはexon　27内，塩基に番号

17991　18035に相当）と53％の相同性を認めた（図5）．

　　　　　　　　　考　　察

　リウマチ熱の発症機序としては，溶連菌抗原が生体

組織と交叉抗原性を有し，溶連菌に対する抗体が心

臓・関節・脳などの自己組織を損傷するとの説が有力

である．心臓に関しては，M蛋白と心筋線維13）・溶連

菌細胞膜と心筋線維鞘14｝・細胞壁多糖体と弁膜組織15）

などの交叉抗原性が報告されている．

　従来，M蛋白は溶連菌を希塩酸下で加熱抽出する

Lancefieldの古典的方法により作成されてきたが16），

この方法ではM蛋白以外の溶連菌成分の混入が否定

できない17）．著者らは，この問題を解決し，更に分子レ

ベルでM蛋白とリウマチ熱の関係を明らかにするた

め，組換えM蛋白およびそのペプチドを作成し検討を

行った．

　1．M12型溶連菌SS　95／12株のM蛋白C領域の塩

基配列

　12型M蛋白の塩基配列はRobbinsらの報告のみで

ある3）．それによると，C領域は211個のアミノ酸から

成り，その中に33個ずつのアミノ酸から構成される繰

返し配列（C1，　C2）を有している（図3）．

　本研究の結果，M型が同じでも，菌株によりC領域

の塩基配列が完全には同一でないことが判明した．一

方，Bessenらは，　M蛋白C領域の抗原性により溶連菌

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第6号

M蛋白をクラス1型（M1，5，6，12，24型など），ク

ラスII型（M2，9，49型など）の2群に分類し，現在

まで大流行したリウマチ熱の溶連菌はいずれもクラス

1型に属することを指摘した4）．本研究で認められた

SS　95／12株のC領域の変異は，殆どがM5，6，24のい

ずれかと同一であり，Bessenらのクラス1型M蛋白

を有する溶連菌が，共通の祖先から分化してぎた可能

性を示している．

　2．リウマチ熱のM蛋白C領域上の抗原決定領域

　Fischettiらは，本研究と同様の方法で健常人でのC

領域の抗原決定領域（エピトープ）を検討し，C領域全

体に対しては抗体価を有するヒト血清が，各ペプチド

に対しては低い反応しか示さないことから，C領域で

は3次元構造が重要であると指摘した9）．本研究でも，

正常群ではいずれのペプチドに対しても低反応であっ

た．しかし，リウマチ熱患者では，C領域繰返し配列前

半部分を含むペプチド（No．3および7）に対して有意

な反応を示した．すなわち，3次構造による抗原決定

領域が他に存在する可能性は否定できないが，繰り返

し配列（C1，　C2）の前半部分が，リウマチ熱患者での

主な抗原決定領域であり，同部位がC領域全体に対す

るIgG高値をもたらしていると考えられた．

　本研究では，Cunninghamらの報告5）とは異なるC

領域内の部位で，ヒト心筋βミオシン重鎖の一部との

アミノ酸配列の相同性が示された．現時点では，この

部位（C領域繰返し配列前半部）がリウマチ熱を発症さ

せる直接的なエピトープであるかは不明である．しか

しながら，溶連菌以外の細菌でも，アミノ酸配列の繰

返し部位は抗原決定領域となりやすいことが報告され

ており18），リウマチ熱患者では，個体側の要因（HLA

など）により同部位に対して過剰に抗体が産生され，

それが交叉抗原性のために自己の心筋組織をも攻撃

し，心筋炎を引き起こす可能性が考えられる．

　今後，同部位のペプチドを動物に免疫することによ

り実験的にリウマチ熱を発症させうるか，リウマチ熱

患者の心筋組織にそれらのペプチドに対する抗体が存

在するかを検討していきたい．
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The　Immunodeterminants　of　the　C　Region　in　Streptococcal　M　Protein　in

　　　Patients　with　Rheumatic　Fever－Amino　Acid　Sequence　Homology

　　　　　　　　　　　　Between　C　Region　of　M　Protein　and　Human

　　　　　　　　　　　　　　　　　Cardiacβ・Myosin　Heavy　Chain一

Kazuhiro　Mori，　Nobuhiro　Kamikawaji，　Takehiko　Sasazuki　and　Masao　Yoshinaga＊

　　　　Department　of　Genetics，　Medical　lnstitute　of　Bioregulation，　Kyushu　University

　　　　　　　　＊Department　of　Pediatrics　Kagoshima　University，　School　of　Medicine

　　　The　group　A　streptococcal　M　proteins　are　one　of　the　major　virulent　factors　for　the　streptococci，

and　they　have　been　shown　to　crossreact　immunologically　with　cardiac　tissue．　We　have　already　shown

that　the　lgG　titer　against　the　C　region　of　M　protein　in　patients　with　rheumatic　fever　is　about　30　times

as　high　as　that　of　control　subjects．　In　current　study，　we　investigated　the　B　cell　epitopes　on　the　C　region

of　M　protein　in　patients　with　rheumatic　fever．

　　　On　the　DNA　sequencing　of　the　C　region　on　M　protein　in　SS95／12　strain，6nucleotide　substitutions

were　found　when　compared　with　the　reported　sequences　of　M　protein　from　another　strain　of　M12．

Among　6　substitutions，5are　identical　to　those　found　in　M　protein　gene　from　M5，　M60r　M24　strain，

indicating　that　the　C　region　was　conserved　among　different　serotypes．　Amino　acid　sequences　of　the　C

region　were　deduced　from　the　DNA　sequences，　and　140verlapping　peptides　were　synthesized．　IgG

reactivity　to　each　peptide　was　determined　by　EHSA，　and　compared　between　the　patients　with

rheumatic　fever（n＝4）and　control　subjects（n＝4），

　　　Higher　reactivity　was　observed　against　the　first　half　of　the　C　repeat　blocks（Cl，　C2）in　patients

with　rheumatic　fever，　indicating　that　the　C　repeat　blocks（C　1，　C2）are　the　main　B　cell　epitopes　in　C

region　of　M　protein．　The　homology　search　revealed　that　15　amino　acids　in　these　blocks　shared　530ro

identity　with　human　cardiac　B・myosin　heavy　chain（amino　acid　residues　1164－1178）．
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