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【目的】サイ トカインには造血因子のように血流を介 して遠隔月蔵器に作用するものとPDGF

家系分子やケモカインのようにヘパ リン親和性モチーフを介 して分泌局所に濃度勾配を形威 し

て作用するものがある.エリスロポエチン (EPO)は赤血球系造血因子として発見 されたが,

血管内皮 ･心筋 ･中枢神経などにも作用L細胞保護的に働 く.エ リスロポエチンにヘパ リン親

和性モチ-フを導入することで組織外マ トリックスおよび血管内皮への特異的結合性を9-良,

EPOの細胞株讃作用に有用な特性を付加することを目指 した.

【方法と結剰 ヒトEPOの cDNAの3'一末端に合成プライマ-を用いてヒ トPLGFのヘパ リ

ン親和性モチ-フcDNAを追加 し,制限酵素を用いてバキュロウイルスベクタ-に組み込んだ.

昆虫細胞発現系を用いた無血清培養によりヘパ リン親和性 EPO 行hHEPO)を含む培養上清を

大量に収穫 した.限外洩過により濃縮 し,ヘパ リンセファロースカラムを用いてアブイニチイ

-精製 した.EPO依存性白血病細胞株に対するrhHEPOの増殖活性はrhEPOとほぼ同等であ

った.正常マウスに筋肉内授与 して造血作用を観察 したところ,rhEPOでは 1週間後にヘモグ

ロビンのピークを迎えたが,rhHEPOでは2週間目でもヘモグロビンの増加を観察 した,マウ

ス下肢虚血モデルの治療実験ではrhHEPO筋肉内投与により血流の改善が抑制された.

【結論】組織内に授与 したrhHEPOは組織外マ トリックスに貯蔵 され徐々に血中へ放出され

ることで長期に伴用する造血活性を示 したと推測された.また優先的に組織外マ トリックスの

ヘパ リン様物貿のスルフォ基を占拠することでVEGF,FGF-2などの血管増殖因子の組織内蓄

積と濃度勾配の形成を阻害 し血管新生阻害活性を示 したと推測された,rhEPOには腫癌血管新

Reprintrequeststo:MasatoMoRIYAMA 別刷請求先 :〒951-8510 新潟市中央区旭町適 卜 754

FirstDepartmentof王nternalMedicine

Ni短aもaUniversityGra血ateSchoolofMedical
andDentalSc主ences

1-751AsahiTllilL･hi-(loriChu｡-ku.

Niigata95巨 8510Japan

新潟大学医学部第 --内科学教室 森山 雅人



564 新潟医学会雑誌 第 123巻 第 11号 平成 21年 (2009)11月

生倖用を介した腫癌増殖榊羽が懸念されているが,rhHEPOは腫癌の増殖を伴わない義期作用

性 EP0製剤として臨床応用できる可能性が粛 唆された.

キーワード:エリスロポエチン,組織保護作札 プロテオグリカン,ヘパリン親和性モチ-フ,

ヘパリン親神性エリスロポエチン

緒 霞

腎は血液と尿の性状を同時にモニターするのに

適 した臓器であり,晒乳類では全身性の低酸素 ･

貧血に反応 して腎の傍尿細管間質に存在する神経

細胞様の細胞からエリスロポエチン (EPO)の分

泌がおこり,血流を介 して骨髄における赤血球造

血を克進 させる1).EPOは赤血球系有核細胞の生

存因子であり,低酸素 ･貧血のない状態では腎か

らの EPOサ-ジ (エ ン ドタリン)は起 こらず,

骨髄内部で恒常的に分泌 (パ ラタリン)されてい

るEPOによって赤血球造血が維持 されていると

考えられる2).EPOのエンドタ リンおよびパラタ

リンのシステムは脊椎動物の進化のごく初期より

存在 している.魚類には肺循環がなく単心房単心

室であるため,全身性の低酸素を感知するには心

臓が適切であり,ゼブラブイシュの成体では主に

心で EPOの産生が行われ 3),造血は主に腎で行

われる4).腎および脳でもEPOの産生が見られ

る.脳および心にもEPO受容体 (EPOR)が多量

に発現 しているが,これは晒乳動物の場合と同様

に非造血系細胞に由来 している.従って造血に関

与す るEPOの産生 は心 (エ ン ドタリン) と腎

(パ ラタ リン)が併存 し,非造血系に関与す る

EPOの産生は心と脳で行われる (いずれもパラ

タリン上 両生類では晒乳類の胎児造血 と同様に

EPO分泌および造血が肝で行われる (パラタリ

ン)が,非造ぬ系に関するEPOの産生系は魚類

から哨乳類までよく保存 されている.非造血系に

おけるEPO/EPORシステムが見られるのは主に

脳 ･心および血管であり,これらの臓器における

虚血 8炎症などによる障害に対するEPO投与によ

る臓器保適確用の臨床応用が期待されている5ト 7)

ヒ ト腎由来EPOは 165ア ミノ酸残基からなる

糖タンパクで,3つの N-型糖鎖と1つの 0-型糖

鎖をもつ.EPO･G-CSF･IL-6などの l型サ

イ トカインは主にエ ンドタリンシステムに参加

し,分泌細胞から速やかに血中へ移行するため,

組織親和性 を欠 く.これに対 し,ケモカイン

(MIPlαなど)や PDGF家系分子 (VEGFなど)

の多くは塩基性アミノ酸側鎖 (アルギニンおよび

リシン)がクラスターを形成するヘパ リン親和性

モチーフを持ち,細胞外マ トリクス成分のプロテ

オグリカン (PG)のスルホ基に結合することで

組織親和性を示 し,分泌細胞を中心としたサイ ト

カインの濃度勾配を形成 し,標的細胞に対する位

置情報 を与えることで細胞遊走の方向付けを行

ラ.また血管内皮を初めとする多くの組織細胞は

表面にサイ トカイン受容体と近接 した位置にシン

デカン (膜発現型の PG)を発現 し,組織親酢性

サイ トカインとその受巻体の相 猛作用を制御す

る,

われわれはEPO分子にヘパ リン親フ酢陸モチ-

フ を導 入 す る こ とで ヘパ リン親 和 性 EPO

(HEPO)の合成を試みた,HEPOは筋注または

皮下注によりEPO徐放製剤として利用できる可

能性があり,また61L管内皮親和性によりEPOの

血管保護作用を増強できることを期待 した.最初

にマウスEPOの cDNAの 3'1末端にマウス胎盤

増殖因子 (PLGF)のヘパ リン親和性モチーフの

cDNAをつなげた合成 cDNAを作成 し,COS細

胞 を発現系 として rmHEPOを作成 したところ,

強いヘパ リン親和性を示すことが確認 された.そ

こで rhHEPOの作成 とその生物学的特性の解析

を開始した.ペプチ ドの精製を容易にすることを

目的として,無鋸 責培養が可能なバキュロウイル

ス ･昆虫細胞の発現系を用いた

材料と方法

ヘパリン関連分子の IllRN;l発現解析

ヒト各種細胞におけるヘパリン関連分子の発現
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表I Sequencesofprimeystoanalyzeh悶manPrimaryculturedcells

.Name '5-PrimeTもsenee) ー3-PrimcrtantiSPnrビ)

Syndeean-1 age去唱gae書te銑ee音を鴨a議ae e汲t芸唱aatteetee噌tt鴨gtg

Syndeean-2 gilt竿tilgitg哨ーぐL:哨岬CtgilC aa音tgeaa漣gaga挽ageeaa青鯛e

トTndccim-3 agaagaagilgaCeaCaeaaeCag eeをeatectttをtc総eat議Cgaを

Svndeean-4 挽ate鴨atgactttgagetgfe鴨 taeatga酢重唱tagg疎te凍罵g議ag

CollagenJlS gtaeaagggagagat噌gct触 itil｡tgil叩ililiIPcililiICggilitiI

VECF-A a音卵ae総te鴨etgtettgggt getefatet批榊gg着だ噌e論t

PLGF g音ea鴨aggetがtccettg cagaaegg如ctttL唱ga那tg

EPOR ilaでt三lnlgぐttでtぐぐtilt:ぐitgCtC gagacがca鴨gg鴨tc毛e崩g

分布を理解するために以下の解析を行った.購入

したヒ ト磨帯静脈血管内皮細胞 (HUVEC:Lonza,

Walkersvilie,MD),ヒ ト肺動脈 血管 内皮細胞

(HPAEC:Lonza), ヒ ト冠 動 脈 血管 内皮 細 胞

(HCAEC:Cel漫Applieations,SamDiego,CA),ヒト

冠 動 脈 血 管 平 滑 筋 細 胞 (HCASMC:Cell

Applications),ヒ トむ臓線維芽細胞 (HCF:Cell

Appl豆cations),およびヒ ト骨格筋細胞 (HSkMC:

CeilApplications)は培養を行わず,そのままRNA

を抽 出 し,既報の とお りrea卜timequ.antitative

RT-PCR (QRT-PCR)法を用いてmRNAの定量

を行った 8).表 lに QRT-PCRに用いたプライマ

-配列 を 示 す .QRT-PCRに は LightCycleT

(Roche,Indianapoiis,IN) を用 い,95℃ 5秒 ,

60℃ 15秒,72℃ 13秒を1サイクルとし計 45サ

イクル施行した.総 RNAltLgあたりの各 RNAの

コピ-数を計算 した.

rhHEI'()のベクターの作成

シグナル配列を含まないヒトEPOの cDNAを

565

組み込んだCHO細胞発現用プラス ミドを中外製

薬より供与 された.制限酵素 EcoRIによりEPO

の cDNAを切 り出 し,表 2の Primerを用 いた

PCR法によりrhHEPOの cDNAを作成 した.作

成 した cDNAの構築は,5'弓 sphl 切断配列ト

(シグナル配列 を含 まないヒ トEPOの cDNA全

義)-(ヒ トPLGFのヘパ リン親和性モチ-フの

cDNAト (終始コドン)弓 EcoRI切断配列ト3'であ

る.PCRバンドを切 り出し,塩基配列を確認 した

の ち,PMIBBaeulovin又SVectorHnv呈trigen杜)

に制 限 酵 素 (5':SphI,3':EcoR王) を用 い て

rhHEPOの cDNAを挿入 し (図 l),型のごとく

大腸菌 JMIO9株 (Takaraバイオ)に導入 し,複

数のクローンを得,塩基配列の確認により正 しい

向きに正しい配列で挿入 されたタロ-ンを得た.

この大腸菌 クロー ンを型 の ご とく増 殖 させ,

QuantumPrep,PiasmidMaxiprepKit(BIO-HAD

社)を用いてベクターを精製 し,キットを用いて

ミラタリン処理を行い (MiraCLEAN,Endotoxin

RemovalKit,Mirus社),OD260で DNA濃度を測
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表2 Sequencesofprimersandtheresultedpolypeptide

l.T(川ddSph-IsiI…llthtt5-lIet■millLJ…rE]'OLIIINA.

5'prlmer:

ttaatggeatgetageeeeaeeaegCCtCaをe鴨鴨ile

ll.Toill(HlgこItLIcl)NAIlt'humilTIEI-()olllhtt3'-ItlI･Tllinuゝ､yiI11ill)N̂ orI-L(;ド

h叩iH-iIトbi11diTlgmOtifこHldECllRlnL,I

3'pl-imLIT.ll:

t書ctetfeeeee噌eccttgggteteeteettctgtcceeigtcCtge主唱酢ete

j､lIriTlltl .一三:

ggeagte鴨噌ggtetc鴫cttctctetectcCtcttceecc穏ccettgggをe

l､primn.-31'

g捜gaaftectfteeteeggggaaCageatCgCCgCaCagg噌geaがefgtgggtetctgettet

IH.Resu触dpcptidesequence･

N'-( F,L'0:165A.･l )-tPl一(;Fh叩iHliTl-billdiTlgnlOrir..30AAト (I-

N'-ド--LFRVYSNFLRGKLKLYTGFJACRTGL)ド

i RRRPKGRGKRRREKQRPrrr)CHLCGDAVPRRト CT

l四 ⑳鼻

HEIMニト1ぐ)nCYbeemeli川nseCreHonslgnC)t

図I hHEPOのcDNA発現用に用いた

pMIBベクターの構造

定 し,-80℃で保存 した.

rhHEPOの発現系と精製

発現細胞は昆虫細胞株 HighFive Hnvitrogen

礼)を用い,培養液は無血清培養液 ExpressFive

(Invitrogen社)を用い,BioCoat,Collagen-Ⅰボ ト

ル (BD社)による付着細胞系でRoomAir,28℃の

条件で培養した 融解した保存ベクタ-をFuGENE

HD Hnvitrogen社)を用いて昆虫細胞に導入し,

培養上清を収穫 した.上清からMILLEX-壬iA,0,45

1'1m (Millipore社)を用いて粒子を除去 したの

ち,濃縮フィル タ- AmiconUltra-15,Ultrace1-

10k (Millipore社)を用いて 10kD以下の分子を

取 り除く濃縮を行った,

㌻hHEPOの精製 には Heparin-Sepharosegel,

pre-paeked カ ラ ム (HiTrap Heparin, GE
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Amersham社)を用いた.カラムを1MTrisbuffer,

pH7.5で置換 してから,濃縮培養上清を注入 しサ

十分巌の1MTrisbufferでカラムを洗ったのち,

1M NaC漫+ 0.30/0BSAinlMTrisbuffer,pH7.5

で rhHEPOを回収 した.回収 した部分精製液 を

Ultraee1-10kを用いて濃縮 し,hEPOELISAkit

(R&D社)で濃度を測定 し,10/1g/mlのrhHEPO

溶液を得た.rhHEPOのcDNAを組み込まないベ

クタ-を同じ方法で細胞に発現 させ,回収 した培

養土滴を同じ方法で濃縮精製したものをコン トロ

ールとして用いた (Mock).

Invitro赤芽球造血活性の検討

HEPOの造血活性を各種の EPO誘導体と比較

した.エリスロポエチン (rhEPO),アシアロエリ

スロボエチン (rhAEPO)およびカルバ ミルエ リ

スロポエチン 行hCEPO)は中外製薬より供与 さ

れた.EPO依存性白血病細胞株 AS-E2は中外製

薬より供与された.HEPOのヘパ リン親和性を検

定 す るた め,次 の実験 を行 っ た,0.1mlの

HeparinAgaroseGel(Sigma)を PBSで十分に

洗 浄 したの ち 1mlの PBSに浮遊 させ た.16

IU/mlの各種 EPOを含む溶液 0.5mlに上記の

Gel浮遊液を0.1ml加え,一夜静置 した このう

ちそれぞれ 0.15mlを十分洗浄 し,1mlのIMDM

(GIBCO)with200/aFBS(Inv呈trogen)に浮遊 さ

普,1× 105コの AS-E2細胞 を加 え,12well

plateで5日間培養 し,細胞数を測定 した.

つぎにHEPOの imvitro造血活性力価を比較す

るため,各種濃度の HEPOのAS-E2増殖活性を

検 討 した.2× 104/mlの AS-E2細胞 1mLin

IMDMwith20% FBSに,10-0.003ngのEPO

またはHEPOを添加 し,24wellplateで4日間培

養 L細胞数を測定 した.

Invivo赤血球系造血活性の検討

我 々 の 施 設 で は これ まで ,EPO誘 導 体

(rhEPO,rhAEPO)の造血活性の検討にICRマウ

スを用いてきた (特許第 4200509号 :EPO誘導

体含有血液関連疾患治療剤)事HEPOとの比較お

よび投与量の決定のため,今回 もICRを用いた.

567

チャ-ルスリバ- (Yokohama,Japan)より雄 8

適齢の ICRマウス (30-35g)を購入 し実験に用

いた.2,Opg/kgBWのrhEPOまたはrhHEPOを

daysO,2,4の 3軌 左下肢大腿部に筋注 し,day

7に採血を行った群とday14に採血を行った群で

検血データの比較を行った,

Imvivo血管新生阻害活性の検討

ICR等のgjマウスは虚血に弱 く下肢脱落に至る

場合が多く,下肢の生存曲線の作成には向 くが,

血流改善の観察には不向きであるため,虚血に強

いC57/BLマウスの自然回復モデルを用いた. チ

ヤールスリバ- (Yokohama,Japan)より雄 8適

齢のC57/BLマウス (20-25g)を購入 し実験に

用いた.すべての実験手月順は GuidefortheCare

andUseofhboratoryAnimals(NIHpublication

No.86-23;Nationallns軌uteofHealth,Bethesda,

MD)に基づき無菌的に行われた.マウスをケタ

ミン (60mg月唱BW)およびキシラジン (6mg/

kgBW)の腹腔内投与により麻酔 した.Isnerの

方法に準 じ左下肢の中間部に皮膚切開を加え,也

管 を露出 した 腑 .大腿動脈起始部を結紫ののち

その末梢の伏在動脈を紡糸 し,その他の側枝を剥

離 して本管とともに切除 した,

虚血作成の DayOおよび Day3(2回投与群),

またはDayO,2,および4(3回投与群)に 2声g/

kgBW の血EPOまたはrhHEPOを虚血下肢筋肉

内に投与 した.

下肢虚血作成 7日後に下肢血流測定 をレーザ

ー ド ッ プ ラ ー moorLD日 Moorlnstruments,

Wilmington,Delaware)を用いて行った.レーザ

- ドップラーで取 り込まれたデ-タは,moorLDI

解析 ソフ トによって両側下肢 Fluxを測定 し,虚

血左 ド肢 Fluxの健側 右下肢Fluxに対する比を虚

血下肢血流の代表値として用いた.虚血を作成 し,

薬剤の筋肉内授与を行わないマウスの虚血作成

24時間後 (Dayl)の ドップラー比を測定 し,比

較に用いた.

統計

各群の測定値は mean±SDで表記 し,多群間
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図2 ヒト細胞における各種 mRNA発現量 (コピ-数/雄 総 RNA)

Htm C :膳帯静脈血管内皮,HPAEC:肺動脈血管 内皮,HCAEC :冠動脈血管内皮,

HCASMC :冠動脈平滑筋,HCF:心線維芽細胞,HSkMC:骨格筋

の比較 (ANOVA)はFisher法により差の検定を

行い,p<0.05をもって有意とした.

結 果

ヒト各種細胞におけるヘパリン関連分子の発現

解析結果を図 2に示す.ヒトでは4種のシンデ

カン (Synd-1から4)が知られている.VEGFお

よび PLGFは,ヘパ リン親和 空モチーフを介して

PGに結合する代表的な血管新生国子であり,エ

ンドスタチン (Collagen-18の C末端)はカルシ

ウム依存性にPGに結合 しVEGFの活性を阻害す

る.

内皮は 喜:_に Synd-3と-4を発現 し,線維坪細

胞 と骨格筋はすべての Syndを発現 していた.辛

滑筋 ･線維芽細胞 ･骨格筋はVEGFを産生 して

内皮 を恒常的に維持 し,内皮および骨格筋は

PLGFを産生 して平滑筋を恒常的に維持するよう

に思われた.平滑筋にはエンドスタテンの発現妄;-.

が少なく内皮とのVEGFを介 した相互作用が阻

害 されにくいようである.肺動脈血管内皮のEPO

発現巌は少なく,平滑筋のEPOR発現量は少なか

った.

IIEPOの造血活性

ヘパ リン親和性の検討結果を図3に示す (n-
3).rhHEPOのみがゲルの洗浄後もヘパ リンアガ

ロ-スゲルに吸着したまま残留 し,かつゲルに吸
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A
1 2 3

1 1 3 4 5 6

図3 rhHEPOのヘパリン親和性の検討

A:倒立顕微鏡橡∴大きい粒子はヘパリンアガロ-スゲル,小さい粒子は

AS-E2細胞.B:同じもののMay…Giemsa染色像 (HEPO添加).C:AS-

E2細胞数.1:i-hEPO,2:rhAEPO,3:rhCEPO,4:rhHEPO,5:

Mock,6:無添加.HEPOのみがゲルに吸着してAS-E2細胞を増殖させた.

著 した状態の構造でもEPO活性が保存 されるこ

とが示 された.

EPO依存性細胞株 AS-E2の EPO濃度依存性

増殖曲線 を図 4に示す (n==3).EPOと同様 に

HEPOも約 3ng/mまで最大生物活性 を示 した.

HEPOの生産 および精製の過程 において HEPO

がプラスチック容器の表面に吸著 しやすい性質を

もつことが分かっていた.HEPOが低濃度で急速

に活性の低下を示 したのはおそらく培養容器表面

にHEPOが吸着 されたためと考えられる.rhEPO

の 4つの糖鎖はその非還元末端がすべてシアル酸

で終止 しているのに対 し,われわれの作成 した

yhHEPOは昆虫由来で糖鎖の非還元末端がすべて

マンノースで終止 していることがプラスチック基

材との親和性に強 く寄与 している可能性がある.

健常マウスに対するinvivo造血活性 を図 5に

示す.rhHEPOと同じ量から同じ方法で精製 した

Mock濃縮液の相当分をコン トロ-ルとして用い

た.ま群 6匹で行い,感染 ･脱水などの個体 (計 3

匹)を除外 して解析 した.各群の最終的な解析個

体 数 は,Day7:5(血EPO)チ6(rhHEPO),6

(controD,Day14:4(rhEPO),6(rhHEPO),6

(log,/mI)

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

569

図4 AS-E2細胞のEPO依存性増殖曲線

○:rhEPO,●:rhHEPO,A:Mock.

AS-E2細胞の増殖活性でみたsubmaximal

doseは,EPO ･HEPOともに約 3mg/mlで
あった.
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FIuxRこltio

7 14 (days)

図 5 1CRマウスを用いた造血活性の検討

2j}g/kgの EPO誘導体をDaysO,2,4の

3回,左 F肢に筋肉内接をし,Day7または

Day14に血中Hb濃度を測定 した.

誓 :rhEPO,灰 :rhHEPO,自 :control

(Mock).EPO投与によるHbの 上昇は day

7でピークとなったが,HEPO投与ではDay

14でもHbの と昇が見られた.

(contr0号)である.投与灘 の個体 (n- 8)を比較

のために示す.rhEPOの投与では7冒目にHbの

ど-クが観察され,14日目には既にHbが低下し

ているが,rhHEPOでは 14日目でもさらに Hb

が上昇し,徐放性 EPOであることが示された.

HEPOの虚血下肢に対する作用

C57/BLマウスの下肢虚血自然回復モデルに対

する介入実験の結果を図6に示す.2回筋肉内投

与の最終解析個体数は 9 (rhEPO),6 (rhHEPO),

9 毎ontro畑 3回筋肉内投与の最終解析個体数は

6 (rhEPO),7 行hHEPO上 6 (control)であっ

た.さらに筋肉内投与を全く行わないマウスで虚

x2 x:I

7 (dilySl

図6 C57/BLマウスの下肢虚血モデルを用

いた血流回復測定

レーザー ドップラ-比により虚血下肢の血

流を比較 した.

黒 :rhEPO,玩 :rhHEPO,良 :contro豆,

血作成 24時間後 (Dayl)での ドップラ-比の測

定を行った 玩 -5).

筋肉内授tij･を全く行わないマウスでは虚血稚威

24時間後に全個体で下肢のチアノ-ゼが観察 さ

れた.EPO群および Controま群では強い血流の回

復が観察 され,2回筋注群よりも3回筋注群で血

流改善効果が高かった.これは所謂針治療に類似

した効果と考えられる.実際,慢性下肢虚血患者

に対するVEGFアデノウイルスベクタ-筋肉内

投与を用いた血管再生治療臨床研究ではVEGF



森山:ヘパリン結合性エリスロポエチンの作成とその生物学的特性の検討

遺伝子治療によるJjfの効果が観察 されたが,プ

ラセボ授与群でも効果が見られ 有意差が出なか

った 11).これに対 しrhHEPO投 与･群では有意な

血流回復抑制効果が観察 された.

考 察

糖鎖生物学の基礎研究領域ではこれまで常に我

が国が世界をリ- ドし続けてきた.糖鎖生物学の

進歩によりインフルエンザ感染の病態が次第に明

らかにされてきたが 12),臨床への トランスレ-

ションはほとんど行われていない,ポリペプチ ド

鎖と糖鎖からなる生体物質には糖 タンパク (GP:
グ リコプロテイン)とプロテオグ リカン (PG)

がある.GPの生物摩周の主体はポ リペプチ ド鎖

の構造にあり,N-型糖鎖や O-型糖鎖は付随的な

生物作用を付加する.これにたいLPGでは糖鎖

そのものに生物作用の主体があり,ポリペプチ ド

鎖は主に糖鎖の担体として機能 している.

Ⅳ一型糖鎖は小胞体でのペプチ ド鎖の合成中に

最初 trimannose型でアスパ ラギンに付加 され小

胞体シャペロンと相互作用してタンパクの ミスフ

ォールディンダを阻害するために機能するが,そ

の後ゴルジ装置内での複雑な経路を経て糖鎖の非

還元末端のガラク ト-スにシアル酸が結合するこ

とで糖鎖合成が終了する.ヒト腎から分泌される

EPOの糖鎖はすべてシアル酸で終止 しているが,

シアル酸 を持たないEPO(AEPO)もEPOの前

駆体やEPOの代謝産物 として存在 しており, α

(2-3)シアル酸転移酵素の制御によりAEPO

はパラタリンの EPOとして利用 されている可能

性がある 13).EPOの リシン残基をカルバ ミル化

した合成 EPO誘導体 であるカルバ ミル EPO

(CEPO)を用いた研究により,脳 ･腎 ･肝に発現

しているEPO受容体 (EPOR)の構造が,赤芽球

に発現しているEPORと異なることが示された14)

赤血球系細胞ではEPOがEPORのホモ2量体化

により細胞生存因子として作用するが,脳 ･心な

ど の 骨 髄 以 外 の 臓 器 細 胞 に は 最 初 か ら

EPOR/CD131のヘテロ2量体が発現 しており,

EPOはこれ らの臓器に対する保護作用 を示す.
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CEPOは造血作用を欠 くが,そのメカニズムは

EPORとCD131のそれぞれの細胞外 ドメインの

ランダム配列の長さの違いにあるようである7).

PGは細胞外マ トリックスの主成分であり,ま

たシンデカンなどの Ⅰ型腰タンパクとして種々の

細胞表面に発現 してヘパ リン結合性サイトカイン

の作用を制御 している.PGの糖鎖の多くは硫酸

へバランなどのヘパ リン様物質であり,一定のパ

ターンでスルホ化された2糖類の繰 り返 し構造で

ある.ヘパ リン結合性サイ トカインのヘパ リン親

和性モチーフ (HEM)にはアルギニン (R)や リ

シン (K)の塩基性側鎖がクラスタ-を形成 して

おり,側鎖のア ミノ基クラスタ-がPGのスルホ

基クラスタ-と結合することで,サイ トカインの

貯蔵や濃度勾配の形成を行っている.hVEGF-A

の C末端にあるHBMは小 さな逆行性 1号シー ト

とランダム配列からなり4コの Rがクラスター

を形成するのに対 し,コラーゲン一旦8の C末端断

片であるエン ドスタチンでは2カ所にあるそれぞ

れ 2コの Rがカルシウム依存性の立体構造変化

によって接近 LVEGFの HBMと同 じ構造 を形

成することでVEGFの組織内貯留や濃度勾配の

形成 を阻害 す ると考 え られ る.hPLGF-2の

HBMはやや大 きな逆行性 /?シー トで,9コの R
が3×3の四辺形を形威 し,低濃度でも強い生物

活性を示す.このような理由により,我々の設計

したhHEPOにはかなり強力なヘパ リン親和力が

見込 まれ,VEGFのみならず FGF-2などの各種

の血管新生園子とも競合して強い組織親和性と血

管新生抑制効果を示すことが予測 された.

EPOには組織保護作用があるだけでなく,弱い

ながら血管新生摩周が認められる 15).そのため

EPO投与が癌の腫癌性血管を発達させ,腺癌の増

大 ･浸潤 ･転移 を促進することが危慣 されてい

る 16).またEPOは組織に投与一しても速やかに血

中へ移行するため,EPO局所投与の有用な作用で

ある脳 ･肝 中腎 ･血管などの保護作用にも改善の

余地がある.HEPOには徐放性 EPOとしての特

性のみならず,長期作用性の組織保護作用や腫癌

性血管新生の阻害作用が見込まれる.
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