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研究成果の概要（和文）：
インテーメディウスは口腔常在菌のひとつで全身性の化膿性病変をひき起こす。一部の菌は線
毛を持っていた。この線毛遺伝子は線毛オペロンを形成し、４つの遺伝子を含んでいた。主要
な遺伝子は 486 アミノ酸からなっていた。アンギノーサスレンサ球菌郡の中では血清型ｇと
untypable だけがこの遺伝子を持っていた。ノックアウト変異体は唾液中での凝集活性は失っ
ていた。一方唾液凝集素への菌の付着活性は野生型と比較して 65％に低下していた。
研究成果の概要（英文）：
Streptococcus intermedius is an oral commensal and a cause of systemic pyogenic disease. A part of
the organism possessed curly-like fimbriae. Genomic analyses showed that the operon of the fimbriae
was a typical pilus gene operon and constructed of at least 4 ORFs. A fimI was predicted to be the
structural subunit encoding the 486-amino acid protein, FimI. Strains of the Streptococcus anginosus
group containing the fimI gene were restricted to serotype g and untypable,. Knockout mutants within
fimI did not participate in saliva-mediated aggregation either. The adherent activity of mutants toward
plastic wells coated with salivary agglutinin was about 65% that of the parent strain.
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清トランスフェリンが付着阻害活性を示す
ことを明らかにした。この反応は鉄イオンが
必要であった。現在、論文発表に向けて準備
中である。
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