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Anginosus group streptococci are opportunistic pathogens inhabiting in human oral cavity. In general, 

species belonging to this group had been recognized as low- or non-pathogenic species. However, 

the reports about pathogenic factor produced from the species in this group and about the 

relationship between diseases and the clinical isolation of Anginosus group streptococci have been 

increasing recently. So, it is thought that now will be the time to re-evaluate the real pathogenicity of 

this group. We have previously reported that the novel cytotoxic factor in -hemolytic Anginosus 

group streptococci except for Streptococcus intermedius is a homolog of streptolysin S, a peptide 

hemolysin secreted from such as Pyogenic group streptococci. Interestingly, the genomic locus of the 

gene cluster for streptolysin S homolog production, designated as sag operon, proposed an idea that 

the pathogenic evolution of opportunistic low- or non-pathogenic Anginosus group streptococci may 

be induced by the acquisition of a genetic material(s) encoding pathogenic factor(s). In this study, the 

possibility of pathogenic evolution in Anginosus group streptococci was investigated and discussed 

focusing on the possession of sag operon. 
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1. まえがき 

 アンギノーサス群レンサ球菌は、ヒト口腔内に常在し

ている細菌群の一種である。本菌群は従来、低病原性、

あるいは非病原性の細菌として臨床現場においても認

識されてきた経緯があり、その病原性や疾患との関連に

ついて注目されることはあまりなかった。しかしながら、

近年では、アンギノーサス群レンサ球菌が関連した疾患

について臨床現場から相次いで報告されるようになり、
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本菌群のヒトに対する病原性について注目されるよう

になってきた（１）。しかしながら、ヒトに対する病原性

レンサ球菌としてこれまでに国内外において数多くの

研究が成されている A 群レンサ球菌（化膿性レンサ球菌、

Streptococcus pyogenes）やB群レンサ球菌（S. agalactiae）、

肺炎球菌（S. pneumoniae）、さらにはヒト口腔内に存在

して齲歯との関連が報告されているミュータンス菌（S. 

mutans）などと比較すると、アンギノーサス群レンサ球

菌に関する研究は非常に乏しく、その病原性の実態につ

いては明らかではない。 

 このような状況の中で、我々の研究グループでは、ア

ンギノーサス群レンサ球菌に属する S. intermedius が、ヒ

ト細胞に対して特異的に作用する膜孔形成性のタンパ

ク質毒素であるインターメディリシンを産生するとい

うことを報告（２）し、アンギノーサス群レンサ球菌にお

ける細胞障害因子（病原因子）の存在を明らかにした。

ところで、S. intermedius 以外のアンギノーサス群レンサ

球菌においても、血液寒天培地上での培養で明瞭な溶血

斑を形成する株の存在が実験的に確認されていた。長ら

くの間この溶血性を担う原因因子については不明であ

ったが、我々は、この溶血因子が、化膿性レンサ球菌群

が産生するペプチド性の溶血毒素であるストレプトリ

ジン S のホモログであるということを見出した（３）（４）。

このアンギノーサス群レンサ球菌におけるストレプト

リジン S ホモログの発見は、本菌群における新たな病原

因子の存在を明らかにしたのみならず、このホモログを

コードしている遺伝子群である sag operonの染色体上に

おける存在位置に関する検討結果より、アンギノーサス

群レンサ球菌の病原因子遺伝子の獲得による病原性進

化の可能性を示唆するような情報も得ることができた。

本研究報告では、このような情報を踏まえながら、アン

ギノーサス群レンサ球菌の病原性進化の要因について

考察する。 

 

2. アンギノーサス群レンサ球菌の溶血特性 

 アンギノーサス群レンサ球菌の分類体系は以前より

混沌とした状態が続いていたが、近年の高精度な遺伝子

解析技術、特に次世代シークエンス技術の発展と普及に

伴って、その分類体系はかなり整理されてきた。現時点

での最新の分類体系では、アンギノーサス群レンサ球菌

は、S. anginosus については subsp. anginosus と subsp. 

whileyi、S. constellatusについては subsp. constellatus、subsp. 

pharyngis、および subsp. vivorgensis、そして S. intermedius

の、5 亜菌種を含む 3 菌種から構成されている（５）。こ

のうち、S. intermedius については、ヒト由来細胞の表面

に発現している GPI アンカー型膜タンパク質である

CD59 を受容体として作用する（６）コレステロール依存

性細胞溶解毒素であるインターメディリシンを産生し、

ヒト由来赤血球に対する溶血活性やヒト由来株化培養

細胞に対する細胞障害性を示す（２）（７）。それ以外の菌種

である S. anginosus や S. constellatus においても、その一

部の株で血液寒天培養により溶血性を示すことが認識

されていたが、S. intermedius とは異なってこれらの株は

コレステロール依存性細胞溶解毒素を保有せず、その溶

血因子は未知であった。しかしながら、我々の研究から

β溶血性を示す S. anginosus および S. constellatus 株の唯

一の溶血因子として、S. pyogenes が持つペプチド性溶血

因子であるストレプトリジン S のホモログの存在が明

らかになった（３）（４）。これらの知見を踏まえて、アンギ

ノーサス群レンサ球菌における溶血特性について再度

整理した結果を Fig. 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Classification of Anginosus group streptococci and 

their hemolytic property. *, These species are composed of 

the strains that indicate non-hemolysis or streptolysin S 

homolog-dependent -hemolysis; **, All of strains show 

-hemolysis by streptolysin S homolog; ***, All strains show 

the human specific -hemolysis by intermedilysin. 

 

 ストレプトリジン S ホモログを産生することによっ

てβ溶血性を示すアンギノーサス群レンサ球菌に注目

すると、属する全ての株がβ溶血性を示す S. anginosus 

subsp. whileyi や S. constellatus subsp. pharyngis および

subsp. viborgensis に対し、S. anginosus subsp. anginosus お

よび S. constellatus subsp. constellatus においては溶血性

を示す株と示さない株が存在する（Fig. 2）。 

S. constellatus 

subsp. constellatus * 

subsp. pharyngis ** 

S. anginosus 
subsp. anginosus * 

subsp. whileyi ** 

S. intermedius *** 

subsp. viborgensis ** 
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Fig. 2 Streptolysin S homolog-dependent hemolytic property 

of -hemolytic and non-hemolytic Anginosus group 

streptococci. Each culture of -hemolytic and non-hemolytic 

strain was spotted onto the agar plate containing 5%(v/v) of 

horse blood and incubated at 37C under 5% CO2 condition. 

 

 これに注目し、ストレプトリジン S ホモログの産生に

関わる遺伝子群である sag operon（Fig. 3）の染色体上に

おける存在位置についての検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 The genes composing sag operon for the production of 

streptolysin S homolog: sagA(s) encode pro-form of 

streptolysin S (designate as “SLS pro-form”), sagB to sagE 

encodes the proteins required for the functional maturation of 

streptolysin S homolog, and sagG to sagI encodes the 

proteins related to the secretion of streptolysin S homolog 

into the extracellular milieu8) 9). The exact function of the 

product encoded by sagF has not known yet, though it is 

suggested to function as an immunity protein. A, The 

diagram of sag operon for -hemolytic Anginosus group 

streptococci except for S. anginosus subsp. anginosus ; B, 

The diagram of sag operon for -hemolytic S. anginosus 

subsp. anginosus. 

 

3. ゲノム上における細胞障害因子遺伝子群の 

存在位置 

 β溶血性を示す S. anginosus subsp. anginosus と S. 

constellatus subsp. constellatus の sag operon の周辺配列を

サンガーシークエンス法によって明らかにし、その周辺

配 列 に つ い て 、 National Center for Biotechnology 

Information（NCBI：http://www.ncbi.nlm.nih.gov/）のデー

タベース上に登録されている S. anginosus subsp. 

anginosus と S. constellatus subsp. constellatus の非溶血株

のドラフトゲノム情報との相同配列を、BLAST プログ

ラム（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/）を用いて比

較検討した。その結果、β溶血性アンギノーサス群レン

サ球菌における sag operon の存在位置は、sag operon を

保有しない S. anginosus subsp. anginosus と S. constellatus 

subsp. constellatus のある特定の領域に挿入された位置関

係になっていることが明らかとなった（Fig. 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 The diagram about the genomic loci comparison for 

sag operon of -hemolytic Anginosus group streptococci. 

The sag operon is shown by box with a diagonal line. The 

region suggested to encode insertion sequence is also shown 

by box with black. This figure is modified based on the 

information from reference No. 4. 

 

 また、S. anginosus subsp. anginosus と S. constellatus 

subsp. constellatus だけでなく、属する全ての株がβ溶血

性を示す S. anginosus subsp. whileyiと S. constellatus subsp. 

pharyngis、さらに S. constellatus subsp. vivorgensis におい

ても、種間でパターンに差異が確認されるものの、S. 

anginosus subsp. anginosus と S. constellatus subsp. 

constellatus と同じく、非溶血性アンギノーサス群レンサ

球菌の染色体上の特定の領域に sag operonが挿入されて

いることを示唆する結果が得られた（Fig. 4）。 

 さらに興味深いことに、この検討において、ストレプ

トリジン S ホモログの産生によってβ溶血性を示すア

ンギノーサス群レンサ球菌において、sag operon の近傍

に外界からの遺伝因子の伝播の形跡を示唆する insertion 

sequence（IS）の存在も確認された（Fig. 4）。よって、

S. intermedius 以外のβ溶血性アンギノーサス群レンサ

球菌では、ストレプトリジン S を産生する細菌、例えば

同じレンサ球菌である化膿性連鎖球菌群（S. pyogenes、

S. dysgalactiae subsp. equisimilis 、 S. equi subsp. 

3 kb  

-hemolytic 
strain  

non-hemolytic 
strain  

-hemolytic 
strain  

non-hemolytic 
strain  

A 

B 

sagE sagD sagC sagB sagG sagH sagI sagF sagA(s) 

(for maturation) (for secretion) 
SLS 

pro-form 
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zooepidemicus 、 S. equi subsp. equi 、 S. iniae 、  S. 

pseudoporcinus など）から、sag operon を何らかの要因お

よびメカニズムで自身の染色体内に取り込んだという

可能性が考えられた。 

 ところで、S. intermedius 以外のβ溶血性を示すアンギ

ノーサス群レンサ球菌のβ溶血性を規定しているスト

レプトリジン S ホモログの産生に関わる sag operon であ

るが、この sag operon を構成する各遺伝子（β溶血性 S. 

anginosus subsp. anginosus においては 10 遺伝子、他にお

いては 9 遺伝子；Fig. 3 参照）の遺伝子配列における相

同性は、アンギノーサス群レンサ球菌内で高度に保存さ

る傾向（相同性：76%〜99%）が確認された（４）。よって、

β溶血性アンギノーサス群レンサ球菌が保有する sag 

operon は、アンギノーサス群内でも他の種に伝播してい

る可能性が考えられた。 

 

4. 病原因子遺伝子の取り込みによる 

常在菌における病原性進化の可能性 

 細菌の菌種間および菌株間における遺伝因子の伝播

に携わる因子としては、一般的に可動性遺伝因子

（Mobile Genetic Element, MGE）（１０）と称される分子が

ある。これらには、細菌の染色体上を転移する遺伝因子

であるトランスポゾンや、環状二本鎖の遺伝子構造を有

するプラスミド、細菌に感染性を示すファージ（バクテ

リオファージ）、さらには細菌の生育環境中に存在する

様々な由来の環境 DNA（遊離 DNA）などがあり、これ

らの可動性遺伝因子は、薬剤耐性遺伝子の菌株間および

菌種間における伝播を担う因子として問題視されてい

る。このような可動性遺伝因子は、我々が予想しないよ

うな変異株（形質転換株）を新たに生み出してしまう可

能性を持つ因子である。 

 しかしながら、アンギノーサス群レンサ球菌における

可動性遺伝因子の研究は、世界的にもまだほとんど成さ

れておらず、未知の領域である。加えて、アンギノーサ

ス群レンサ球菌においては、染色体上に存在する

comCDE オペロンの構成遺伝子である comC の翻訳産物

として産生される受容能促進ペプチド（Competence 

Stimulating Peptide, CSP）の作用によって菌体内への外来

遺伝因子の取り込み能が亢進するという特性を示す（１１）

ことや、アンギノーサス群レンサ球菌と同じくヒト口腔

内に常在しているレンサ球菌であるミュータンス菌（S. 

mutans）では、バイオフィルム（細菌、およびその細菌

が産生する多糖類などの代謝産物により固相表面に形

成される細菌集合体）内での特殊環境において形質転換

効率が上昇するという報告も成されている（１２）。このよ

うな報告から推測すると、ミュータンス菌と同じくヒト

口腔内に常在するアンギノーサス群レンサ球菌におい

ても、バイオフィルム内で細菌間の密接な接触状態が生

じて外来遺伝因子の取込みが促進され、そのような状況

の結果として、病原因子を産生するように進化した新た

な病原性アンギノーサス群レンサ球菌が誕生している

可能性が考えられた。現在、我々のグループでは、アン

ギノーサス群レンサ球菌における可動性遺伝因子に関

する研究を積極的に進めており、この可動性遺伝因子の

存在と本菌群の病原性進化、特に細胞障害因子遺伝子や

薬剤耐性遺伝子の伝播に起因した進化について、引き続

き検討を進めている。 

 

5. まとめ 

 今日、新たに見出された病原体（ウイルスを含む）に

よる感染症（新興感染症）のみならず、ヒトに常在して、

低病原性あるいは非病原性の日和見菌であると認識さ

れていたような微生物を起因とした感染症や疾患の報

告が頻見されるようになってきた。これには、例えば、

他疾患の発症や治療に伴う易感染性宿主の増加など、宿

主（ヒト）側の変化による要因に加えて、微生物検査の

技術や精度の向上に伴う高感度で高精度な病原菌の検

出など、今日の微生物検査の向上による要因も大きい。

さらには、これまでは低病原性もしくは非病原性の常在

菌として認識されていた細菌における外来遺伝因子の

獲得による病原性の進化も、決して無視することができ

ない。特に、日常生活において、様々な環境因子や微生

物との接触頻度が高い口腔内の環境においては、そのよ

うな特殊環境が確立される可能性が高いと考えられる。

今回の検討により、一般的には病原菌とは認識されてい

ないヒト口腔常在菌であるアンギノーサス群レンサ球

菌において、細胞障害因子（ストレプトリジン S ホモロ

グ）を産生する株が存在することが明らかとなったこと、

また、それらが保有する細胞障害因子をコードしている

遺伝子群（sag operon）の他菌種からの伝播および同一

菌群内での伝播の可能性も示唆された。今後も、現在進

めている検討を継続および発展させ、そのメカニズムを
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明らかにすることにより、将来的には感染症の制御や予

防に貢献できるような知見を臨床現場にフィードバッ

クできればと考えている。 
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