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Abstract
We examined some simple disaccharides (Gal
GlcNH2) which had glucosamine residue at the reducing terminal and galactose residue at the non-reducing terminal, respectively. It was surprising that one of
6GlcNH2 (MelNH2), had suppressive activity against proliferation of human and other
them, Gala1
animal cancer cells, although other similar disaccharides showed no or moderate suppressive activity
1 and
against cancer cell proliferation. In our examinations, it was indicated that galectin
ribonucleoprotein molecules associated with the role(s) of this saccharide, Gala1
6GlcNH2. Also, it
should be emphasized that these proteins and saccharide commonly have important roles in vitro studies
using human, dog and mouse cancer cells. In this review, we present an overview of the center of our
research.
Key words: oligosaccharide, cancer cell, galectin, hnRNP A1
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はじめに

存在するものは細胞・組織間の情報交換としての役
目や，胃の粘膜等に見られるムチン（mucin，粘性

今回は，前稿（順天堂 スポーツ健康科学研究

糖蛋白質），関節等の潤滑液としての多糖類など組

第 2 巻第 4 号， 2011 年)9) の続きとして研究者等が

織の保護的役割が挙げられる1)．これら糖質は大き

生体内で特異的に生理活性（機能）を現すであろう

な分子になると糖鎖（sugar chain）等と呼ばれ，糖

と期待して合成した数種のオリゴ糖を中心にして，

鎖単独で存在することはなくタンパク質や脂質と複

それらの今後期待できる作用についてこれまで国内

合体を形成して複合糖質と呼ばれている．その糖鎖

外で報告されている類似の研究と著者らが進めてき

構造は非常に複雑かつ不揃いで，容易にはその構造

た研究の成果などについて述べてみたい．

を解明できるものではなかった．近年になって，切

前号で触れたように，オリゴ糖など糖質の生体内

り出したオリゴ糖や糖鎖を化学標識して高速液体ク

機能性について，一般的には細胞膜表面や細胞間に

ロマトグラフィーやマススペクトル等による構造解
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析が可能となり，大いにこの分野の研究に拍車がか
かったと言える22,29,30)．
しかし，これら糖鎖，オリゴ糖は受動的機能とい
う印象が強く，能動的な機能性という点についての
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研究は少ない．グルコサミン単体から構成されるキ

メリビオース（melibiose, Gala16Glc）という二糖

トサンオリゴ糖等はマクロファージの活性化を促し

類で蜂蜜，大豆，甜菜等に僅かに含まれる．その高

て，生体の免疫機能を高めることが明らかにされて

い保水力を利用して化粧品に配合されたり，アト

いるが26)，このような例はまだまだ少ない．

ピー性皮膚炎にも効果がある等の研究もなされてい

.

グルコサミン（Glucosamine, GlcNH2）
を持つオリゴ糖

ヒトを含めた動物から分離されたオリゴ糖類の中
で，グルコサミンを持つオリゴ糖類は未だ報告がな
い．発見されているのはいずれも天然型の Nアセ

る15,27)．このようにガラクトースとグルコサミンか
らなる二糖類で， Gala1 6GlcNH2 構造を持つのが
MelNH2（仮称メリビオサミン）という新規の機

能性オリゴ糖である．

.

新しい機能性オリゴ糖

チルグルコサミン（NActylglucosamine, GlcNAc）

メリビオサミンという二糖類の合成と研究が本格

を持つ仲間である．グルコサミンを持つ二糖である

的に始まったのは2002年で，その機能が発表された

ラクトサミン（ lactosamine, Galb1 4GlcNH2 ）の合

のは2003年（キチンキトサンシンポジウム・秋田）

成は，ウシに多量のグルコサミンを摂取
（静脈注射）

であった．この新規の二糖類ががん細胞の増殖抑制

させたところ，乳汁中にラクトサミンが検出された

作用を有することが明らかになってきた過程や背景

というものであるが，生体内でどのような反応によ

について述べて行きたい．

って合成されたかは不明である7)．考えられる合理

最初に，グルコサミンという単糖のがん抑制効果

的な合成経路は糖分解酵素（b galactosidase）の逆

について初めて報告したのが Quastel と Cantero24)

反応経路ではなく，生体組織や血流中に豊富に存在

である．彼らは Sarcoma 37 という腫瘍細胞を移植

す る ガ ラ ク ト ー ス 転 移 酵 素 （ b1 4galactosyltran-

したマウスにグルコサミンを投与すると，がん組織

sferase が働いて UDP
Gal＋Glc or GlcNAc→Galb1

の成長が阻害されることを観察した．これは急激に

Galb1
4GlcNAcの二糖類を作る)14)によるラ

成長するがん組織とグルコサミンの代謝系の間でエ

クトース又は Nアセチルラクトサミン合成と同様

ネルギー源である ATP の争奪戦が起こり，がん組

の経路と予想される．この合成反応は筆者等が糖供

織へのエネルギー供給が不足するためにがん組織の

与体として UDP Gal ，糖受容体として GlcNH2 を

成長が阻害されると考えられた．更に， Molnar と

用い，ヒト血清（b14galactosyltransferase が豊富に

Bekesi は in vitro 実験で，Ehrlich 腹水がんや Sarco-

存在する）を酵素源に in vitro （試験管やシャーレ

ma 180 腹水がん細胞にグルコサミン等のアミノ糖

内）で行った実験でもラクトサミンが生成される結

を添加すると細胞質の空胞化と核の崩壊という著し

果を得ている（未公表）ので，生体組織・細胞膜に

い変化をもたらすことを報告している19)．更に，彼

ある糖鎖構造の Nアセチルラクトサミン（Galb1

らはグルコサミンを継続的に静注することで，ラッ

4GlcNAc）の合成経路と同じと考えられる．ラクト

トに移植した Walker 256 がん肉腫が高い率で後退

サミンと同じ構成糖からなる二糖類であるアロラク

す る こ と を 観 察 し て い る20) ． Ichikawa 等 も ，

トサミン（Allo-lactosamine, Galb1
6GlcNH2）も，

mastocytoma P 815 （肥満細胞腫）細胞を 5 mM の

自然界に存在する N アセチルアロラクトサミン

グルコサミンと共に培養すると，がん細胞の増殖が

（AlloNacetyllactosamine, Galb1
6GlcNAc）と構造

著しく阻害され，グルコースの細胞内取り込みが減

が酷似し，研究者らが糖分解酵素の逆反応を利用し

少したり，細胞内 ATP レベルの低下が見られ，同

て初めて合成した．更に，このアロラクトサミンの

時に uridine nucleotide（ウリジンヌクレオチド糖

ガ ラ ク ト ー ス C1 側 鎖 で あ る OH 基 が a に 配 位

鎖合成系における糖供与体の骨格を成す）の減少や

し，グルコサミンの代わりにグルコースであるのが

UDP GlcNAc （ウリジン2 リン酸 N アセチルグ

4Glc or
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ルコサミン糖鎖合成課程における Nアセチルグ
ルコサミンを供与する）の蓄積を招くことを観察し
た12)．
そこで，著者等はヒトや動物に対するグルコサミ
ンの抗炎症作用やがん細胞（組織）に対する減少
（委縮）作用等に注目して，グルコサミンに生体内
機能特異性を持たせる方法を模索した．そして，ヒ
トや動物がほぼ普遍的に持っている糖結合性タンパ
ク質（レクチン lectin ）の働きを利用することで
可能になると考えて，GalGlcNH2 構造の二糖類合

図1

ヒト由来の慢性骨髄性白血病細胞（K562 cell）
の顕微鏡像（200倍）

図2

慢性骨髄性白血病細胞（ K562 ）に対する糖類
の影響
GlcNAc: Nacetylglucosamine, GlcNH2: glucosamine, LacNAc: Nacetyllactosamine, LacNH2:
lactosamine, AlloLacNAc: alloNacetyllactosamine, AlloLacNH2: allolactosamine, MelNAc: N
acetylmelibiosamine, MelNH2: melibiosamine,
Mel: melibiose, GalLacNAc: galactosylNacetyllactosamine, GalLacNH2: galactosyllactosamine
コントロールに対して有意（ p ＜ 0.01 ）に差
があることを示す．

成を微生物由来の a ガラクトシダーゼ（ a galactosidase ）や bガラクトシダーゼ（b galactosidase ）

の糖分解酵素活性の逆反応を利用することを試み
た．前回の稿で紹介したように，数種類の新規オリ
ゴ糖が合成され， in vitro でそれらオリゴ糖類のが
ん細胞に対する作用を探索することとした．
がん細胞は比較的扱いやすいヒト慢性白血病由来
細胞の K562（浮遊細胞）を用い（図 1），各オリゴ
糖ががん細胞の増殖を阻害するか否かについて観察
した8)．その方法について簡単に説明しておこう．
合 成 し た オ リ ゴ 糖 類 は LacNH2

( Galb1 

4GlcNH2), AlloLacNH2 (Galb1
6GlcNH2), MelNH2

(Gala1
，GalLacNH2 (Galb1
6GlcNH2，下図参照）
4Galb1 4GlcNH2 ) ,
GalLacNAc

MelNAc

( Gala1 6GlcNAc ) ,

(Galb1
4Galb1
4GlcNAc）等で，Lac-

NAc ( Galb1 4GlcNAc ） と AlloLacNAc ( Galb1 
6GlcNAc）は既に市販されているものを利用した．

や MelNH2 は有意にがん細胞の増殖を抑制すると
そ の 結 果 ， LacNH2, AlloLacNH2, GalLacNH2 等

いう結果が示され，中でも MelNH2 のがん細胞増

を細胞培養系に添加しても対照（ Control ）と比較

殖抑制作用は GlcNH2 よりも強いことが観察され

してがん細胞数は有意に減少することはなく，天然

た．図 2 でも解るように， LacNH2,

動植物由来の他の糖類（lactose, melibiose, glucose,

GalLacNH2 や LacNAc, AlloLacNAc, MelNAc, Gal-

galactose 等）でも同様にがん細胞の増殖を抑制す

LacNAc 等は期待したがん細胞の増殖を抑制する活

ることは観察されなかった（図 2）．一方，GlcNH2

性は認められなかった．

AlloLacNH2,
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単糖である GlcNH2 が中等度にがん細胞の増殖抑
制活性を示すが，Gal が a 結合することで生物学的
活性を大きく変化させてしまうことが明らかになっ
た．何故 a 結合でなければならないのかはこれか
ら解明しなければならない課題でもある．更に，
GlcNH2 が二個から五個連なったキトサンオリゴ糖

類のキトビオース，キトトリオース，キトテトラ
オース，キトペンタオース類についてもがん細胞増
殖抑制作用を調べたが，対照と比較して効果が認め
られるものは確認されなかった（図 3）．GlcNH2 が
連なったキトオリゴ糖が全くがん細胞に対する作用

図3

K562細胞に対するキトサンオリゴ糖類の影響
CH2: chitobiose, CH3: chitotriose, CH4:
chitotetraose, CH5: chitopentaose
コントロールに対して有意（ p ＜ 0.01 ）に差
があることを示す．

図4

ヒト正常細胞 HUC に対する糖類の影響
糖類は図 1 で用いたものと同様
コントロールに対して有意（ p ＜ 0.01 ）に差
があることを示す．

（増殖抑制）を示さなかったことは，がん細胞がこ
れらのオリゴ糖類の受容体を持たないということを
示唆し，逆に Gala1 6GlcNH2 に対する特異的な受
容体が存在することを示唆していると考えられた．
更に， Gala1 6GlcNH2 と全く同じ構成糖からなる
Galb14GlcNH2 や Galb16GlcNH2 等は何故がん細

胞に対する影響を示さないのか，今後明らかにしな
ければならない課題でもある．一方，この MelNH2
のヒト正常細胞への影響を明らかにしておくことは
重 要 な ポ イ ン ト に な る ． K562 細 胞 と 同 様 に ，
HUC F2 細胞（正常ヒト臍帯由来細胞）に対する

オリゴ糖類の影響を調べた結果が図 4 である．
図からも解るように，GlcNH2 以外のオリゴ糖類に
は正常細胞の増殖を阻害するようなものは認められ
なかった．著者等はその後も他のがん細胞を使った
実験を繰り返し，ヒト白血病性 B 細胞（BALL1）
やヒト大腸がん由来細胞等に対して MelNH2 がそ
れらの増殖を抑制することを明らかにしている（図
．
5, 6）
また，MelNH2 と類似のオリゴ糖類を用いた競争

下することが見られた．これらのことから，

的 拮 抗 試 験 （ competition test ） を メ リ ビ オ ー ス

MelNH2 とメリビオースが同一の受容体分子に結合

（ Mel, Gala1 6Glc ）と MelNH2 の間で実施した．

するものと推定された．しかし，MelNH2 のみがが

がん細胞浮遊液とメリビオースを予め混合して一定

ん細胞の増殖抑制作用を示し，グルコサミンの代わ

時間（細胞培養器内で 2 時間程度）経過した後，

りにグルコースや Nアセチルグルコサミンになっ

MelNH2 を 5 mM 濃度になるよう添加して更に 72

ているオリゴ糖は，何故，同様の作用を持たないか

時間の培養を行った．この結果を図 7 に示した．予

は不明のままである．

めがん細胞をメリビオースと混合しておくと

次に，がん細胞のどのような分子がこのオリゴ糖

MelNH2 によるがん細胞増殖抑制作用が30程度低

に結合するのかについて， a‹nity chromatography

14

図5
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急性リンパ芽球様白血病細胞（ BALL）に対す
るオリゴ糖類の影響糖類は図 1 で用いたものと
同様．
コントロールに対して有意（ p ＜ 0.01 ）に差
があることを示す．

図7
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メリビオース（ Mel）によるがん細胞増殖抑制
試験に対する阻害試験
Mel による MelNH2 のがん細胞増殖抑制作用に
対する拮抗的阻害試験の結果を表し，Mel は予
め K562 細胞と混合した後 MelNH2 を添加して
培養した．
コントロールに対して有意（ p ＜ 0.01 ）に差
があることを示す．
MelNH2

のの性状を分析機器（LC/MS/MS 等）で明らかに
して行くのが通常の手段である．
今回，結果的に分析可能なタンパク質が一つ，明
瞭に分離出来たが分析するには量的に困難な物質が
二つ得られた．断片化された数種類のペプチドから
図6

ヒト由来大腸がん細胞（ CW2）に対する糖類
の影響用いた糖類は図 1 と同様．
コントロールに対して有意（ p ＜ 0.01 ）に差
があることを示す．

得られたアミノ酸配列情報をもとに，確認されたタ
ンパク質がリボヌクレオリボ核タンパク質の一種の
A1 (hnRNP
A1）であった．
hnRNP A1 は分子量が約 30 kDa で通常，核内に

という手法と LC/MS/MS（液体クロマトグラフィ

局在して premRNA の成熟（splicing）に関与する

質量分析機）分析機械を使って探索した．こうして

重要な役目を担う物質の一つとされている4,21) ．し

得られた細胞由来の生体分子は複数種含まれている

かし，がん細胞で急速に増殖をしているフェーズで

可能性が高く，電気的手法（ SDS ポリアクリルア

は hnRNP A1 は核と細胞質を行き来するシャトル

ミドゲル電気泳動法，二次元電気泳動法，等電点電

のような動きをすると言われているが23)，がん細胞

気泳動法）等による分離を行ってゲルを染色した

内でこのような動きをすることの理由は不明であ

後，分離されたタンパク質を回収し，それぞれタン

る．更に，このタンパク質はラクトース（二糖類）

パク質分解酵素による断片化（ペプチド化）したも

を抱え込む構造を持っていることも報告され21)，が
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ん細胞に於いても細胞質中において何か重要な働き

ていることが網羅的遺伝子発現検査の DNA micro

を担っていると考えられるが，全くその働きは不明

．そこで，著者
array でも確認されている（未発表）

である．又，この hnRNP A1 分子は同じがん細胞

等 は K562 細 胞 を 1012 個 程 に 増 や し て Gala1 

にあっても，分裂が緩慢になったフェーズ（おそら

6GlcNH2 固定化カラムでタンパク質を分離した．

くがん細胞が休眠状態）では Gala1 6GlcNH2 を添

これを膜に転写してヒト抗 galectin1 マウスモノク

加しても予想したほどの影響を受けない現象が観察

ローナル抗体を用いた検出を実施したところ，分子

された．この現象は「がん細胞の分裂状態（緩慢）

量が約14 kDa の galectin
1 分子を検出した10)．

によっては細胞質に hnRNP A1 分子が少なくな

これらから，ヒト由来のがん細胞の増殖を抑制す

る．」といった報告3,16) の内容とも一致すると考え

る 二 糖 類 MelNH2 は ， galectin 1 や hnRNP A1 に

られる．

親和性（結合性）を持つことが明らかになったと考

著 者 等 の 研 究 で ， melibiose 固 定 カ ラ ム に 結 合

えている．更に，重要な点として galectin1 分子の

し ，特 異 抗体 を使 っ た免 疫学 的 手法 によ っ ても

存在である．Galectin1 は小さな虫から高等動物に

分子が検出されたことは8) ，明らかに

至るまで広く存在することを前述したが，このこと

hnRNP A1 が melibiose と い う Gala1 6Glc や

はヒト以外の哺乳動物のがん細胞にも MelNH2 が

Gala1 6GlcNH2 を認識する部位を有していると考

同様のメカニズムでそれらの増殖を抑制するのでは

え ら れ る ． ま た ， そ の 後 の 実 験 で も Gala1 

ないかと推測させるきっかけになった．そこで，は

6GlcNH2 を固定化したカラムを使って特異的抗体

じめに，ペットであるイヌのがん細胞（リンパ腫細

を用いた免疫染色でも hnRNP A1 が証明され（未

胞）3 頭分を他大学獣医学科から譲り受け，ヒトが

発表），hnRNPA1 の糖類結合性の一部が明らかに

ん細胞実験と同様の条件で GlcNH2 と MelNH2 の

なってきたと考えている．

比較実験を重点的に実施した．その結果，ヒトがん

hnRNP A1

更に，未解決の大きな課題として，がん細胞は如

細胞に対して MelNH2 の抑制効果は 48 ～ 72 時間で

何にして MelNH2 を細胞内に取り込むのか，その

顕著に現れてきたが，イヌのリンパ腫細胞では24～

糖受容体分子はどのような物質なのか，既知の物質

48時間以内で強く認められた13)．また，イヌリンパ

か未知の物質かなどの問題が残っている．動植物の

腫細胞には明らかな委縮が有意差をもって認めら

細胞内外に存在して糖に親和性（結合性）を有する

れ，アポトーシスの誘導が起こることが示唆された．

物質として登場するのがレクチン（ lectin ）という

最近ではこの galectin 1 と細胞表面に局在する

比較的小さなタンパク質分子群であることは前号で

LacNAc (N
acetyllactosamine, Galb1
4GlcNAc）の

も触れた7)．中でも小さな虫から高等動物まで持っ

発現量が腫瘍の免疫回避に関連しているとの報告2)

ているのがガレクチン（ galectin ）と言われるレク

もされている．Cedeno-Laurent 等は，galectin1 と

チンで14～15種類が発見されている25)．その中で，

LacNAc 結合は，免疫細胞の中で特に強い能力を持

著者等が注目しているのが galectin1 という分子量

つ細胞であるエフェクター白血球のアポトーシスを

が約 14 kDa の小分子である．その糖結合性は b ガ

誘導したり，腫瘍の攻撃性や病態の進行に関与して

ラクトース（bgalactose）特異的であると発見以来

いると予想している．Galectin1 の過剰発現と沈黙

定義づけられ，著者等も最近まではそのように捉え

している黒色腫（メラノーマ）をそれぞれマウスに

ていた．しかし，最近になって，Miller 等が galec-

移植すると，galectin1 を過剰発現している腫瘍は

tin1 には bgalactose 結合部位以外に agalactose1

沈黙している腫瘍に比べて有意に大きい事を示して

6mannan 認識部位があることを報告している18) ．

いる．更に，彼らは LacNAc 合成を阻害するグル

Galectin 1 と い う 分 子 は 今 回 調 べ た が ん 細 胞

コサミン誘導体である 4 F GlcNAc ( peracetyl 4 

（ K562 ）の galectin 遺伝子の中では最も強く発現し

fuluoro-glucosamine ）を腫瘍に罹患しているマウス
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に投与したところ， T 細胞や NK 細胞がアポトー

様にがんによる死亡例が増えているのも現実で，国

シスを回避することが見られ，これを応用すると抗

内だけでも10数のイヌやネコ達（年間150万頭以

腫瘍免疫レベルを上昇させることで，腫瘍の増殖を

上）ががんで命を落としている．

弱め，有望ながん治療法となるのではないかと考え
ている．

過去に少糖類（オリゴ糖類）で直接がん細胞（組
織）の増殖が抑制されたという例は，グルコサミン

.

今後の展望

単糖がある種のがん（マウス等）に抑制的に作用す
るという報告があるが，他に例を見ない．我々が取

最近，四国の香川大学，香川医科大学や香川県が

り組んでいる非常にシンプルな二糖類が，ヒトを始

連携して，希少糖に関する研究と実用化に向けての

めとして哺乳動物（イヌ，ネコ等）のがん細胞（組

取り組みを加速させていることが注目されている．

織）の増殖を抑制することが様々な例で確認されて

プシコース6)と言われる単糖は抗生物質プシコフ
D

行くなら，今後期待以上の社会貢献が出来るものと

ラニンから単離された希少糖で，砂糖
（スクロース）

考えている．

の 0.3 程度のカロリー，甘味をもつとされてい

謝

る5) ．この D プシコースは大量生産が出来ず，米

辞

国企業が有機化学合成をおこなっていたが，その生

糖類の開発と提供に多大の支援を頂いている焼津

体内機能を検証するには量的・予算的なハードルが

株 の又平芳春博士，三澤義知博士に深
水産化学工業

高かったとされる．今回，我が国の大学等が連携し

く感謝申し上げると共に，今回，新たにイヌのリン

て大量生産への道を切り開いたことは，我々にとっ

パ腫細胞株をご提供下さった山口大学農学部獣医学

ても大いに追い風となると期待している．そして，

科の水野拓也教授と平野博子博士に心より御礼申し

その注目される機能としてはインシュリン分泌の促

上げます．

進や動脈硬化の防止作用等を持ち，飲食品への利用
や医学分野での貢献が期待されている11,17,28)．
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