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総緒

糖質は地上で最も豊富に存在する生体分子である。糖質には、エネルギー源

として利用されるグルコースやショ糖などのほかに、重合体を形成して植物や

無脊椎動物の骨格をつくるセルロースやキチンなどが含まれる。また、生体内

にはタンパク質や脂質に結合した形で多くの糖が存在し、これらは複合糖質と

呼ばれる。生体を構成する最も単純な糖は、グルコース、ガラクトースおよび

マンノースであり、これらの誘導体が結合してそれぞれの部位や細胞に特異的

な糖鎖が構築される。

細胞を構成する主な要素はタンパク質であるが、生体内に存在するタンパク

質のほとんどが翻訳後修飾によって初めて機能をもっ。最も多い修飾が、糖鎖

によるものである。タンパク質に糖鎖が結合する場合、その結合様式には N結

合型と 0結合型の 2種類がある。 N結合型糖鎖は、タンパク質のアスパラギン

残基に N開アセチノレグ、ノレコサミン (GlcNAc)を介して糖鎖が結合したもので、細

胞内外で機能する多くのタンパク質の修飾に用いられる。一方、 0結合型糖鎖

を含む糖タンパク質の代表は、消化管や気道の表面を被うムチンである。。結

合型糖鎖はコアタンパク質のセリンもしくはトレオニン残基に Nアセチルガラ

クトサミン (GalNAc)を介して糖が結合したもので、糖鎖の中にガラクトース

(Gal)と Nアセチルグルコサミン (GlcNAc)が結合してできた Nアセチル

ラクトサミン構造 (Galsl同 3/4GlcNAc)を含む。タンパク質に結合した糖鎖は、

タンパク質の安定化に寄与したり、機能に変化をもたらしたりする。また、ム

チンは粘液成分としてだけではなく、多くの上皮細胞や癌細胞の糖衣として存

在し、細胞聞の情報伝達や細胞の接着を制御する分子として働くことが知られ

ている。

細胞表面の糖鎖は、主にスフィンゴ糖脂質と glycosylphosphatidylinositol
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(GPI)アンカー型タンパク質により構成される。スフィンゴ糖脂質は、セラミ

ド (Cer) (スフィンゴシンに脂肪酸がアミド結合したもの)に糖鎖が結合した

もので、含まれる糖鎖の構造から神経細胞に存在するガングリオ系列や白血球

に存在するネオラクト系列などさまざまな系列に分類される。スフィンゴ糖脂

質は、単純なものを除けば、ガラクトース (Gal)とグルコース (Glc)がセラ

ミドに結合したラクトシルセラミド (Galsl・4Glcsl-Cer)を共有している。 GPI

アンカーは細胞表面に発現する糖タンパク質の修飾に用いられ、プリオン病を

引き起こすプリオンタンパクも GPIアンカー型糖タンパク質に分類される。ま

た、スフィンゴ糖脂質と GPIアンカー型タンパク質はコレステロールとともに

細胞膜上で集合し、ミクロドメインを形成することが最近の研究で明らかとな

った。ミクロドメインは脂質ラフトと呼ばれ、そこにさまざまなシグナル伝達

分子が会合し、膜を介するシグナノレ伝達の中継点として働くことから注目を集

めている。

一方、細胞外に存在する糖鎖の代表は、細胞外マトリックスに含まれるグリ

コサミノグリカンである。グリコサミノグリカンは、二糖が直鎖状に繰り返し

結合してできた糖の重合体で、二糖のうちの一つはグルコース、ガラクトース

の誘導体である Nアセチルグルコサミン (GlcNAc)もしくは Nアセチルガラ

クトサミン (GaINAc)である。プロテオグリカンは、グリコサミノグリカン鎖

が 1本以上共有結合してできた分子で、細胞外マトリックスの主要な構成成分

である。細胞外マトリックスは組織によって特有のグリコサミノグリカン鎖を

もち、細胞の増殖や分化に影響する。

以上のように糖鎖はさまざまな形で生体内に豊富に存在し、多くの生命現象

に関与することが知られている。微生物と宿主との相互作用においても糖鎖が

介在している場合が多い。糖鎖はバクテリアの産生する毒素と結合したり(例:
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コレラ毒素とガングリオ系列スフィンゴ糖脂質のひとつ GM1ガングリオシド)、

ウイルスが細胞に侵入する際の標的になったりする(例:エイズウイルスと単

純なスブインゴ糖脂質であるガラクトシルセラミド)。重要な点は、多様な構造

と機能をもっ糖鎖を特異的に認識するシステムが生体内に存在することである。

この働きを担っているのが、レクチンとよばれる糖鎖認識タンパク群で、ある。

レクチン

レクチンは、細菌、植物、動物を問わず広く細胞内外に存在し、特定の糖鎖を

認識して、細胞の移動、組織形成、受精などさまざまな生命現象を調節する。

細胞内においては、細胞の分化や増殖、新生糖タンパク質の品質管理および細

胞内選別輸送などに働くことが報告されている。ピーナッツレクチンやトマト

レクチンなどの植物レクチンは、組織化学分野において、生体内における糖の

局在を証明する際によく用いられてきた。ところが、近年、晴乳動物において

多数の内在性レクチンの存在が明らかになってきた。これらは異なった糖鎖結

合特異性をもち、分子構造から 10種類以上のグループに分類される(表1)。代

表的なものには、 C型レクチン、ガレクチン、シグレック、アネキシン、キチ

ナーゼなどがある。このほか、最

近になってレクチンとしての機能

をもつことが認識されはじめた分

子が多数存在し、新興レクチンと

総称される。新興レクチンには、

interleukin (IL)宮、 IL-18、tumor

necrosis factor (τ'NF)-α 等のサ

イトカイン類や、細胞内で糖タン

古典的レクチン
C型レクチン:セレクチン(白血球の遊走に関与)

コレクチン(マンノース結合蛋白)

ガレクチン (S型レクチン):ガラクトースを含む糖鎖を認識

シグレック(I型レクチンの 1種) シアル酸を含む糖鎖を認識

アネキシン:カルシウム依存性にリン脂質と結合

キチナーゼファミリー蛋白:

キチン (Ga1NAcの多糖体)分解酵素と構造類似蛋白

新興レクチン
サイトカイン類(IL・2、IL・18、TNFαなど)

カルネキシン・カルレティキユリン

ERAD関連マンノース結合型レクチン (M型レクチン)

ユピキチンリガーゼ

マンノース 6リン酸受容体

表 1 動物由来の内因性レクチン
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パク質の品質管理や移送に関わるカノレネキシン ・カノレレティキュリン、小胞体

関連タンパク質分解 (endoplasmicreticulum-associated degradation: ERAD) 

に関与するマンノース結合型レクチン (M型レクチン)、ユピキチンリガーゼ、

マンノース 6リン酸受容体などが含まれる。

芝と之乏と

本研究で扱うガレクチンはガラクトースを含む糖鎖を認識するレクチン群で、

ロ南乳類では少なくとも 15種類のガレクチンが同定されている (Rabinovichet 

al. 2002; Leffler et al. 2004)。鳥類では3種、両生類では 12種見つかっており 、

線虫、海綿、菌類においてもその存在が報告されている(Leffler1997; Shoji et 

al. 2003)。ガレクチンファミリーは糖鎖認識部位 (carbohydoraterecognition 

domain; CRD)に、よく保存されたアミノ酸配列をもっ。

Hirabayashiら (1993)により 、ガレクチンは分子構築から 3つのタイプに

分類された(図1)。プロ ト型は CRDを1つ持つガレクチンで、通常は非共有

結合による二量体を形成しており、 galectin-1や galectin-2が含まれる。 2つ

めはキメラ型とよばれ、 galectin-3が唯一のメンパーである。 galectin-3は、C

末端側に CRDを 1つもっている。galectin-3の N末端側はコラーゲン様配列

を含み、CRDとは無関係の特異な構造を示す。 3つめはタ ンデム リピー ト型で、

1本のポリペプチド鎖内に糖鎖結合性の異なった 2つの CRDをもっ。

Proto 

iwoioon皿al
GaleclItl CRDs 

Galectln-1.2.5.7.10 

Chimera 

No<糾 田 10
DomaIn 

GalectJl1 
CRO 

G・1..凶作。

Tandem-repeat 

-1'1'0 dislItlCt 
GalcclItl CROs 

Galectln.4，6，8，9 

図 1ガレヲチンの 3つの分干型 CHirabayashiel a1. 1993より)
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ガレクチンは、ガラクトースを含む糖鎖構造に親和性をもち、認識する基本

単位はガラクトースが他の単糖にp型結合した二糖である。とくに、分岐した

N結合型糖鎖やNアセチルラクトサミン (Galsl・3/4GlcNAc)の繰り返し構造

に対してより強い結合能を示す (Hirabayashiet al. 2002) 0 0-結合型糖鎖やス

フィンゴ糖脂質にもラクトサミン構造が共有されていることから、ガレクチン

は生体内に存在する内在性レクチンとして、最も重要なもののひとつであると

思われる。ガレクチンの役割として、細胞の増殖や分化、アポトーシス、がん

細胞転移の調節があげられる。また、感染や炎症に伴って発現が顕著に増強す

ることも知られている。最近では、ミクロドメインの安定化にガレクチンが関

与する可能性が示唆された。糖鎖の関わるあらゆる現象にガレクチンが登場す

るという事実が、本研究の背景にある。

これまでに同定されているガレクチンの生体内におけるリガンドとして、①

インテグリンやIgE受容体、lysosomeassociated membrane protein (LAMP)-1、

LAMP-2、GMlガングリオシドなどの膜表面分子、②ラミニン、フィブ、ロネク

チン、ムチンなどの分泌分子、③細菌のリポ多糖などがある。

生体内におけるすべての細胞がいずれかのガレクチンサブタイプをもち、各

サブタイプは組織特異的な分布を示すとされているが(表 2)、詳細な細胞分布

は明らかではない。本研究では、マウスの消化管(第 1章)、泌尿器(第2章)

および生殖器(とくに卵巣) (第 3章)におけるガレクチンの細胞発現を、主と

して各ガレクチンサブタイプに特異的なプロープを用いた insitu 

hybridization法を用いて検討した。この解析法を取り入れたのは、ガレクチン

が細胞外に分泌され、組織に結合したり、凝集したりする性質をもつので、

mRNAレベルで、発現細胞を同定する必要があったためで、ある。また、一部のサ

ブタイプに関しては、特異抗体を用いた免疫組織化学によりタンパクレベルで
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の局在を明らかにした。

表2ガレクチンサフタイプの組織分布

galectin 分子型 分子量(kDa) ion No. 

腺多く、の子組宮織、卵の組巣間織、賀胎分、盤布リン、神パ経館節、胸

その他の名前

ブロト 14 NM 008495 レ14、8HL、galaptin

2 |ブロト 14 8C027504 胃、小腸

3 キメラ 30 NM_010705 マクロファージ、十二指腸、結 Mac-2、し由29、C8P・-
腸、胎盤 35、e8P

4 タンナムリピート 36 8C011236 消化管
5 フロト 16 NM_012976(フットのみ) 赤芽球
6 タンデムリピート 34 AF026794 消化管
7 |ブロト 15 NM 008496.4 皮膚、卵巣、食道、気管
8 タンァムリピート 36 NM 018886 肝臓、腎臓、心筋、肺、脳
9 タンデムリピート 36 8C003754 肝臓、胸腺、腎臓 Ecalectin 

10 プロト 16 NMs01828(ヒトのみ) 好酸球、好塩基球
Charcot-Leyden 
crystal Drotein 

11 プロト 16 AF082159 水品体
galectin-related inter-
fiber protein (GRIFlN) 

12 タンデムリピート 35 AF223223 脂肪細胞
13 |ブロト 16 8C069312(ヒトのみ) 胎盤 PP-13 
14 |ブロト 18 AF443208(ヒツジのみ) 好酸球
15 L__J5 AF252548(ヒツジのみ) 経嬢時のそ璽白膜 OVGAL11 
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第 1章

消化管におけるガレクチンの発現
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小緒

ガレクチンはガラクトースを含む糖鎖を特異的に認識するレクチンで、日南乳

類では少なくとも 15種類のサブタイプが報告されている (Dunphyet al. 2002; 

Leffler et al. 2004; Gray et al. 2004)。これらは間質に広く存在する galectin-1

を除いて、組織・細胞特異的な発現を示し、細胞の分化や増殖、細胞ー細胞間

もしくは細胞-細胞外マトリックス間の接着に関与することが示唆されている。

消化管はガレクチンを最も豊富に含む器官で、少なくとも 6つのサブタイプ

(galectin-2、台、 -4、-6、-7および galectin-9)が存在する。

Okaら(1999)は、Northernblot法およびreversetranscriptase -polymerase 

chain reaction (RT-PCR)法により、ラットの胃と小腸における galectin包

の発現を報告している。免疫組織化学では一部の壁細胞が galectin-2の免疫反

応を示すという (Okaet al. 1999)。一方、 galectin-3は、マクロファージや肥

満細胞など血球系の細胞で認められるが (Cherayilet al. 1989; Woo et al. 1990; 

Craig et al. 1995)、ヒトおよびウシの十二指腸と結腸にも存在する (Sanjuanet

al. 1997; Kaltner et al. 2002) 0 galectin-4は消化管に特異的に発現するサブタ

イプで、胃から直腸まで広く分布している (Odaet al. 1993; Gitt et al. 1998)。

galectin-4の免疫組織化学では、ブタの口腔上皮 (Chiuet al. 1992)やラット

の食道上皮 (Wasanoand Hirakawa 1995)などの重層扇平上皮のほかに、ブ

タの小腸上皮 (Danielsenand van Deurs 1997)とヒトの結腸上皮 (Hufljtand 

Leffler 2004)に存在することが報告されている。 galectin-6は、 galectin-4に

非常に高いホモロジーをもち(アミノ酸配列で 83%、塩基配列で，93%)、マウ

スとブタに存在する (Gittet al. 1998; Wooters et al. 2005) 0 galectin-4と

galectin-6は相同性が高いため、抗体やヌクレオチドプロープを用いた組織アッ

セイ法では区別できない。 Gittら(1998)は、 galectin-4/6が小腸上皮で発現
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していることを insitu hybridization法により報告している。 galectin-7は、ケ

ラチノサイトの分化マーカーとしてヒトの皮膚より単離された (Madsenet al. 

1995; Magnaldo et al. 1995)。免疫組織化学により、 galectin-7は食道、舌、口

唇および皮膚の重層肩平上皮に発現することが、ヒトとマウスで報告されてい

る (Magna1doet a1. 1998; Sato et al. 2002a) 0 galectin-9は、 C末端側で

galectin-5 (ラットの赤芽球に発現するがマウスでは存在しない:Gitt et a1. 

1995) と94%のホモロジーをもっ。肝臓や小腸などで galectin-9 mRNAの発

現が確認されているが、発現細胞の同定は行われていない (Wadaand Kanwar 

1997)。

以上のように、消化管では複数のガレクチンが発現しているが、これらは重

複して発現しているのか、あるいは部位や細胞により住み分けて発現している

のかは定かではない。また、これまで、の形態学的所見は断片的で、系統だった発

現解析はなされていない。本研究では、主要な 6種類のガレクチンサブタイプ

(galectin -1、-2、ー3、4、-6およびgalectin-7)に特異的なプローブを用いて、

in situ hybridization法により消化管全体におけるガレクチンサブタイプ

mRNAの発現分布を明らかにした。
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材料と方法

1 )供試動物と組織のサンプリング

本研究では、オスの ddYマウス成体(体重約 30g) (日本 SLC、静岡)を使

用した。 insitu hybridization解析には、下記の方法により取り出した新鮮組織

を用いた。マウスをペントパノレピタールナトリウム (6.5mg、腹腔内投与)に

より深麻酔し、口唇から目工門までの消化管の各部位を取り出した。胃の幽門部

と十二指腸(幽円から O.5cm長)は連続した組織片として取り出した。残りの

小腸を 2等分し、近位側と遠位側小腸の中央部を空腸および回腸とした。回腸

はパイエル板を含むように採材した。大腸からは、盲腸体の中央部、近位結腸

および直腸を切り出した。取り出した組織は生理食塩水で十分に洗浄し、

Tissue-Tec O.C.T. compound (Sakura Fintechnical、東京)に埋めて液体窒素

にて凍結し、使用時まで-300Cで保存した。本研究における動物実験は、「北海

道大学における動物実験に関する指針」に基づいて行った。

2) in situ hybridization 

in situ hybridization解析には、それぞれのガレクチンサブタイプに関して、

重複しない2種類の 45塩基からなるアンチセンスオリゴヌクレオチドプロープ

を用いた。また、胃における細胞の同定に用いるため、プロトンポンプ (Hヘ

K+-ATPase)およびペプシノゲン Cに対するプローブも作成した。本研究で用

いたプローブの標的とした塩基配列は表 1に記した。 galectin-4と galectin-6

は相同性が高いため、個々を区別できるプローブの作製が困難であり、両方の

サブタイプを認識するプロープを用いた (galectin-4/6として表記)。これらの

オリゴヌクレオチドプローブを terminaldeoxyribonucleotidyl transferase 

(TOYOBO、大阪)により 33P-dATPで標識した。
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表1 オリゴヌクレオチドプローブの作成に用いた塩基配列

subtype 
GenBank nucleotide 

nucleotide sequence 
accession No. residues 

galectin-1 NM 008495 151-195 ACGCCAAGAGCTTTGTGCTGAACCTGGGAAAAGACAGCAACAACC 
40ト445 CAACCGCCTCAACATGGAGGCCATCAACTACATGGCGGCGGATGG 

galectin-2 BC027504 186自 230 TCTGTAACACCAGTGAAGGTGGCCGCTGGGGACAAGAGCAACGAG 
356-400 CAACTGCACTACTTGAGCATGGGTGGGCTCCAGATCTCCTCCTTC 

galectin-3 NM 010705 191-235 AGGGGCCTACCCAGGACAGGCTCCTCCAGGGGCCTACCCAGGACA 
726-770 GATGCTCACCTACTGCAGTACAACCATCGGATGAAGAACCTCCGG 

galectin-6 AF026794 261-305* ATGGGGCAAGGAAGAGGAGAAGAGCATGCCTTTCCAGAAGGGCAA 
696-740* CTATATGAATGGCTCTTGGGGCACTGAAGAGAGGATGGTGGCCTA 

galectin-7 NM_008496.3 211時 255 CAAGGCAAATGGGGCCGTGAGGAGCGAGGCACCGGAATCCCCTTC 
341-385 TCCACCACCGGATGCCGCCCGCGCGCGTGCGCTTGGTGGAGGTGG 

H+. K+-ATPase U17282 431-475 ACCTGGCGGTGGCACTCATTGCTGTGGTTGTGGTCACTGGCTGTT 
2166-2210 TGCCATTGTGGCTGTAACAGGGGATGGTGTGAATGACTCCCCAGC 

pepsinogen C NM_025873 750由 794 GTGTTCGGTGGCGTGGACGAGAACCTGTACACTGGCGAGCTCACC 
803-847 TGTCACCCAGGAGCTTT ACTGGCAGATCAβCATTGACGACTTCCT 

*galectin-4 (BCOl1236)の塩基阻列(275-328、785-828)と非常に高い相向性を示す

上述の組織から厚さ 10μmの凍結切片を作成し、オルガノシランでコーティ

ングしたスライドグラスに貼付した。スライドグラス上の切片は、 4%パラホル

ムアルデヒドにて 10分間固定した後、 0.25%無水酢酸を含む 0.1M 

triethanolamine-HCl (pH 8.0)によりアセチル化した。プレハイブリダイゼー

ションは、以下のパップァーにて、室温で 2時間行った。

プレハイブリダイゼーションバッファーの組成:

50% formamide， 0.03 M Tris-HCl (pH 7.ω， 0.6 M NaCl， 0.25% SDS， 200μg/mL 

yeast transfer RNA， 1 mM EDTAおよび lXDenhardt

プレハイブリダイゼーションバッファーに最終濃度4%となるようにdextran

sulfateを加えたものをハイブリ液とし、使用直前に 100mMのdithiothreitol

を加えた。ハイブリダイゼーションは、ハイブリ液に 33pで標識したプロープを

10，000 cpm/μLになるように加え、 42
0

Cで 10時間行った。その後、切片を 0.1%

sarkosylを含む 2XSSCで室温にて 30分間 1回、 0.1% sarkosylを含む O.lX

SSCで55
0
Cにて 40分間 2回洗浄した。シグナルの検出は、切片を X線フィル

ムBioMaxMR film (Kodak、Rochester、NY)に1週間、あるいは乳剤 NTB-2
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CKodak) に 2ヶ月間露光して行った。粘液細胞の同定を行うため、 insitu 

hybridizationに用いた一部の切片に過ヨウ素酸/シッフ CPAS)反応を施した。
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結果

1) X線フィルムによるガレクチン mRNAの発現解析

マウスの消化管上皮には galectin-2、-3、-4/6およびgalectin-7が強く発現し

ていた。この他、粘膜固有層と筋層に galectin-lの弱いシグナルが認められた。

X線フィルムの観察により、口唇から虹門までの粘膜上皮におけるガレクチ

ンサブタイプの部位特異的な発現を確認することができた(図1)0 galectin-2 

の mRNAは腺胃で強く発現していた(図 la)。幽門部での発現は弱くなるが、

小腸での galectin-2の発現は再び強くなった(図 la)。大腸では galectin-2の

シグナルは認められなかった。 galectin-3は口唇から目工門まで広範囲に分布して

おり、大腸に向かうにつれて発現が強くなる傾向が認められた(図 lb)。口唇か

ら前胃にかけてと紅門の重層肩平上皮も galectin-3を発現していたが、重層肩

平上皮型の galectin-7に比べると弱かった。一方、 galectin-4/6は腺胃から直腸

まで非常に強く発現しており、大腸で特に強かった(図 lc)0 galectin-7は重層

肩平上皮をもっ口唇、舌、食道、前胃および月工門に特異的に発現していた(図

ld)。

2) 胃におけるガレクチンの発現

腺胃では galectin-2とgalectin-4/6が強く発現し、 galectin-3の弱し、発現も認

められた。 galectin-2は固有胃腺の腺頚部と胃小簡に発現していたが、胃粘膜表

層ではシグ、ナノレを欠いていた(図 2a，c) 0 galectin-4/6もgalectin-2と同様の分

布を示すが、胃粘膜表層までシグ、ナノレが検出で、きた(図 2b，d) 0 galectin-3の

mRNAは胃粘膜表層の細胞に限局して発現していた(図 2e)。固有胃腺の壁細

胞が分布する領域では、 galectin-2とgalectin-4/6のシグ、ナルはモザイク状を呈

し(図 2c，d)、連続切片を用いて主細胞のマーカーとなるプロトンポンプの発現
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と比較したところ、ガレクチンを発現する細胞は壁細胞ではないことがわかっ

た(図 2f，g)。同様に、ペプシノゲン Cを発現する主細胞(図 2h) もガレクチ

ン発現細胞と一致しなかった。このことから、腺胃においてガレクチン

(galectin-2、galectin-4/6および galectin-3)を発現する細胞は、腺頚部と胃

小寵に分布する頚粘液細胞(副細胞)と表層粘液細胞であることがわかった。

幽門部においても腺胃と同じ組み合わせのサブタイプ (galectin-2、galectin-3、

galectin -416)が発現していた。ガレクチンの発現は PAS染色陽性の胃小寵で認

められた(図 3a-d)。腺胃での発現と同様に galectin-2は胃小寵上部で、シグ、ナル

を欠いていた(図 3b)。一方、 galectin-3は胃小寵表層に限局して弱く(図 3d)、

galectin -4/6は胃小寵全体に強く発現していた(図 3c)。

3)小腸におけるガレクチンの発現

小腸においても、腺胃に発現するガレクチンサブタイプと同じサブタイプ

(galectin-2、galectin-3およびgalectin-4/6)のmRNAが発現していた。ガレ

クチンのシグナルはすべて陰寵の上部と紋毛に分布しており、陰寵の底部では

シグナルを欠いていた(図 4a-c)。

galectin-2の強いシグナルが、陰寵の上部から繊毛の基底部にかけて認められ

るほか、繊毛全体にスポット状のシグ、ナルが上皮内に散在していた(図 4a，d)。

in situ hybridization解析に用いた切片を PAS染色すると、紋毛上皮内に散在

する galectin-2のシグナルは、杯細胞と一致した(図 4g，h)。一方、 galectin-3

は繊毛の上半分に発現し、紋毛の先端に向かうにつれて強くなる傾向にあった

(図 4c，f) 0 galectin -4/6は陰寵の上部から繊毛の先端まで幅広く発現していた

が、紙毛の下半分での発現がより強かった(図 4b，e)。繊毛を強拡大で観察する

と、 galectin-4/6の凝集したシグナルが上皮列から少しずれた基底側に認められ
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た(図 4i)。小型球形の細胞であることから、上皮内リンパ球であると思われた。

また、十二指腸腺にも galectin"4/6の弱いシグ、ナルが散在していた(図 4j)。パ

イエル板を被う上皮は galectin"4/6とgalectin"3のシグナルを中程度に発現し

ていた(図 4k，I)。

4)大腸におけるガレクチンの発現

大腸では galectin"3とgalectin"4/6が主なサブタイプで、両者のシグナノレは

直腸に近づくにつれ強くなる傾向にあった。小腸における発現と同様に、

galectin"3の mRNAは粘膜浅層に集まっていた(図 5b)。一方、 galectin"4/6 

は陰寵全体に強く発現するが、底部で、やや弱い傾向にあった(図 5a)。小腸の杯

細胞とは異なり、大腸の杯細胞にはgalectin"2のシグナルは認められなかった。

5)重層扇平上皮におけるガレクチンの発現

口唇、舌、食道、前胃および目工門の重層扇平上皮は、 galectin"3とgalectin"7

のmRNAを発現するが、galectin"7のシグナルが圧倒的に強かった(図 6a，b)。

前胃の重層肩平上皮では、さらに galectin"4/6の弱いシグナルが認められたが

(図示せず)、他の部位の重層扇平上皮では galectin"4/6のシグナルは検出で、き

なかった。 galectin合と galectin"7のシグナノレは、有赫層のケラチノサイトに認

められ、 galectin"7はさらに基底層の細胞にも発現していた(図 6a，b)。口唇と

目工門の皮脂腺と毛包は galectin"7を強く発現するほか(図 6c，d)、galectin"3と

galectin" 4/6の弱いシグナルも検出された(図示せず)。
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galectin-2 

galectin-3 

galectin-4/6 

galectin-7 

L T E S SD J I Ce Co R 

図1マウスの消化管におけるガレクチン血眠仏の発現 (X線フィルム像)

消化管粘膜に、 galectin-2(a)、galectin-3(b)、galectin-4/6(c)およびgalectin-7(d)の

強い、ングナルが部位特異的に認められる。

スケール:0.5 crn 

L:口容

T:舌

E:食道

S:胃(矢印:前胃)

SD:~囲内部と十二指腸 (A:幽門部)

正空腸

E回腸

Ce:盲腸

Co:結腸

R:直腸(矢申:目工門)
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腺胃において優位なサブタイプは、ga1ectin-2(02)とga1cctin-4/6(04/6)であり 、シグナノレは

粘膜層の上半分に認められる(a，b)o galectin-2とgalectinA/6は、固有胃腺の腺頚部から胃小

諸にかけて発現するが(c，d)、galectin-2のγ グナルは胃粘膜表層では認められない(cの *)。

方、ga1ectin-3(03)は肖粘膜表層に限局 して発現している(的。

連続切片を用いて、galectin-2(町、 プロ トンポンプ(HK-ATPase)(g)およびペプシノゲンC(h)

の発現を比較すると 、galectin-2を発現する細胞は壁細胞や主細胞ではないこ とがわかる。

スケーノレ 50μm
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s3 

置

図3幽門部におけるガレクチンmRNAの発現

幽門部では、 PAS陽性を示す肖小禽の上皮(.)にガレクチンmRNAのシグナノレが認められる。

gaJectin-2(G2)のシグナノレは胃小簡の下半分に認められ(旬、且aJectin-4/6(G4，幼 は胃小5罰金体に

発現している(叫。galectin-3(G3)1士、粘膜表層に集まって弱く発現する(d)。

スケーノレ50μm
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図4小腸におけるガレクチン mRNAの発現分布

galectin-2( G2)は陰寵の上部と繊毛の基底部に強く発現するほか、繊毛上皮内に散

在した galectin-2のシグ、ナルが認められる(a，d)o galectin-4/6(G4/6)の発現は陰寵

から繊毛の先端部にかけて広がり、繊毛では下半分で強い(b，e)。一方、

galectin・3(G3)のシグナルは、繊毛の先端部に集まっている(c，町。繊毛に散在する

galectin-2のシグナルは、 insitu hybridization法に用いた切片を PAS染色すると杯

細胞と一致する(g，h) (矢印は同一細胞を示す)0galectin-4/6のシグ、ナルは、上皮

基底側の小型球形の細胞(iの失fiJ)と十二指腸腺Gのみた)にも認められる。バイエ

ル板のドーム状上皮は、 galectin-4/6とgalectin-3を発現している(k， 1)。

スケール:50μm 

かh，k， 1:回腸

i， j:十二指腸
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G4/6 

a 

図5大月号におけるガレクチンm悶可Aの発現

大腸では、galectin-4/6(G4/6)とgalectin-3(G3)が発現している。galectin-4/6のシグナノレは

陰簡のほぼ全体に認められるが(司、gal田 tin-3は陰縦の上半分に集まって発現する(b)。

スケーノレ 50μm

a • ， 

b 

G7 

.‘ 

.-. g 

図6重層扇平上皮におけるガレクチンmRNAの発現

(a， b舌、 c，d口唇)

重層高I平上皮は、 galectin-7(Gηの強いシグナノレと(a)、galectin-3(G3)の中程度の強さの

シグすノレを含む(b)ogaiectin-7は、口唇の脂腺(cの*)と毛包(d)iこも発現している。

スケーノレ 50μm
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考察

ガレクチンは複合糖質のラクトースユニット (Gals1・3/4GlcNAc)に強く結

合するレクチンで、消化管に特に豊富に存在する。本研究の insitu 

hybridization法による検索で、マウスの消化管において複数のガレクチンサプ

タイプ (galectin-2、-3、-4/6および galectin-7)が部位特異的に発現している

ことが明らかとなった。本研究で示されたサブタイプの発現分布は、これまで

に個々のガレクチンサブタイプPについて報告されてきた Northernblot、

Western blotおよびRT-PCR法による所見と概ね一致する (Gittet al. 1998; 

Magnaldo et al. 1998; Oka et al. 1999; Sato et al. 2002a)。本研究で明らかに

された重要な点は、消化管上皮全体をとおしていずれかのガレクチンサブタイ

プが発現しており、複数のガレクチンサブタイプが発現する場合はある法則性

を示すことである。

1) galectin -2 

消化管における galectin-2のおおまかな組織分布は、 RT子CR法によりラッ

トで調べられている (Okaet al. 1999) 0 Okaら (1999)によると、 galectin-2

は胃と小腸で強く発現し、大腸で、は弱い発現であったという。本研究における

in situ hybridization解析では、 galectin-2のmRNAは胃と小腸で強く発現し

ていたが、大腸ではシグナルが認められなかった。また、 Okaら (1999)は免

疫組織化学により、ラットの胃における galectin-2発現細胞は壁細胞であると

している。しかしながら、本研究により同定された galectin-2発現細胞は、プ

ロトンポンプを発現する壁細胞とは一致せず、固有胃腺の腺頚部から胃小簡に

分布する頚粘液細胞と表層粘液細胞であった。胃の galectin-2発現細胞が粘液

細胞であることに一致して、小腸の杯細胞にも galectin-2の発現が認められた。
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しかし、大腸の杯細胞は galectin-2を発現していなかった。この部位差の説明

は難しいが、小腸と大腸において杯細胞が分泌する粘液の化学的性質の違いと

関係しているかもしれない (Moreet al. 1987)。一方、 galectin-2は胃や小腸に

おいて、細胞増殖が盛んな胃の腺頚部および腸陰簡で強く発現していた。これ

らの所見は galectin-2が上皮細胞の増殖や分化に関与することを示唆している

が、 galectin-2と細胞増殖の関係を示した研究はない。ガレクチンサブタイプの

中では、galectin-1とgalectin-3が細胞増殖を抑制もしくは促進することが示さ

れている (Liu2000)。

2) galectin -3 

galectin-3は白血球に存在し、感染や炎症反応において重要な役割を果たすと

いわれているが(Almkvistand Karlsson 2004; Sato and Nieminen 2004)、本

研究では粘膜内の白血球やマクロファージに galectin-3のシグナルを検出で、き

なかった。白血球による galectin-3の発現は感染や炎症に伴って顕著に増加す

ることが示されており (Satoet al. 2002b; Almkvist and Karlsson 2004)、正常

状態では発現量が弱いため、検出限界以下で、あったと思われる。一方、 galectin-3

のシグナルは、正常マウスの口唇から紅門まですべての消化管上皮において連

続して分布していた。これまでの研究では、消化管上皮における galectin-3の

発現は、ヒトの結腸 (Sanjuanet al. 1997)およびウシの十二指腸と結腸

(Kaltner et al. 2002)でしか報告されておらず、本研究により消化管上皮にお

ける galectin-3の普遍的な発現が明らかになったといえる。

機能に関して、 galectin-3はBcl-2依存性にアポトーシスを抑制することが注

目されている (Yanget al. 1996)。多くの腫蕩細胞における galectin-3の発現

がinvivo (Oda et al. 1991; Woo et al. 2001; Takenaka et al. 2003)およびln
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vitro (Cebo et aL 2002)で報告され、 galectin-3はアポトーシスを抑制するこ

とによって腫蕩細胞の増殖を促すという。小腸の上皮細胞は、陰窮で増殖した

後に分化しながら繊毛をのぼり、繊毛の先端部でアポトーシスを起こして脱落

する。繊毛先端部で galectin-3の発現が強いことから、上皮細胞のアポトーシ

スによる脱落を galectin-3が抑制している可能性が考えられる。

3) galectin-4/6 

Gittら(1998)による NorthernblotおよびWesternblot法による研究では、

マウス成体において、galectin-4とgalectin-6は消化管にのみ発現していたと報

告されている。 Gittら(1998)は、 RNase protection assay法により、 galectin-4

とgalectin-6を区別して検出することに成功した。そして、 galectin-4の発現は

小腸と結腸で強く、胃では弱いのに対して、 galectin-6は胃から結腸まで同じ強

さで発現すると述べている (Gittet aL 1998) 0 galectin-4とgalectin-6は相向

性が非常に高いため、抗体やプローブを用いた組織化学的な手法では両者を区

別することができない。 Gittら (1998)は、 insitu hybridization法により

galectin-4/6の発現を小腸上皮に認めたが、詳細な細胞分布については明らかに

していない。本研究は、 galectin-4/6のシグナルが胃、小腸、大腸の粘膜上皮に

強く発現すること、小腸での発現は陰嶺から繊毛の基部が中心であり、繊毛先

端に向かうにつれて弱くなることを示した。さらに、 galectin-4/6は大腸でより

強く発現しており、大腸において galectin-4/6は最も優位なサブタイプであるこ

とがわかった。最近、 galectin-4がヒトの結腸上皮に発現し、結腸癌や大腸炎の

悪化に関与することが報告されている (Hokamaet aL 2004; Huflejt and 

Leffler 2004)。

口腔および食道の重層肩平上皮が galectin-4を発現することがブタ (Chiuet 
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aL 1992)とラット (Wasanoand Hirakawa 1995)で報告されている。しかし、

本研究におけるマウスを用いた insitu hybridization法では、消化管の重層肩

平上皮の中では前胃に galectin-4/6の微弱なシグ、ナルを認めたにすぎない。

galectin-4/6は腺胃から直腸まで、の単層上皮に広範囲にかつ強く発現するサブ

タイプであることから、上皮バリアーの維持など消化管の単層上皮に共通の基

本的な役割をもつことが示唆される。 galectin-4は細胞膜の内側に存在し、細胞

間橋 (Chiuet aL 1992， 1994; Huf1ejt et al. 1997)やミクロドメイン (Danielsen

and van Deurs 1997; Braccia et aL 2003)の安定性に関与するといわれる。

4) galectin -7 

galectin-7は重層扇平上皮型のガレクチンといわれるように、本研究でも口唇、

舌、食道、前胃および結腸の重層扇平上皮に限局して存在していた。これらの

所見は、 Satoら (2002a)による Westernblot法およびMagnaldoら(1998)

による免疫組織化学による報告と一致している。 galectin-7のmRNAは上皮の

基底層から有練層に限局して発現し、角質層ではシグナルが検出されなかった。

重層扇平上皮での galectin-7の発現は、臆粘膜などほかの部位でも認められる

が、呼吸器の多列上皮および泌尿器の移行上皮は galectin-7を発現しない(第 2、

3章)。従って、 galectin-7は重層肩平上皮のケラチノサイトに特異的なガレク

チンであると認識してよい。ただし、galectin-7の発現がリンパ腫(Moisanet al. 

2003)、乳腺臆蕩 (Luet al. 1997)、結腸癌 (Polyaket al. 1997)などで認めら

れることから、重層扇平上皮以外の組織にも発現する下地があるといえる。

5) galectin-9 

galectin-9は、肝臓、小腸、胸腺などさまざまな組織に発現することが
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Northern blotおよび Westernblot法により報告されている (Wadaand 

Kanwar 1997)， galectin-9の特徴として、小腸にのみ発現する“腸型"のスプ

ライシングパリアントが存在する (Wadaand Kanwar 1997)。両方のバリアン

トを認識するプロープを用いて insitu hybridization法により検索した止とろ、

腺胃から直腸までの消化管上皮と肝臓にシグナノレが認められた(未発表データ)。

galectin-gの消化管上皮における発現分布はおおむねgalectin-4/6と一致するが、

発現量は galectin-4/6に比べて弱し、ものであった。腸型のアイソフォームが存在

することから、消化管における galectin-9の発現解析に関しては今後の研究が

必要である。

6)消化管におけるガレクチンの発現パターンと役割

本研究により、消化管上皮には少なくとも 5つのガレクチンサプタイプ

(galectin-2、3、-4/6および galectin-7)の皿RNAが部位および細胞特異的に

発現することがわかった(図 7)。消化管上皮におけるガレクチンの役割には、

①食物の消化吸収、②粘液の産生や粘液成分との相互作用、③腸内細菌や病原

微生物との相互作用、@粘膜上皮の恒常性維持の 4つが考えられる。

ガレクチンが消化や吸収に

直接関係するという報告はな

いが、消化酵素や粘液成分と結

合することから少なくとも間 図 7マウスの消化管におけるガレクチンの受理分布

接的な関与は示唆される。DanielsenとvanDeurs (1997)は、 galectin-4が

小腸上皮の線条縁に消化酵素とともに存在し、消化酵素のエンドサイトーシス

や管腔への遊離を防いで、消化酵素をその場所に留めておく役割を担っている

と考察している。
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ムチンは、ガレクチンの主要なリガンドにあげられ (ぼRazand Lot阻an1987; 

Wa酎sanoand Hiロ1

MUC2の発現を鯛節しているとの報告がある(侶Br問'es阻alie目re目taL 1ω996ω)。腺胃の

粘液分泌細胞や小腸の杯細胞におけるガレクチンの強い発現は、粘液や細胞表

面の糖衣の産生や役割に関与している考えを支持する。

3番目の機能として、微生物感染によりガレクチン(主にgalectin-3、可能性

として galectin-4も)の発現量が増加し、分泌されたガレクチンが微生物と直

接結合するとの報告がある (Hu日ejtand Leffler 2004; Sato and Nieminen 

2004)。さらに、マクロファージや粘膜上皮に存在する galectin-3は、リポ多

糖のs-galactosideを認識することで、病原菌と宿主細胞の結合に関与する らし

い (Mandrellet aL 1994)。

4番目の機能としてあげた、細胞増殖 ・分化、アポトーシス、および上皮ノくリ

アーの維持に関するガレクチンの役割はこれまで最も研究されてきた分野であ

る。本研究により明らかとなった消化管上皮に選択的なガレクチンサプタイプ

の発現は、上皮の恒常性維持にガレクチンが関与する可能性を示唆している。

小腸を例にとると、図 8に示したように、

galectin-2は増殖帯である陰自に強く発

現し 、上皮の分化が進むにつれて

galectin-4/6が、そして繊毛の先端部に

おける成熟した上皮細胞では galectin-3

が発現するようになる。このような上皮

の分化に依存したガレクチンサブタイプ

の推移は腺胃の粘液産生細胞においても

認められた。この現象は、閉じ細胞が分
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化するにつれて発現するガレクチンサブタイプを変化させることを示す格好の

モデルとなる。すなわち、プロトタイプ (galectin-2)からタンデムリピートタ

イプ (galectin-4/6)、そしてキメラタイプ (galectin-3)へと発現が推移するわ

けである。一方、同一細胞が複数のサブタイプを発現する能力をもつことは別

の意味で重要である。 galectin-1、galectin-3あるいは galectin-1とgalectin-3

の両方を欠損した変異マウスは特筆すべき異常を示さない (Poirierand 

Robertson 1993; Colnot et aL 1998; Pugliese et aL 2001)。このことは、欠損

したガレクチンサブタイプに代わって別のサブタイプが機能を代償している可

能性を示唆している。

ガレクチンは動物レクチンの中で最も大きなグループを形成するレクチンの

ひとつで、その機能は多岐にわたる。消化管における部位および、細胞特異的な

ガレクチンの強い発現は、ガレクチンが消化管粘膜上皮の恒常性維持や病原微

生物との相互作用、粘膜免疫に関与していることを示唆している。
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小括

ガレクチンは、 s-galactosideを認識する内在性レクチンで、消化管に特に豊

富に存在する。本研究は、マウスの消化管におけるガレクチンサブタイプmRNA

の細胞発現を insitu hybridization法を用いて明らかにした。 5つのガレクチン

サブタイプの mRNA(galectin-2、-3、-4/6およびgalectin-7)が粘膜上皮に特

異的に発現していた。腺胃では galectin-2とgalectin-4/6が主要なサブタイプ

で、腺頚部から胃小寵にかけて分布する粘液細胞がガレクチン産生細胞であっ

た。小腸では galectin-2、galectin-3および、galectin-4/6が粘膜上皮の分化度に

関連して発現していた。 galectin包は陰簡と紋毛の基部で強く、 galectin合は繊

毛の先端部で、強い傾向にあった。 galectin-4/6のシグ、ナルは、繊毛の下半分で特

に強かった。 galectin-2は小腸の杯細胞にも発現していたが、大腸の杯細胞では

シグナルが認められなかった。大腸では、 galectin-4/6が主要なサブタイプで、

陰寵全体に強く発現しており、陰簡上部ではさらに galectin-3のシグナルも認

められた。口唇から前胃と目工門の重層肩平上皮では galectin-7が強く発現する

ほか、 galectin-3の弱いシグナルが認められた。消化管上皮では少なくとも 5

つのサブタイプが部位および細胞特異的に発現し、粘膜上皮の分化度に伴いプ

ロト型 (galectin-2)からタンデムリピート型 (galectin-4/6)、そしてキメラ型

(galectin -3)へと移行する現象が認められた。消化管のガレクチンは、粘膜上

皮の恒常性維持や病原微生物との相互作用、粘膜免疫などさまざまな現象に関

与すると思われる。正常組織におけるガレクチンサブタイプの細胞およびステ

ージ特異的な発現に関する情報は、ガレクチンの機能や病態における役割を理

解するために重要で、ある。
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第 2章

泌尿器におけるガレクチンの発現
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小緒

ガレクチンは、特徴的なアミノ酸配列を糖鎖認識部位 (CRD)にもつ動物レ

クチンのひとつである。ガレクチンが認識する糖鎖の基本構造はp型結合したガ

ラクトースで、特に N結合型糖鎖やガラクトースが Nアセチノレグ、ノレコサミン

に結合した Nアセチノレラクトサミンの繰り返し構造に強い結合能を示す

(Hirabayashi et al. 2002)。晴乳類では少なくとも 15種類のガレクチンサブ

タイプ (galectin-1.--...-galectin -15)が報告されている (Dunphyet al. 2002; 

Leff1er et al. 2004; Gray et al. 2004)。これらのサブタイプは、分子構造から 3

つのタイプに分類される (Hirabayashiand Kasai 1993) 0 galectin-1、-2およ

び galectin-7などはプロト型に含まれ、 CRDの二量体として存在する。一方、

タンデムリピート型のガレクチンは短いポリペプチド鎖で、つながった 2つの異

なった CRDをもち、 galectin-4、-6、-8および galectin-9などが含まれる。

galectin-3は唯一キメラ型に分類され、特徴的な構造を示す。すなわち、ひとつ

の CRDを C端側にもち、 N端側にはコラゲ、ナーゼやエラスターゼなどのタン

パク分解酵素に感受性をもっグリシン、プロリンおよびチロシンに富む特有の

N末端ドメインをもっ。

galectin-3は主として上皮細胞と免疫細胞(活性化マクロファージ、肥満細胞、

リンパ球、頼粒球)に存在している (Cherayilet al. 1989; Woo et al. 1990; 

Frigeri and Liu 1992; Truong et al. 1993a， b; Hughes 1994; Craig et al. 1995; 

Liu et al. 1995)。発現細胞の種類が示すように galectin-3は炎症や感染、そし

てアレルギーに関与するとしづ報告が多い(Truonget al. 1993b; Almkvist and 

Karlsson 2004; Sato and Nieminen 2004)。

他のガレクチンサブタイプと同様に、 galectin-3は細胞質にも核にも存在する

(Huges 1994; Craig et al. 1995; Sanjuan et al. 1997) 0 Takenakaら (2004b)
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による最近の研究では、 galectin-3のN末端側に存在する 12個のアミノ酸がリ

ン酸化されると、 galectin-3は核から細胞質へ移動することが示された。細胞内

に存在する galectin-3は、細胞増殖、分化およびアポトーシスを調節する (Yang

et aL 1996; Inohara et aL 1998; Takenaka et aL 2004b; Shimura et aL 2005)。

galectin-3は細胞外に分泌され、その場合にはラミニンやフィブロネクチンと結

合して細胞の接着や移動に関与することが示唆されている (Satoand Hughes 

1992; Bao and Hughes 1995) 0 galectin-3は他のサブタイプと同様に、シグナ

ルペプチドを欠くことから古典的な分泌ルートを通らず、未知の分泌経路によ

り細胞外へと分泌されると想像されている (Huges1999; Sato and Nieminen 

2004)。ヒトの腫蕩組織を用いた病理学的研究で、 galectin-3はがん化やがん細

胞の増殖に関与することが報告されているが、腫蕩の悪性度を評価する共通の

マーカーにはならない (Sanjuanet aL 1997; Cindolo et aL 1999; Takenaka et 

aL 2004a; van den Brule et aL 2004)。最近、 galectin-3はWntシグナル伝達

経路の制御分子であるs-cateninと結合し、腫療細胞の増殖を調節する可能性が

示された (Shimuraet aL 2O04， 2005)。

マウスでは、少なくとも 9つのサブタイプのガレクチン (galectin-1、-2、-3、

-4、同6、-7、・8、-9および galectin-12)が存在し、消化管でもっとも多くのサ

ブタイプが発現している。消化管におけるガレクチンは、第 1章で述べたよう

に粘膜上皮に特異的に発現し、消化管の部位により特異的な発現分布を示す。

ガレクチンは腎臓や勝脱にも存在し、そこでは galectin-3が主要なサブタイプ

であるとされている (Hughes2004)。泌尿器における galectin-3は胎生期で強

く発現し、形態形成や形成異常に関与することが示唆されている (Winyardet aL 

1997; Bullock et al. 2001)。

ヒトやマウスの腎臓を用いた免疫組織化学的研究では、 galectin-3は腎臓の発
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生段階において、尿管芽由来の組織、つまり集合管上皮や腎盤を被う上皮に特

異的に発現していた (Winyardet al. 1997; Bullock et al. 2001)。

生後の腎臓における galectin-3の発現は、発生段階に比べてかなり弱い傾向

にある。ラットの成体では、遠位部の尿細管に galectin-3の免疫反応が認めら

れているが、詳細な発現部位の同定はなされていない (Sasakiet al. 1999; 

Nishiyama et al. 2000; Kikuchi et al. 2004)。その他、新生子マウスの遠位曲

尿細管と髄質集合管がgalectin-3の弱い免疫反応を示す(Bullocket al. 2001)。

最近では、 Saussezら (2005)がハムスター腎臓の集合管と間質細胞において

galectin-3の発現を報告している。一方、水素イオンを分泌する集合管 A型介

在細胞が成人の腎臓における galectin-3産生細胞であるとの報告がある

(Winyard et al. 1997)。このように生後では galectin-3は主に遠位尿細管と集

合管に発現するようであるが、腎炎や腎不全になると galectin-3の免疫反応は

糸球体、近位尿細管、ヘンレのループρにまで、広がるという (Sasakiet al. 1999; 

Nishiyama et al. 2000; Pugliese et al. 2000)。

泌尿器におけるガレクチンの細胞発現に関する組織学的所見は断片的であり、

研究者により相違が認められる。これらの相違は、由来の異なる抗体を用いる

ことによる免疫組織化学の特異性が起因していると考えられる。また、ガレク

チンは細胞外に分泌されると、細胞外の構成要素と結合し凝集する傾向がある

ことから (Hufleijtet al. 1997; Wasano and Hirakawa 1999)、産生部位以外に

も陽性反応が出現する可能性がある。従って、産生細胞の同定には遺伝子レベ

ルでの発現検索が必要で、ある。本研究では、成熟マウスの泌尿器において、主

要な 6種類のガレクチンサブタイプ(galectin-1、・2、-3、-4、-6および galectin-7)

の細胞発現を insitu hybridization法と免疫組織化学により明らかにした。
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材料と方法

1 )供試動物と組織のサンプリング

本研究では、日本 SLC(静岡)より購入した雄の ddYマウス成体(体重約 30g)

の泌尿器を用いた。 insitu hybridization解析には、ペントパルピタールの腹腔

内投与により深麻酔したマウスから、新鮮組織(腎臓、尿管、勝脱、尿道)を

採取して用いた。取り出した組織を生理食塩水で洗浄し、Tissue-TecO.C.T. 

compound (Sakura Fintechnical、東京)に埋めて液体窒素にて凍結し、使用

時まで-30
0
Cで保存した。一方、免疫組織化学用には、深麻酔したマウスを生

理食塩水にて濯流したのち、 4%パラホルムアルテ、ヒドにより潅流固定を行った。

上述した組織を取り出し、同じ固定液にて 4
0
Cで一晩浸漬固定した。本研究にお

ける動物実験は、「北海道大学における動物実』験に関する指針」に基づいて行っ

た。

2) in situ hybridization 

in situ hybridizationには、それぞれのガレクチンサブタイプに関して、重複

しない2種類の45塩基からなるアンチセンスオリゴヌクレオチドプロープを用

いた。使用したプロープの標的とした配列は第 1章に記載した。凍結保存した

新鮮組織より、厚さ 10μmの切片を作製し、オルガノシランコーティングスラ

イドに貼付した。以下の操作は、第 1章と同様にして行った。切片の露光時間

は第 1章で記した時間よりも長く行った (X線フィノレム:10日間、乳剤 :3ヶ

月間)。

3)免疫組織化学

4%パラホルムアルデヒドにより固定した組織を定法に従いパラフィンに包
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埋し、 4μm厚のパラフィン切片を作成した。切片は脱ノ号ラフィン後、リン酸緩

衝生理食塩水 (phosphatebuffered saline: PBS、0.01M)にて洗浄し、正常ヤ

ギ血清により室温で 30分間ブロッキング、を行った。 PBSで軽く洗浄したのち、

抗 galectin-3抗体(1.0μg/mL)(Santa Cruz Biothechnology， Santa Cruz， CA) 

および抗galectin-7抗体 (0.1μg/mL)(Bethyl Laboratories， Montgomery， TX) 

にて室温で一晩反応させた。切片を PBSで洗浄したのち、ピオチン標識抗ウサ

ギIgG(10μg/mL) (Vector Laboratories， Burlingame， CA)にて室温で 1時

間反応させた。その後、 VectorstainABC Kit (Vector Laboratories)にて室温

で 1時間反応させ、 0.01% 3，3'-diaminobenzidine (DAB) と0.001%のH202

を含む 0.05M Tris-HCl buffer (pH 7.5)を用いて可視化した。免疫染色した一

部の切片は、近位尿細管の同定のため PAS染色を施した。

4)二重免疫組織化学

上述の方法により作製した厚さ 4μmのパラフィン切片を用いて、二重免疫組

織化学を行った。切片を脱ノfラフィン後 PBSで洗浄し、ブロックエース(雪印、

札幌)にて室温で 30分間ブロッキングを行った。モルモット抗calbindin抗体

(1μg/mL) (北大院医渡辺雅彦教授より分与)もしくはヤギ抗 aquaporln

(AQP)-2抗体 (1μg/mL)(Santa Cruz Biothechnology)にて室温で一晩インキ

ュベートしたのち、それぞれ 200倍希釈した FITC標識抗モルモット IgGもし

くは抗ヤギ IgG(Jackson Immunoresearch Laboratories， Inc.， West Grove， 

PA)により室温で 2時間反応させた。 PBSで洗浄後、抗 galectin-3抗体(1.0

μg/mL)にて室温で一晩インキュベートし、 Cy3標識抗ウサギ IgG(Jakson 

Immunoresearch Laboratories)により反応を可視化した。切片はグリセリン

ーPBSで封入し、共焦点レーザー走査顕微鏡 (FV300;オリンパス、東京)に
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より観察した。

5)免疫電顕

4%パラホルムアルデヒドで固定した組織を、 30%ショ糖液に 40Cで一晩浸潰

したのち、 O.C.T.compound (Sakura FinetechnicaI)に包埋して液体窒素で凍

結した。厚さ 15仰nの凍結切片を作製し、 poly"L" lysineでコーティングしたス

ライドグラスに貼付した。 PBSで洗浄後、抗 galectin"3抗体(1.0μg/mL)に

て室温で一晩インキュベートした。 200倍に希釈した金コロイド標識抗ウサギ

IgG (BB International， Golden Gate， UK)にて室温で一晩反応させ、 HQsilver 

(Nanoprobes， Yaphank， NY)で、銀増感を行った。 1%の四酸化オスミウムで

20分間後固定し、エタノール上昇系列により脱水した後にスライドグラス上で

エポキシ樹脂 (Quetol812)に直接包埋した。包埋した組織をスライドグラス

からはがし、ダイヤモンドナイフにより超薄切片を作製した。常法に従い、ウ

ラン鉛二重染色を施し、透過型電子顕微鏡 (H"7100; 目立、 東京)にて観察

した。
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結果

1 )泌尿器におけるガレクチン mRNAの発現

6種類のガレクチンサブタイプ (galectin"1、"2、"3、"4/6およびgalectin"7)

mRNAの発現を insitu hybridization法のX線フィノレム像として観察したとこ

ろ、マウスの泌尿器では galectin"1、galectin"3および galectin"7の3つのサブ

タイプの mRNAが検出された。このうち、 galectin"3は腎臓から尿道までのす

べての組織に発現していた。

腎皮質では、 galectin"3の強いシグナルがライン状に認められた(図 1a，b)。

髄質における galectin"3の発現シグナルは、外帯では弱く、乳頭部(内帯)で

は密集していた(図 1a，b)。腎盤(図 1a)、尿管(図 1c)および勝脱(図 1d)

の移行上皮には galectin"3の強いシグナルが検出された。 galectin"1の mRNA

は、尿管(図 1e)および勝脱(図 lf)の壁(平滑筋層)にびまん性に認められ

た。尿道上皮では galectin"3のシグナルが連続して強く認められたが(図 19)、

海綿体部尿道では外尿道口に近づくにつれてシグナルは弱くなる傾向にあった

(図 1h)。そして、外尿道口付近の重層肩平上皮では galectin"7の発現と交代

した(図 1i)。陰茎と包皮の重層肩平上皮では galectin"7が強く発現するほか、

galectin"3の弱いシグナルも認められた(図 1h，i)。包皮腺は galectin"7を強く

発現していた(図 1i)。

乳剤切片を光学顕微鏡下で観察すると、腎臓の galectin"3は管状の構造物に

特異的に発現していた。腎皮質では、さまざまな強さに galectin"3を発現する

管が散在していた(図 2a，b)。髄質外帯では皮質と比較して少数の管状構造物

が中程度の強さの発現を示し、乳頭部で、はびまん'性のシグナルが認められた(図

2c， d)。腎乳頭を被う上皮と腎盤(図 2e)、勝脱(図 2f，g)および尿道(図 2i，

j) にかけての移行上皮は galectin"3を強く発現し、上皮全層にシグ、ナルが認め
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られた。尿道腺の導管も galectin"3のシグナルを含んでいたが、腺部は陰性で

あった(図 2i，j)。一方、 galectin"1のシグナルは尿管と勝脱の平滑筋層に認め

られたに過ぎない(図 2h)。外尿道口付近の重層扇平上皮は galectin"7を強く

発現しており(図 2k)、galectin"3のシグナルは弱いもので、あった(図示せず)。

2)腎皮質における galectin"3の免疫反応

腎皮質において、 galectin"3の免疫反応は特定の管状構造に認められた(図

3a)。免疫組織化学に用いた切片に PAS反応を施すと、 galectin"3陽性の管状構

造は、管腔側で PAS陽性反応を示す近位尿細管とは一致しなかった(図 3b)。

つまり、galectin"3陽性を示すのは、遠位尿細管以降の管であることがわかった。

遠位側に位置する細管は様々な強さに galectin"3の免疫反応を呈した(図 3a，b)。

皮質集合管は最も強く反応し(二重矢印にて図示)、発達した基底線条をもっ遠

位曲尿細管は微弱な免疫反応を示した(アステリスクにて図示)。中程度の強さ

の免疫反応が、狭い管腔と未発達の基底線条をもっ接合管(遠位曲尿細管から

集合管への移行部)で認められた(単矢印にて図示)。

遠位尿細管と接合管のマーカーで、ある calbindin(Taylor et al. 1982)に対す

る抗体を用いて二重染色を行ったところ、 calbindin陽性の接合管に galectin"3

の免疫反応が認められたが、同じく calbindin陽性を示す遠位曲尿細管では

galectin"3の免疫反応は弱かった(図 3c"e)。一方、最も強い galectin"3の免疫

反応が、 calbindin陰性の集合管で認められた(図 3c"e)。集合管主細胞のマー

カーである aquaporin(AQP)・2(Nielsen et al. 1993) との二重染色を行ったと

ころ、集合管および接合管における galectin"3陽性の細胞は主細胞と完全に一

致した(図 3f"h) 0 galectin" 3の免疫反応は主細胞の細胞質に存在するのに対し、

AQP"2の免疫反応は管腔側に集まる傾向にあった(図 3h)0 galectin" 3陽性を
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示す集合管および接合管の上皮内には、 galectin-3とAQP-2両方の免疫反応を

欠く円形の細胞が散在していた(図 3f-hの矢印)。

免疫電顕により皮質集合管を観察すると、 galectin-3の免疫反応は主細胞に限

局していた(図 4a，bの P)0 galectin -3の存在を示す銀粒子は、主細胞の細胞

質内にびまん性に分布し、特定の細胞小器官との関係は認められなかった。と

きに、弱い galectin-3の免疫反応が主細胞の核に出現した。細胞質内に豊富な

ミトコンドリアと、管腔側細胞質に集まる管状の小胞をもっA型およびB型介

在細胞は、 galectin-3を発現していなかった(図 4a，b)。

3)腎髄質における galectin-3の免疫反応

腎髄質でも galectin-3陽性の細管が観察されるが、腎皮質に比較して免疫反

応は弱かった(図 5a，b)。陽性の細管は、外帯外層では少なく、外帯内層では

数が増加し、そして乳頭部では密集する傾向にあった。 AQP-2との二重染色に

より、腎髄質における galectin-3陽性の細管はAQP-2陽性の髄質集合管と乳頭

管と同定された(図 5c)。髄質外帯の内層と乳頭部では、 AQP-2陽性の集合管

のほかに galectin-3のみを発現する壁の薄い管が認められた(図 5b，cの単矢印)。

これら galectin-3陽性の細管はヘンレループの細い脚の一部で、あり、そこでは

免疫反応は核に存在していた(図 5c)。免疫電顕観察により、乳頭部の galectin-3

陽性の細管は、 Takahashi-1 wanagaら(1989)により報告された形態学的特徴

から、粗い細胞間陥入をもち管腔側微繊毛を欠く長いヘンレループ。の細い上

行脚であることがわかった(図 5d)。腎乳頭を被う単層立方上皮と腎盤の移行上

皮は galectin-3の強い免疫活性を示した(図 5a，cの二重矢印)。

4)尿管から尿道における galectin-3とgalectin-7の免疫反応
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galectin-3の免疫反応は、尿管(図 6a)および勝脱(図的)の移行上皮で強

かった。免疫反応は細胞質にびまん性に認められたが、最も表層に位置する上

皮細胞はときに頼粒状に染色された(図 6c)。免疫電顕観察により、 galectin-3

陽性の銀粒子は細胞質内に散在し(図 6d)、表層の細胞では小規模の凝集が出現

するものの特定の細胞小器官との関係は認められなかった(図 6e)。尿道の移行

上皮も galectin-3を強く発現しており、免疫反応は膜性部から海綿体部近位で

最も強かった(図 6f，g)。尿道腺の導管も galectin-3陽性反応を示したが、腺部

は免疫反応を欠いていた(図 6f)。

海綿体部近位において、尿道上皮は移行上皮から重層立方上皮へ、そして外

尿道口付近では重層肩平上皮へと移行する。 galectin-3の免疫反応は外尿道口に

近づくにつれて弱くなった。海綿体部近位の重層立方上皮では galectin-3の免

疫反応は十分強いがまだらに染色され(図 6h)、上皮の基底側には galectin-7

陽性細胞が少数認められた(図 6i)。外尿道口付近の重層肩平上皮では galectin-3

の免疫反応は著しく弱くなり、代わって galectin-7の強い陽性反応が出現した

(図句， k)。
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図1in situ hybridization法による泌尿器のgalectin-l( G丹、 galectin-3(G3) 

およびgalect祖国ブ(G7)m訟仙の発現解析 (X線フィルム像)

腎皮質(。では、ライン状にgalectin-3の明瞭なシグナルが認められる(a)ogalectin-3のシグ

ナルは、髄質の外帯外膚(0/0)と外帯内麗(I10)では弱いが、乳頭部(めでは強くなる(到。

腎盤の上皮(aの矢印)も、 galectin-3を含んで、いる。

尿管と腸腕は、管腔側にgalectin-3の強いシグナルを含み(c，d)、筋層がgalectin幽 1を発現して

し1る(e，合。

海綿体部近位の尿道上皮で、はgalectin-3の強いシグナルが認められるが(g)、外尿道口付近で

は、 galectin-3のシグナルは弱くなり(旬、代わってgalectin-7の強いシグナルが認められる(i)。

*:包皮腺

スケーノレ:2.0 mm(a)、0.5mm(c-町、1.0mm(g寸)

a:腎1蔵
b:aの模式図

c， e:尿管の連続切片(横断)

ι壬跨脱の連続切片

g:海綿体部近{立の尿道(横断)

h， i:陰茎の連続切片(横断)
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図 2in situ hybridization法による泌尿器の galectin・1(Gl)、

galectin-3( G3)およびgalectin-7(G乃mRNAの発現解析(光学顕微

鏡像)

腎皮質ではさまざまな強さに galectin-3mRNAを発現する管が認められる(a，b) 
(bはaの暗視野像)。髄質外帯内層(1/0)では、皮質よりも弱いシグナルが細管(先

F!J)に認められ、乳頭部(P)で、はシグナルがびまん性に広がっている(c，d) (dはc

の暗視野像)。腎乳頭を被う上皮と腎盤の移行上皮は galectin-3を強く発現してい

る(c-eの二重夫励。勝脱(f，g) (gはfの暗視野像)と尿道(i，j) Gはiの暗視野像)

の移行上皮も galectin-3を強く発現している。尿道腺の導管(i，jの犬病も

galectin-3のmRNAを含んでいるが、終末部(利ではシグナルを欠く。 galectin・1

の弱いシグ、ナルが跨脱の筋層に認、められる(hの利。外尿道口付近の重層肩平上

皮では、 galectin-7の強いシグナルが認、められる(k)。

a-e:腎臓

f-h:勝脱

i-k:尿道
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図3腎皮質におけるgalectin-3産生細胞(免疫組織化学)

腎皮質では、さまざまな強さに免疫反応を示す管が認められるが(a)、いずれもPAS陽性の近位尿

細管とは一致しない(b)。アステリスクは遠位尿細管、単矢印は接合管、二重矢印は集合管を示す。

G糸球体

galectin-3( G3)とcalbindin(calb)の三重染色では(c-e)、calbindin陽性の接合管(単矢印)はgalectin-3

の免疫反応を示すが、同じく calbindin陽性の遠位尿細管(*)はgalectin-3を含んでいない。

calbindin陰性の集合管(二重矢印)は強し、galectin-3の免疫反応を示す。

集合管の主細胞は、galectin-3とaqua凹rin-2(AQP-2)の両方に陽性反応を示す俗的。両方の抗体に

染まらない細胞が上皮内に散在して認められる(矢月九
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図4集合管におけるgalectin-3の免疫電顕像

集合管主細胞(めがgalectin-3の免疫反応を示し、免疫反応は細胞質内にびまん性に認められる。

細胞質内に豊富なミトコンドリアをもっA型(A)およびB型(B)介在細胞は、免疫反応を欠いて

いる。
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図5腎髄質におけるgalectin-3産生細胞(免疫組織化学)

a 腎髄質では、髄質外帯の外層(0/0)および内層(I/O)にgalectin-3陽性の細管が認められるが、

免疫反応は皮質(c)に比へて弱い。腎乳頭(町では、galcctin-3陽性反応を示す細管が集まって

いる。

b 髄質外措では集合管(*)がgalectin-3陽性反応を示すが、外帯内層(I10)の周辺部では、集合

管のほかに薄い壁からなる管がgalectin-3を含む(矢印)。

c 腎乳頭におけるaquaporin-2(AQP2)との三重染色(galectin-3は赤色、AQP2は緑色)では、二重

陽性を示す集合管(*)とgalectin-3のみを含む薄い壁の管(矢印)が存在し、後者では免疫反応

は核に集まっている。

腎乳頭を覆う上皮と腎盤の上皮はgalectin-3の強い免疫反応を示す(0， cの二重失月l)。

d 免疫電顕では、galectin-3陽性反応は乳頭管(P)のほかに、長いヘンレノレープの細い上行脚(A)

の核と細胞質に弱く認められる。管腔側に微減毛をもっ長いノレープの細い下行脚(D)は免疫反

応を欠く。
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図6尿管、勝目光、 尿道における galectin-3(G3)とgalectin-7(Gηの免疫組織化学

尿管ωと勝脱 (b，c)の移行上皮l士、全層において galectin-3の陽性反応を示し、ときに表層の細胞

では頼粒状に染色される (cの矢印)。免疫電顕f去により観察すると 他的、免疫反応陽性の銀位子

は細胞質内に散在してお り、特定の細胞小器官との関係は認められない (e)， eはdの枠内を拡大

したものである。

膜性部の尿道上皮は、galectin-3抗体に強い楊性反応を示す (f，g)。尿道腺の導管 (fの矢印)も

galectin-3を含むが、腺部は陰性である (fの本)。

海綿体部近位の重層立方上皮では、さまざまな強さの galectin-3陽性反応が認められ(旬、上皮の

基底側には galectin-7の弱い免疫反応を示す細胞が出現するゆ。

外尿道口付近の重層扇平上皮では、galectin-3の免疫反応は弱くなり Gl、 galectin-7の強い免疫反

応が認められるよう になる (k)，j， kの矢印は上皮の移行部を示す。

a:尿管、b-e勝H光、 f， g尿道(膜性部)、 h，i・尿道(海綿体部近位)の連続切片

j， k尿道(海綿体部遠位)の連続切片

45 



考察

1)泌尿器におけるガレクチンサブタイプの発現パターン

本研究において、マウスの泌尿器における galectin-3の優位な発現が明らか

となった。このことは腎臓における galectin-3の重要性を記したこれまでの報

告と一致する (Winyardet al. 1997; Bullock et al. 2001)。腎臓のgalectin-3は、

一般に器官形成の初期に発現するとされていた (Bullocket al. 2001; Hughes 

2004)。腎臓での galectin-3の発現は出生後顕著に減少することから、galectin-3

は尿管芽の成長因子あるいは尿管芽発達の抑制因子として働くといわれている

(Bao and Huges 1995; Bullock et al. 2001)。しかしながら、本研究において、

成熟マウスの腎臓でも galectin-3が強く発現することがmRNAおよびタンパク

レベルで、確認できた。

他のガレクチンサブタイプの中では、 galectin-1がヒトの腎臓より得た培養細

胞において同定され (Burgeret al. 1996)、発生段階において腎臓を含め間質に

広く存在することが報告されている (Poirieret al. 1992)。本研究では、

galectin-1のmRNAは尿管と勝脱の筋層に認められたものの、腎臓では確認で

きなかった。 Saussezら (2005)は、成熟ノ、ムスターの腎臓において、 galectin-3

以外にも galectin-1、-4および galectin-7が尿細管で発現することを報告して

いる。さらに、 galectin-9が成熟マウスの腎臓に発現することが Northernblot 

法により示されている (Wadaet al. 1997)。著者は、 galectin-1.、-4/6、・7およ

び galectin-9に対するプロープを用いて insitu hybridization法により検索し

たが、マウスの腎臓にこれらのサブタイプのシグ、ナノレは検出で、きなかった(本

研究および未発表データ)。結論として、マウスの腎臓では galectin-3以外のサ

ブタイプは存在しないか、存在したとしても発現量が非常に低いため、 insitu 

hybridization法では検出できなかったと思われる。泌尿器におけるガレクチン
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サブタイプの発現は、第 1章で述べたように複数のサブタイプ (galectin-2、-3、

-4/6および galectin-7)がある規則性をもって発現している消化管とは異なり、

galectin-3のみが主要なサブタイプで、あった。

2)腎臓における galectin-3発現細胞

これまでに報告されている成熟ラットを用いた galectin-3の免疫組織化学的

研究では、 galectin-3は“遠位側の細管"の上皮に発現していた (Sasakiet al. 

1999; Nishiyama et al. 2000)。他の晴乳動物(ヒト、ハムスター)においても、

遠位側の細管における galectin-3の存在が報告されているが、詳細な局在に関

しては不明な点が多く、研究者によって結果に相違が認められる(表 1)。

塾盤彊
ラット(成熟)

ラット(成熟)

マウス(新生子)

ハムスター(新生子)

ハムスター(成熟)

成人

成人

局在 文献

遠位側の管 Sasak:i et al. 1999 

遠位側の管(微弱) Nishiyama et al. 2000 

遠位曲原細管、髄質集合管 Bullock et al. 2001 

原細管(管の同定は行っていない) Foddy et a1. 1990 
集合管、間質細胞 Saussez et al. 2005 

A型介在細胞 Winyard et a1. 1997 
遠位側の管 Kikuchi et al. 2004 

表1 成熟および新生子動物の腎臓における galectin-3の免疲組織化学的所見

本研究は、 galectin-3が成熟マウス腎臓の皮質集合管と接合管に豊富に発現して

いることを mRNAおよびタンパクレベルで明らかにした。髄質の galectin-3は

やや弱い発現であるが、集合管と乳頭管に局在していた。発生段階におけるヒ

トの腎臓を用いた研究では、 galectin-3の強い免疫反応が髄質の集合管と乳頭管

で認められ、皮質の集合管ではむしろ弱い傾向にあったという (Winyardet al. 

1997)。また、成熟ハムスターにおいて galectin-3は皮質および髄質の集合管に

存在すると報告されている (Saussezet al. 2005)。ハムスターの集合管におけ

るgalectin-3の局在は本研究で得られた結果と一致するが、 Saussezら (2005)
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は集合管のほかに間質の細胞にも galectin-3の存在を報告しているのに対し、

本研究で、はマウス腎臓の間質細胞には galectin-3のシグ、ナルは認められなかっ

た。成人の腎臓では、 galectin-3の免疫反応は集合管のA型介在細胞 (Winyard

et al. 1997)あるいは遠位尿細管上皮に認められるとの報告がある(Kikuchiet 

al. 2004)。本研究で明らかにしたマウス腎臓の galectin-3産生細胞の主要なも

のは集合管と接合管の主細胞であり、介在細胞や遠位尿細管上皮ではなかった。

腎臓における galectin-3の発現は、発生学的な背景と深く関与している。す

なわち、 galectin-3を発現する上皮は尿管芽由来の上皮であることが、ヒト

(Winyard et al. 1997)、ハムスター (Foddyet al. 1990)およびマウス (Bullock

et al. 2001)で報告されている。本研究でも、 galectin-3は主に尿管芽由来の上

皮(集合管、接合管、腎盤を被う上皮)で発現していたが、弱いながらも確か

なシグ、ナルが尿管芽由来で、はないヘンレのループ上皮でも認められた。

3)尿管、勝航、尿道における galectin-3の発現分布

尿管芽由来である腎盤の上皮も galectin-3をmRNAおよびタンパクレベルで

発現しており、この所見は成人の腎盤における免疫組織化学的所見と一致する

(Winyard et al. 1997)。ウサギおよびヒトの勝脱上皮は、カルシウム非依存性

にピオチン化したbeta-D-galactoseやbeta-D-N-acetylglucosamineを含む複合

糖質により染色されることから、勝脱上皮でのガレクチンの存在が指摘されてい

た (Puchand Bhavanandan 1999)。ウサギ勝脱の抽出物を用いて、ラクトース

ゲ、ルに対するアブイニティークロマトグラフィーを行うと、分子量およそ 30，000

のガレクチン、つまり galectin-3が抽出された(Puchand Bhavanandan 1999)。

また、 Bhavanandanら (2001)は PCR法と Northernblot法によりウサギ勝既

における galectin-3とgalectin-4の発現を報告している。さらに、正常ヒト勝脱
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を用いた Northernblot法による解析では、 galectin"1よりも強い galectin"3の

発現が報告されている (Cindoloet al. 1999)。本研究において、腎盤から尿道の

上皮に galectin"3の強い発現が初めて形態学的に証明された。外尿道口付近の重

層肩平上皮で発現する galectin"7を除けば他のサブタイプは検出できなかった。

これらの所見は、 galectin"3が移行上皮のマーカーとして有用であることを示し

ている。 galectin"3はバクテリアのリポ多糖と結合することから (Satoand 

Nieminen 2004)、尿路感染における galectin"3の関与は興味がもたれる。

4) galectin" 3の細胞内局在と病態における発現変化

腎臓の尿細管上皮における galectin"3の細胞内局在に関してはこれまでに光

学顕微鏡レベルでの報告しかなく、研究者によって所見にかなりの相違があっ

た。成熟ラットにおいて、 galectin"3は遠位尿細管の管腔面に存在するとされて

いる (Sasakiet al. 1999)。また、新生子ハムスターの腎臓においても、尿細管

上皮の管腔面に galectin"3の免疫反応が集まっている (Foddyet al. 1990)。一

方、成人の腎臓では galectin"3は集合管の特定の上皮細胞 (A型介在細胞)の

細胞質に存在すると報告されている (Winyardet al. 1997) 0 Madin" Darby 

canine kidney (MDCK)細胞を三次元コラーゲンゲル培養すると、嚢包や管を

形成し、 galectin"3は細胞の基底側細胞膜に局在するという (Baoand Hughes 

1995)。さらに、胎生期および、新生子マウスの腎臓における galetin"3の発現は、

集合管上皮細胞の管腔側や基底側に集積する、細胞質にびまん性に存在するな

ど発達に伴い変化することが報告されている (Bullocket al. 2001)。本研究に

おいて、腎臓および、勝脱の galectin"3の細胞内局在を初めて電顕レベルで明ら

かにした。 galectin"3の免疫反応は細胞質内に広がり、特定の細胞小器官との関

係は認められなかった。
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galectin-3は細胞質と核の間で移行することが知られている。 galectin-3はN

末端側でリン酸化されると核から細胞質へ移行し、アポトーシスを制御する

(Takenaka et al. 2004b)。また、 galectin-3はs-cateninに結合することから

Wntシグ、ナル伝達系に関与し、脱リン酸化状態で、s-cateninの核への移行を調節

する可能性が示唆されている (Shimuraet al. 2005)。本研究でも、腎臓の集合

管上皮で galectin-3の発現がときに核に認められることがあり、細胞の状態や

機能に関連して移動する可能性がある。 galectin-3は、基底膜成分のラミニンに

結合し、細胞の接着や移動を調節するといわれているが (Wooet al. 1990; 

Frigeri and Liu 1992)、本研究における免疫組織化学では細胞の基底側細胞膜

にgalectin-3の免疫反応は認められなかった。

腎疾患におけるガレクチン発現パターンの変化がいくつか報告されている。

遠位尿細管における galectin-3の免疫反応は、ラットのメサンギウム増殖性糸

球体腎炎モデノレで、顕著に増加し、メサンギウム細胞や近位尿細管上皮にも認め

られるようになる (Sasakiet al. 1999) 0 Sasakiら (1999)は、遠位尿細管以

外の部位で認められる galectin-3免疫反応は、分泌された galectin-3が結合し

たり、取り込まれたりするためであるとしている。この点は、遺伝子レベルで

の発現解析が必要であろう。虚血・再還流による急性尿細管壊死モデ、ル(ラッ

ト)では、 galectin-3の発現は皮質の近位および遠位尿細管、さらにへンレル

ープの細い上行脚にも認められるようになるという (Nishiyamaet al. 2000)。

ストレプトゾトシン投与により作製した糖尿病性腎症モデ、ノレ(ラット)では、

galectin-3の免疫反応が尿細管で増強し、糸球体にも出現する (Puglieseet al. 

2000) 0 Puglieseら (2000)は、糸球体での galectin-3の発現はメサンギウム

細胞によるものとしたが、ラットの培養メサンギウム細胞では galectin-3の発

現は認められない (Sasakiet al. 1999) 0 galectin-3は他のサブタイプ
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(galectin -1、galectin-7および galectin-8) とともに、ジチオトレイトール投

与による腎腫蕩モデル(ハムスター)において顕著に増加する (Saussezet al. 

2005)。以上のことから、病的な状態ではガレクチンの発現が集合管と接合管を

超えて他の部位にも広がるようである。

腎臓における galectin-3の発現は病態によって変化し、遊走した白血球にも

発現することから、正常マウスにおける局在が明らかになったことは、病態に

おけるガレクチンの役割を理解する上で重要なことである。
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小括

ガレクチンは、 s-galactosideに特異的に結合する内在性レクチンである。本

研究では、マウスの泌尿器におけるガレクチンサブタイプの発現分布を insitu 

hybridization法と免疫組織化学により検索した。マウスの泌尿器で発現する主

要なサブタイプは galectin-3で、腎臓から尿道まで連続して発現していた。

galectin-3は腎皮質で強く発現し、髄質では弱い傾向にあった。 galectin-3の免

疫反応は腎皮質の集合管で最も強く、そこでは主細胞が galectin-3産生細胞で

あった。腎盤から尿道にかけての移行上皮は、全層で galectin-3を発現してい

た。免疫電顕では、 galectin-3の陽性反応は集合管主細胞と勝脱の移行上皮の細

胞質内にびまん性に認められた。海綿体部尿道の galectin-3の発現は外尿道口

に近づくにつれて弱くなり、外尿道口付近の重層肩平上皮では代わって

galectin-7が発現するようになった。尿管と勝目光の筋層は galectin-lを弱く発現

していた。泌尿器では、複数のサブタイプが強く発現する消化管とは異なり、

galectin-3のみが主要なサブタイプであった。泌尿器における galectin-3は、主

に尿管芽と尿生殖洞由来の上皮に発現しており、 galectin-3は移行上皮の有用な

マーカーになると思われる。
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第 3章

卵巣におけるガレクチンの発現
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小緒

ガレクチンはガラクトースを含む糖鎖を特異的に認識するレクチンで、日甫乳

類ではこれまでに 15種類のサブタイプが報告されている。消化管では、複数の

サブタイプ (galectin-2、-3、-4/6およびgalectin-7)が粘膜上皮に強く発現し、

部位および細胞特異的に分布していることを第 1章で明らかにした。第 2章で

とりあげた泌尿器では galectin-3のみが主要なサブタイプで、主に尿管芽と尿

生殖洞由来の上皮に強く発現していた。一方、生殖器においてもガレクチンが

存在しており、これまでの所見を総合すると galectin-1、galectin-3および

galectin-7が主なサブタイプと思われる。

galectin-1は間質に広く存在するサブタイプで、多くの組織においてその発現

が確認されている。卵巣と子宮に発現することは Northernblot法により示され

ている (Choeet al. 1997)。卵巣では、 Walzelら (2004)がWesternblot法に

よりブタ培養頼粒層細胞が galectin-1を含むことを報告している。しかしなが

ら、生体内における卵巣の galectin-1の局在は明らかではない。卵巣に発現す

ることが報告されているガレクチンには、ほかに galectin-7がある。 galectin-7

は、皮膚や食道などの重層肩平上皮に特異的に発現するサブタイプであるが、

Western blot法により卵巣にも存在することが示されている (Satoet al. 

2002a) 0 Satoら (2002a)の免疫組織化学的染色によると、卵巣の間質細胞が

galectin-7を発現しているというが明確な所見ではない。

子宮と胎盤では、 galectin-1とgalectin-3の存在が報告されている。性周期や

妊娠に伴う子宮の組織変化には多くの炎症性メディエーターが関与し (von

Wolff et al. 2005)、galectin-1とgalectin-3は炎症反応を調節する主要なガレク

チンであることから(Almkvistand Karlsson 2004)、妊娠に伴う組織変化とこ

れらサブタイプの発現はよく研究されている(表1)。
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galectin-3 

ヒト Igalectin-1 

galectin-3 

表1子宮と胎盤におけるガレクチンの発現

Phillips et al. 1996 
Choe et al. 1997 
Lee et al. 1998 

Maquoi et al. 1997 
Vicovac et al. 1998 
von Wolff et al. 2005 

非妊娠子宮では間質に galectin-1が、内膜上皮と内膜直下の細胞には

galectin-3が存在し、両サブタイプの発現は着床とともに増強するという

(Phillips et aL 1996; Choe et aL 1997; Lee et aL 1998; von Wolff et aL 2005)。

マウスの胎盤では脱落膜細胞、 NK細胞の一種である GMG(granular metrial 

gland)細胞および、妊娠後期に出現する placentalglycogen cellがgalectin-1と

galectin-3の両方を産生する (Phillipset aL 1996; Lee et aL 1998)。ヒトの初

期胎盤を用いた免疫組織化学では、 galectin-1は脱落膜細胞、合胞体性栄養膜細

胞および紋毛の間質に存在し、 galectin-3の発現は脱落膜細胞とラングハンス細

胞層に認められる (Maquoiet al. 1997; Vicovac et aL 1998; von Wolff et al. 

2005)。

性周期や妊娠に伴う組織変化には、卵巣から分泌される性ステロイドホルモ

ンが重要な役割を果たしている。子宮における galectin-1の発現は卵巣由来の

ステロイドホルモンの調節を受けるとされている (Choeet al. 1997)。一方、ガ

レクチンがステロイドホルモンの生合成に関与することを示す所見が集まりつ

つある。 galectin-1は、精巣のセルトリ細胞やライデイツヒ細胞に発現すること

から (Wollinaet al. 1999; Timmons et al. 2002; Dettin et al. 2003; Martinez et 

al. 2004)、性ステロイドホルモンの産生に関与することが示唆される。 Walzel

ら (2004)は、 galectin-1が培養頼粒層細胞(ブタ)の増殖を刺激するととも
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に、卵胞刺激ホルモン (fol1icle-stimulatinghormone: FSH)刺激によるステロ

イドホルモン合成を抑制することを示した。同様に、培養ライディッヒ細胞(ラ

ット)に galectin-1を与えるとテストステロン産生が抑制される (Martinezet 

al. 2004)。これらの培養細胞を用いた研究から、 galectin-1は生殖腺における

ステロイドホルモンの産生に抑制的に働く可能性が示唆される。

本章では、ステロイドホルモン産生におけるガレクチンの関与を明らかにす

るために、非妊娠、妊娠後期および分娩後のマウス卵巣を用いて、主要な 6種

類のガレクチンサブタイプ (galectin-1、-2、-3、-4/6および galectin-7) とス

テロイドホルモンの生合成に関与する酵素の発現を insitu hybridization法に

より同時に検索した。
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材料と方法

1)供試動物と組織のサンプリング

本研究では、非妊娠(体重約 30g)、妊娠後期(妊娠 15日目)および分娩後 3

日目の ddYマウス(日本 SLC、静岡)の卵巣を用いた。 insitu hybridization 

解析には、ペントパルピタールの腹腔内投与により深麻酔したマウスより、卵

巣を取り出して用いた。取り出した組織は、Tissue-TecO.C.T. compound 

(Sakura Fintechnical、東京)に埋めて液体窒素にて凍結し使用時まで-300C

で保存した。本研究における動物実験は、「北海道大学における動物実験に関す

る指針」に基づいて行った。

2) in situ hybridization 

in situ hybridizationには、それぞれのガレクチンサブタイプに関して、重複

しない2種類の 45塩基からなるアンチセンスオリゴヌクレオチドプロープを用

いた。使用したプロープの標的としたガレクチンサブタイプの配列は第 1章に

記載した。また、黄体における性ステロイドホルモン生合成とガレクチンの関

係を検索するため、プレグネノロンからプロジェステロンを合成する酵素であ

るA5・3s-hydroxysteroiddehydrogenase/A5-A4 isomerase 1 (3s-HSD) (塩基配

列 291・335，610-654， GenBank accession No. M58567)およびプロジェステロ

ンを生理活性のない 20α"ジヒドロキシプロジェステロンに変換する酵素である

20α-hydroxysteroid dehydrogenase (20α-HSD) (塩基配列 486咽 530，541・585，

GenBank accession No. AB059565)に対するオリゴヌクレオチドプロープを用

いて、連続切片により発現を検索した。

ステロイドホルモンの生合成の経路を以下に示した。3祁P

ロン以外のステロイド合成にも関わる酵素でで、あり、 20α-HSDは、プロジェステ
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ロンの分解にのみ関与する酵素である。
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ステロイドホルモンの生合成 (獣医繁殖学第 2版より、 一部改変)

凍結保存した新鮮組織より厚さ 10μ皿の切片を作製し、オノレガノシランコー

ティングスライドに貼付した。以下の操作は、第 1章と同様に行った。切片の

露光は、ガレクチンについては X線フィノレムで 10日間、乳剤lで 3ヶ月 間行っ

た。 ステロイドホノレモン合成酵素は発現が強いため、X線フィノレムに 2日間、
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乳剤に 1ヶ月間露光した。 X線ブイノレムへの露光に用いた切片の一部にヘマト

キシリン・エオジン (HE)染色を施し、光学顕微鏡にて観察した。
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結果

検索した 6種類のガレクチンサブタイプのうち、マウスの卵巣には galectin-1、

galectin-3およびgalectin-7の3つのサブタイフ。のシグナルが検出された。実質

内に発現するのは galectin-1とgalectin-3であった。妊娠に伴う発現変化を調

べるために、非妊娠、妊娠 15日目および分娩後 3日目のマウスで比較したとこ

ろ、 galectin-1とgalectin-3の発現に大きな変化が認められ、ステロイドホノレモ

ンの生合成に関わる酵素の発現と密接に関係していた。

1 )卵巣におけるガレクチンサブタイプと 3s-HSDおよび20α-HSDの発現 (X

線フィルム像)

galectin-1 は、いずれの時期でも間質に広く分布する傾向にあるが(図 1a-c)、

非妊娠マウスでは黄体にも galectin-1の強い発現が認められた(図 1a)。妊娠

15日目の妊娠黄体には galectin-1のシグナノレは検出で、きなかった(図 1bのア

ステリスク)。分娩後 3日目の黄体には galectin-1の発現が戻っていたが、非妊

娠マウスの黄体に比べると弱かった(図 1c)。一方、 galectin-3は黄体に選択的

に発現し、その発現は galectin-1と同様に妊娠に伴う変化を示した(図 1d-f)。

galectin-3は、非妊娠時の黄体に発現が認められるが(図 1d)、妊娠黄体では消

失していた(図 1e)。分娩後 3日目の卵巣では、 galectin-3を発現する黄体と発

現しない黄体が混在していた(図 lf)o

ステロイドホルモン合成酵素のひとつである 3s-HSDは、いずれの時期の卵

巣においても卵巣全体に強い発現が認められた(図 19-i)。一方、プロジェステ

ロンを非活性型に変換する酵素である 20α-HSDは黄体に限局して発現が認め

られ、その発現は妊娠に伴い変化した(図 1j-I)。すなわち、非妊娠マウスでは

すべての黄体に 20α-HSDの強い発現が認められるのに対し(図 1j)、妊娠黄体
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での発現は非常に弱かった(図 1k)。また、分娩後 3日目の卵巣では 20α-HSD

は特定の黄体においてのみ強い発現が認められ、 20α-HSDを発現する黄体は

galectin-3を発現する黄体と完全に一致していた(図 1の fと lを比較)。

galectin-7のシグナルは、マウスの状態に関わらず卵巣の縁に弱く認められたが、

実質内には存在しなかった(分娩後 3日目のみ図示:図 1p)。

2)卵巣におけるガレクチンサプタイプと 3s-HSDおよび20α-HSDの発現(光

学顕微鏡像)

非妊娠マウスの卵巣ではすべての黄体に galectin-1のシグ、ナルが認、められた

が、シグ、ナルが強いものと弱いものが混在していた(図 2a，b)。また、 galectin-1

は間質全体に弱くびまん性に発現し、卵胞周囲の卵胞膜にやや強いシグ、ナルが

集まっていた(図 2a，b)。卵巣表面を被う表面上皮も galectin-1のシグ、ナノレを

含んでいた(図 2a，b)。一方、 galectin-3は黄体に限局して発現していた(図

2c， d) 0 galectin-1と同様に、すべての黄体に galectin-3のシグナルが認められ

るが、やはりシグナルの強さが黄体によって異なっていた。 galectin-1と

galectin-3を発現する黄体は、シグナノレの強さにおいても一致していた(図2a-d)。

連続切片上で 3s-HSDの発現をみると、間質腺、内卵胞膜、一部の卵胞の頼

粒層、黄体というように広範囲にシグナルが認められた(図 2e)。黄体における

3s-HSDの発現は比較的弱く、 galectin-1とgalectin-3を強く発現する黄体にお

いてさらに弱い傾向にあった(図 2e)。一方、 20α-HSDは黄体に限局して発現

した(図 2f)。ガレクチンと 20α-HSDは共発現する傾向にあるが、ひとつの黄

体に注目しても同じことがいえる。すなわち、 galectin-1、galectin-3および

20α-HSDのシグナルは黄体の周辺部で、強いが、 3s-HSDは黄体の中央部に集ま

って発現していた(図 2のb，d，e，fを比較)。
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妊娠 15日目の卵巣では galectin-1のシグ、ナルは間質に弱く発現し、非妊娠マ

ウスと同様に卵胞膜にシグナルが集まっていた(図 3a，b)。ところが、妊娠黄

体に galectin-1のシグナルはまったく認められなかった。 galectin-3の発現は非

常に弱く、妊娠黄体の周囲に散在するシグナルが観察されるが、妊娠黄体には

検出できなかった(図 3c，d) 0 3s-HSDは非妊娠マウスと同様に、間質腺、内卵

胞膜、一部の卵胞の頼粒層および黄体に強いシグナルが認められた(図 3e)。

20α-HSDの発現は非常に弱く、黄体に点状の弱いシグナルが認められるのみで

あった(図 3f)。

分娩後 3日目の卵巣では、間質に galectin-1の弱いシグナルがびまん性に認

められるほか、非妊娠および妊娠 15日目の卵巣と同様に、卵胞膜にシグナルが

集まっていた(図 4a，b)。黄体には弱い galectin-1のシグナノレが認められたが、

シグナノレがまったく検出できない黄体も混在していた(図 4a，b) 0 galectin -3は

黄体に強く発現していたが、galectin園3を発現しない黄体も存在した(図4c，d)。

galectin-3を発現する黄体は、 galectin-1を発現する黄体と一致していた(図

4a-d)o 3s-HSDは、非妊娠および妊娠 15日目の卵巣と同様の発現分布を示し

ており(図 4e)、すべての黄体に強いシグ、ナルが認められた。 20α聞 HSDは、特

定の黄体において非常に強く発現し(図 4f)、galectin-3 (および galectin-1) 

を発現する黄体と完全に一致した(図 4のb，d， e， fを比較)。

galectin-7はいずれの状態の卵巣においても、卵巣表面の表面上皮に発現し、

実質内に galectin-7のシグナノレは検出で、きなかった(図示せず)。
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図 1in目的 hybridizationi去を用いた非妊娠、妊娠 15日目、分娩後 3日目の

マウス卵巣における galectin-I，-3，ー7と3s-HSDおよび 20α-HSDmRNAの

発現 (X線フィルム像)

連続切片により、 gaJectin-1(o-c)、gaJ田tin-3(dーの、3s-HSD(g-i)、20αーHSDO-I)およびgal田tin-7
(p)の発現を検索した結果と同一切片の HE染色像(皿0)を示した。

アステリスク (*)は同一の黄体を示し、矢印は卵管を示す。

galectirト1は間質に広く存在し (o-c)、非妊娠時および分娩後3日目では黄体にもシグナルが認め

られる (0，c)o galectin-3は非妊娠マウスの黄体に限局して発現するが (d)、妊娠黄体ではシグナ

ノレを欠く (e)。分娩後3日目では、galectin-3を発現しない黄体 (*)と混在する の。いずれの状

態のマウスにおいても 3s-HSDの強いシグナノレが卵巣全体に認められる (g-i)o20αHSDは黄体

に限局して発現 L-0-1)、妊娠黄体では弱く(旬、分娩後 3日目ではシグナノレを欠く黄体(乎)と混

在 している (1)。

スウーノレ ー0.5mm 
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図2非妊娠マウスの卵巣における

galectin-l (G 1)、 galectin-3(G3)、

3s-HSDおよび 20α-HSDmRNAの

発現 (光学顕微鏡像)

4枚の連続切片で galectin-l刷、 galectin-3( c)、
3s-HSD(elおよび20α-HSD仰のシグナノレを検

出した。ガレクチンについては、同一切片の

里担暗視野像を右側に示した (b，dl。

さ旦-'"'

黄体における galectin-lとgalectin-3のシグナノレ

の強さは一致しており (b，dl、一部の黄体では

周辺部が強い傾向にある (b，dの*l。
同一黄体での 20α-HSDの発現も閉じく周辺部

で強いが (fの*l、3s-HSDは逆に黄体の中央

部にシグナノレが集まる (eの*l。
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r 図 3妊娠 15日目 の卵巣における

galectin-l (G 1)、 galectin-3( G3)、

3s-HSDおよび 20α-HSDmRNAの
発現(光学顕微鏡像)

妊娠黄体ではガレクチンはまったく発現

しない (a-d)。

3s-HSDのシグナノレは非妊娠マウスと同じ

τ ー『百ニ であるが (e)、妊娠黄体での 20αーHSDの発

‘.......'......1現は非常に弱い(町。

* 妊娠黄体

. 
串

-，-
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3s-HSD 図4分娩後 3日目の卵巣における

galectin-I (G 1)、galectin-3( G3)、

Z旦-'"

20α-HSD 
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3s-HSDおよび 20α-HSDmRNA

の発現(光学顕微鏡像)

黄体にも galectin-lが弱く発現するが、

すべての黄体ではない 肌 bの*J。
galectin-3は特定の黄体に強く発現して

いる (c，dの*)。同じ黄体が galectin-I

を発現するが、邑alectin-3に比べると弱

い。ガレクチンを発現する黄体には、

20αーHSDの日郎、シグナノレが認められる

(町。



療用考

本研究において、卵巣に galectin-l、galectin-3および galectin-7の3つのサ

ブタイプが発現することが明らかとなった。実質内に存在する galectin-lと

galectin-3は、妊娠に伴って顕著な発現変化が認められた。

ステロイドホルモンの生合成に関わる酵素の発現と比較することにより、黄

体に発現する galectin-lとgalectin-3がホノレモンの産生に関与している可能性

が示唆された。 galectin-3とステロイドホルモンの関係は知られていないが、

galectin-lはホルモン合成に抑制的に働くことが報告されている。 Walzelら

(2004)は、ブタ培養頼粒層細胞に galectin-lを加えると FSH刺激によるプロ

ジェステロン産生が減少し、プロジェステロン合成に関与する cytochrome

P450・dependentcholesterol side chain cleavage enzyme (P450scc)および

3s-HSDのmRNA発現が減少することを報告している。 galectin-lがステロイ

ドホルモンの産生に抑制的に働くことは、ラット培養ライディッヒ細胞を用い

た実験でも示されている (Martinezet al. 2004) 0 Martinezら (2004)による

と、 galectin-lはライデイツヒ細胞のアポトーシスを誘導して、ホルモンの産生

を調節しているとしづ。本研究では、 galectin-lばかりでなく galectin-3も、プ

ロジェステロン産生の抑制系に関与することを強く支持する所見を得た。

黄体における galectin-lとgalectin-3の発現は、プロジェステロンを非活性

型に変換する酵素である 20α-HSDの発現ときれいに相関し、プロジェステロン

の非活性化に関与することを示唆する。マウスの性周期は、黄体期をもたない

不完全性周期に分類され、形成された黄体は持続的にプロジェステロンを分泌

せず、短時間で機能を消失することが知られている。本研究で、調べた非妊娠マ

ウスの卵巣では、すべての黄体に非活性化酵素である 20α-HSDの発現が認めら

れ、同時に galectin-lとgalectin-3が発現していた。非妊娠マウスの一部の黄
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体では、黄体の周辺部で 20α-HSDの発現が強く、中心部で、は弱い傾向にあった。

同じ黄体ではやはり周辺部に galectin-3とgalectin-1が強く発現していた。個々

の黄体では、黄体周辺部においてプロジェステロンの活性がより強く抑制され

ているようである。非妊娠マウスではすべての黄体に 20α-HSDの発現が認めら

れることから、活性型プロジェステロンの産生が抑制されていると考えられる。

一方、プロジェステロン活性が高い妊娠 15日目の卵巣では、すべての黄体(妊

娠黄体)にガレクチンの発現は認められず、 20α-HSDの発現も非常に弱かった。

分娩後 3日目の卵巣では、 20α但 SDを発現する黄体と発現しない黄体が混在

していた。そして、 20α丑SDを発現する黄体のみがガレクチンを発現していた。

ガレクチンと 20α-HSDを発現する黄体は、分娩後の排卵ののちに形成された発

情黄体であると思われる。一方、 3s-HSDのみを発現する黄体は残存している妊

娠黄体であろう。

galectin-1と galectin-3がどのような機序でプロジェステロンの産生を調節

しているかは定かではないが、 FSHや黄体形成ホルモン Outeinizinghormone: 

LH)によるシグナル伝達系に関与している可能性が考えられる。なぜなら、ブ

タ培養頼粒層細胞において、 galectin-1はFSHレセプターを介さない刺激によ

るプロジェステロン産生は抑制しないからである (Walzelet al. 2004) 0 Walzel 

ら (2004)は、 galectin-1が FSHレセプターと結合し、 FSHレセプターをエ

ンドサイトーシスさせて細胞膜上から除去することにより、プロジェステロン

産生を調節しているのではないかと考察している。 galectin-3は、 Chinese

hamster ovary (CHO)細胞において、 s-1インテグリンや低密度リポ蛋白のエ

ンドサイトーシスに関与することから (Ochienget al. 2004)、黄体細胞におい

てもレセプターをエンドサイトーシスさせている可能性が考えられる。また、

galectin-1と galectin-3は、細胞膜のミクロドメインの構成要素として働き
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(Ochieng et al. 2004)、FSHやLH刺激によるプロジェステロン合成に関わる

細胞内シグナル伝達系に影響しているかもしれない。

galectin"1は、黄体のみならず卵巣の間質に強く存在し、卵胞膜に発現シグナ

ルが集まっていた。ブタの培養頼粒層細胞が galectin"1を発現すると報告され

ているが (Walzelet al. 2004)、本研究ではいずれの時期の卵巣でも頼粒層細胞

にgalectin"1の発現は認められなかった。

Satoら (2002a)は、卵巣における galectin"7の発現を Westernblot法によ

り示し、卵巣の間質細胞に存在するとしている。また、 galectin"7はマウス胎生

期において、卵胞の頼粒層細胞や精細管のセルトリ細胞に分化する前の体腔の

支持細胞に発現すると報告されている(Timmonset al. 2002)。しかし、本研究

では、卵巣表面を被う表面上皮に galectin"7の発現を認めたに過ぎない。一般

的に galectin"7はケラチノサイト型のサブタイプであると認識されている。結

果には含めていないが、卵巣以外では臆の重層肩平上皮にも galectin"7の強い

発現が認められる。

オスの生殖器を用いてガレクチンの発現を検索したところ、包皮腺に

galectin"7の強いシグナルが認められるほか、前立腺に galectin"3が散在して発

現していた(未発表データ)。精巣にも galectin"1のシグ、ナルが検出されたが、

卵巣に比較すると非常に弱いものであった。精巣上体、精管、精嚢腺および凝

固線にはいずれのサブタイプのシグナルも検出で、きなかった。これらの所見か

ら、泌尿器においてガレクチンの発現が尿管芽および尿生殖洞由来の上皮で認

められたように(第 2章)、生殖器においてもガレクチンの発現には発生学的な

背景が深く関与しているものと思われる。つまり、生殖器のガレクチンは中腎

傍管由来の組織(卵管、子宮、臆)に強く発現するが、中腎管由来の組織(精

巣上体、精管、精嚢腺、凝固線)では発現しない。
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黄体におけるガレクチンの発現がプロジェステロンの不活性化とリンクして

いる所見は非常に興味深い。プロジェステロンなどのステロイドは、糖質コル

チコイドで代表されるように免疫抑制的に働くことが知られている。最近、プ

ロジェステロンは ThllTh2免疫バランスを調節していることが報告された

(Matsuzaki et al. 2005) 0 Matuzakiら (2005)によると プロジェステロン

は、 Th2系優位な状態ではTh2細胞により産生され、 Th1細胞のアポトーシス

を誘導するという。このとき Th2細胞は、プロジェステロンを非活性型に変換

する 20α-HSDを発現することによりプロジェステロンによる細胞毒性から免

れ、免疫バランスは Th2側にいっそう傾くらしい。近年問題となっているアレ

ルギーや花粉症などの自己免疫疾患は、免疫のバランスが Th2系に偏っている

ためであるといわれている。 galectin-1とgalectin-3は、リンパ節、胸腺および

牌臓などのリンパ系組織で、も発現し、 galectin-1はリンパ球のアポトーシスに関

与する (Perilloet al. 1995)。免疫系組織においてステロイドホルモンの産生や

不活化がどのように調節されているかは定かではないが、卵巣と同じようにガ

レクチンがステロイドの作用を調節している可能性が考えられる。ガレクチン

の働きはラクトースを投与することで簡単に抑制されることから (Walzelet al. 

2004)、リンパ球における 20α-HSDの発現も糖を与えることにより容易に抑制

されるかもしれない。そうなると、 Th2細胞はプロジェステロンによる細胞毒

性から免れることができなくなり Th2系に偏った免疫バランスが正常化され

るのではないだろうか。メカブフコイダンなどのガラクトースを含む機能性多

糖類がアレルギー症状の軽減に働くことが知られているが、作用機序は不明で

ある。ガレクチンは、こういった現象を解明するための重要なキー物質となる

であろう。
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4、括

ガレクチンはガラクトースを含む糖鎖を特異的に認識するレクチンで、細胞

の移動や増殖、免疫反応に関与する。卵巣機能にもガレクチンが関与すること

が予想されるが、卵巣でのガレクチンの発現解析は進んでいない。本研究では、

非妊娠、妊娠 15日目および分娩後 3日目のマウス卵巣におけるガレクチンサブ

タイプとプロジェステロンの生合成に関与する酵素の発現を insitu 

hybridization法により明らかにした。マウスの卵巣には、 galectin-1、-3およ

び galectin-7の 3つのサブタイプが発現していた。実質内には galectin-1と

galectin-3の発現が認められ、 galectin-7は表面上皮にのみ発現していた。

galectin-1は卵巣の間質に広く存在するほか、 galectin-3とともに非妊娠マウス

と分娩後 3 日目のマウスの黄体に発現していた。しかし、妊娠黄体での

galectin-1と galectin-3の発現はほぼ消失した。黄体における galectin-1と

galectin-3の発現は、プロジェステロンを非活性型に変換する酵素である

20α-hydrocysteroid dehydrogenase (20α-HSD)の発現と完全に相関していた。

これらの所見から、galectin-1とgalectin-3は黄体で産生されるプロジェステロ

ンの活性を負に調節する可能性が示唆された。
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総括

ガガ、レクチンは、ブアミリ一を増やしつつある内在性レクチンのひとつで、晴

乳類では少なくとも 1日5種類 (g伊alectin'

る。ガガ、レクチンはガガ、ラクト一スを含む糖鎖を特異的に認認、識し、とくにガラクト

ースと N-アセチルグルコサミンの結合した N-アセチルラクトサミン

(Gals1・3/4GlcNAc)の繰り返し構造に強い結合能を示す。ガレクチンファミ

リーは糖鎖認識部位によく保存されたアミノ酸配列をもち、分子構築からプロ

ト型 (galectin-1、galectin-2、galectin-7など)、キメラ型 (galectin-3)およ

びタンデムリピート型 (galectin-4、galectin-6、galectin-9など)の 3つに分

類される。間質に存在する galectin-1を除き、上皮系、免疫系、内分泌系、神

経系などで細胞特異的な発現を示す場合が多い。ガレクチンは、細胞質にも核

にも存在し、細胞の増殖、分化およびアポトーシスを調節する。また、細胞外

にも存在するが、シグナルペプチドを欠くことから基本的な分泌ルートを使わ

ず、未知の分泌経路により細胞外へ分泌されると考えられている。細胞外へ分

泌されたガレクチンは、ラミニンやフィブロネクチンと結合して、細胞の接着

や移動に関与することが示唆されている。ガレクチンはさまざまな生命現象に

関与するが、詳細な発現細胞の同定や分布様式の解析は十分とはいえない。本

研究では、主要な 6種類のガレクチンサブタイプ (galectin-1、-2、-3、-4/6お

よびgalectin-7)について、マウスの消化管と泌尿生殖器における発現様式を主

にinsitu hybridization法により明らかにした。一部のサブタイプに関しては

特異抗体を用いた免疫組織化学によりタンパクレベルで、の局在を検索した。

消化管では、 5つのサブタイプ (galectin-2、-3、-4/6および galectin-7)が

部位および細胞特異的に発現していた。腺胃では galectin-2とgalectin-4/6が

主要なサブタイプで、腺頚部から胃小簡に分布する粘液細胞が主なガレクチン
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産生細胞で、あった。小腸では galectin開2、galectin-3および galectin-4/6が粘膜

上皮の分化度に関連して発現していた。繊毛の基部と増殖帯のある陰簡では

galectin-2が、紋毛の先端部では galectin-3が強く発現し、その聞の紋毛下半分

では galectin-416の発現が最も強かった。また、 galectin-2は小腸の杯細胞で発

現していたが、大腸の杯細胞で、はシグナノレは検出できなかった。大腸のガレク

チンは galectin~4/6 と galectin-3 が主要なサブタイプで、陰窟上皮に強く発現

していた。口唇から前胃にかけてと紅門の上皮は、重層肩平上皮型の galectin-7

を強く発現していた。消化管におけるガレクチン発現の特徴は、①数種のサブ

タイプが上皮に強く発現すること、②口腔から目工門に至るまでいずれかのサブ

タイプが発現し、ガレクチン発現が途切れないこと、③粘膜上皮の分化度に伴

って、プロト型 (galectin-2)からタンデムリピート型 (galectin4/6)、そして

キメラ型 (galectin-3)へと移行する現象が認められたことである。

一方、泌尿器では消化管と異なり、 galectin-3のみが主要なサブタイプで、あっ

た。 galectin-3は、腎臓から尿道まで連続して発現していた。腎臓では集合管と

乳頭管が galectin-3を強く発現し、主細胞がガレクチン産生細胞で、あった。腎

盤から尿道にかけての移行上皮は全層で galectin-3を含んでいた。免疫電顕観

察では、 galectin-3の陽性反応は上皮の細胞質内にびまん性に存在し、いくぶん

集積するものの特定の小器官との関係は認められなかった。泌尿器における

galectin-3の発現は尿管芽と尿生殖洞由来の上皮が主であり、 galectin-3は移行

上皮の有用なマーカーになると思われた。 galectin-3はバクテリアのリポ多糖と

強く結合することから、尿路感染との関係が注目される。

卵巣では、 galectin-lとgalectin-3が主なサブタイフ。で、あった。 galectin-lは

卵巣の間質に広く存在するほか、galectin-3とともに非妊娠および、分娩後 3日目

の黄体に強く発現していた。しかし、黄体におけるこれらガレクチンの発現は
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妊娠黄体では完全に消失した。黄体におけるガレクチンの発現は、プロジェス

テロンを非活性型に変換する酵素である 20α-hydroxysteroid dehydrogenase 

(20α-HSD)の発現ときれいに相関し、 galectin-lとgalectin-3が黄体におけ

るプロジェステロンの活性を負に調節している可能性が示唆された。

本研究により、マウスの消化管と尿生殖器におけるガレクチンの発現様式が

明らかにされ、特定の細胞に特定のガレクチンサブタイプが発現することが示

された。得られた所見からガレクチンの機能がある程度予想されるが、確かな

ことは今後の研究課題である。ガレクチンファミリーの中で機能解析が進んで

いるのは galectin-lとgalectin-3である。ところが、 galectin-l、galectin-3あ

るいは galectin-lとgalectin-3の両方を欠損した変異マウスは特筆すべき異常

を示さない。このことは、欠損したガレクチンサブタイプρに代わって類似した

糖鎖結合特異性をもっ別のサプタイプが機能を代償している可能性を示してお

り、遺伝子欠損動物の解析には注意を要する。

本研究の第3章で注目した卵巣では、galectin-lとgalectin-3がステロイドホ

ルモンの活性を調節している可能性を示し、ガレクチンに関する新しい研究領

域を切り拓いたといえる。ガレクチンの発現はリンパ性器官にも認められ、ス

テロイドの活性調節を介して、免疫系を大きく動かしていることが考えられる。

ガレクチンの産生や働きはラクトースなどの簡単な糖により影響をうけること

から、ガラクトースを含む機能性多糖類が体内の免疫バランスを調節する仕組

みを解明するための新たな糸口になるかもしれない。また、細胞内のシグナル

伝達系の中継点であるミクロドメインにガレクチンが関与していることが示さ

れており、細胞間ばかりでなく細胞内シグ、ナル伝達におけるガレクチンの機能

が注目されている。

糖鎖は生体内に豊富に存在し、多くの生命現象に関与するが、機能発現には
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内在性レクチンの存在が重要である。ガレクチンは多くのサブタイプをもち、

細胞特異的に生体内で最も広く分布するレクチンである。ガレクチンサブタイ

プは、多様性に富んだ糖結合能をもち、特定の糖鎖を認識して、細胞の分化や

増殖および細胞内のシグナル伝達系を調節しており、組織や細胞によって異な

った働きをしている。ガレクチンサブタイプの生体内における分布と細胞局在

を明らかにしたことは、ガレクチンの機能を考える第一歩として、重要なこと

である。
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Differential cellular expression of galectin，加 endogeneouslectin， 

in the murine digestive tract and urogenital system 

JunkoNIO 

Laboratory 01 Anatomy， Depar，仰 ent01 Biomedical Sciences， 

Graduate School 01陪terinaryMedicine， Hokkaido University 

Kita 18-Nishi 9， KUα-ku， Sapporo 060-0818， Japan 

Galectins are an evolvable family of animallectins， which to date include at least 15 

members (galectin・ l~galectin-15) in mammals. Galectins possess a well-conserved 

sequence in the carbohydrate re∞gnition domains and show a moderately enhanced 

a:ffinity for branched N-glycans or repe剖edN-acetyllactosamines (GalsI-3/4GlcNAc). 

They are classified into three groups based on their structural characteristics: a proto type 

(galectin-l，四2，and galectin-7)， tandem repeat type (galectin.;.4，・6，・8，and galectin-9)， 

and chimeric type (galectin-3). It is generally noted that出egalectin subtypes display 

cell-and tissue-specific distribution except for galectin-l， which is ubiquitously present 

as a stromal galectin in mammalian tissues. Galectins紅 epresent in both the cytoplasm 

and nucleus， regulating cell growth， differentiation， and cell death. They are also released 

extracellularly even in the absence of a signal sequence necess町yfor secretion via the 

classical secretory route. The secreted galectins may mediate cell attachment and 

spreading because they are able to bind laminin and fibronectin. However， histochemical 

findings about galectin subtypes remain bo血 msu旺icientand controversial among 

researchers. The present study revealed the cellular expression of predominant galectin 
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subtypes . (ga1ectin-l，帽2，・3，-4/6，組dgalectin圃 7)in血.edigestive tract and urogenita1 

sys胞m of mice by in situ hybridization ana1ysis. The cellular and subcellular 

localizations of certain ga1ectin subtypes were a1so investigated immunohistochemica11y 

using specific antibodies. 

The murine digestive tract expressed five subtypes of ga1ectin mRNAs (galectin-2， 

-3，・4/6，and ga1ectin-7) in the epithelium wi由 reglOn圃 dependentand cell同 specific

pattems. In the glandular stomach， ga1ectin-2釦 dgalectin・4/6were predominantly 

expressed企omga紺 icpits to the neck of gastric glands， where mucous cells were the 

main cellular sources. The epithelium of the smal1 intestine exhibited intense， 

maturation-associated expressions of ga1ectin-2， -3， and ga1ectin-4/6 mRNAs. Galectin-2 

mRNA was intensely expressed仕'Omthe crypt to the base of vil1i， whereas transcripts of 

ga1ectin-3 gathered at vi110us tips. Signals for ga1ectin-4/6 were most intense at the lower 

ha1f of villi. Ga1ectin・2mRNA was also expressed in goblet cells of the sma11 intestine 

but not in those of the large intestine. In the large intestine， ga1ectin・4/6predominated， 

and由eupper ha1f of crypts simultaneously contained transcripts of galectin-3. Stratified 

epithelium from the lip to由.eforestomach and of the anus intensely expressed ga1ectirト7

w1由 weakexpressions of galectin・3.The maturation圃 dependentexpression of subtypes 

provides an example of a periodica1 shi食ofga1ectin subtypes: the subtypes expressed by 

也e制限 ce111ineagechanged from由eproto type (ga1ectin-2)， through the tandem repe剖

句rpe(ga1ectin・4/6)，to the chimeric守pe(ga1ectin-3). 

The major subtype expressed in the murine urinary system was ga1ectin圃 3，which 

was expressed continously企omthe kidney to the dista1 end of the urethra. The rena1 

cortex expressed ga1ectin-3 mRNA more intensely than the medulla. Rena1 galectin-3 

immunoreactivity was the strongest in the cortical collecting duc臼， where principal cells 
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were the sole cellular so田'ce.All cell layers of the transitiona1 epithelium from the rena1 

pelvis to the ure由rastrongly expressed galectin・3at the mRNA and protein levels. An 

e1ec位onmicroscopic examination demonstrated a diffuse cytoplasmic localization of 

ga1ectin-3 in principa1 cells ofthe collecting ducts and in bladder epithelia1 cells. Urethra1 

galectin・3expression at the p紅 sspongiosa decreased in intensity near the extema1 

urethra1 orifice， where the predominant subtype of ga1ectin was substi旬tedby ga1ectin-7. 

The muscular layer of the ureter and the urinary bladder contained significant signa1s for 

ga1ectin同 1.The adult urinary system showed intense and se1ective expressions of 

ga1ectin-3 in epithelia of the uretic bud-and cloaca-derivatives. These findings indicate 

t由ha抗.t g伊alecti加n-3is a use白削1marker of the transitiona1 epithelium and suggest the 

involvement of ga1ectin任任1壬}-開-3i加nbacteria1 inぱ1ぜfectionwithin the urinary 仕act，since galectin-3 

binds direct1y to bacteria11ipopolysaccharide. 

In the ovary， ga1ectin-l and ga1ectin・3are predominant subtypes. Ga1ectin-l was 

diffusely expressed in the s仕oma，and the co・expressionof ga1ectin-l and galectin-3 was 

found in the co中iUSluteum of non-pregnant and postpart凹nmice. However， the co甲山

luteum under gestation lacked any signa1s for ga1ectin subtypes. The mRNA expression 

of ga1ectin in the corpus luteum perfect1y correlated with the mRNA expression of 

20φhydroxysteroid dehydrogenase (20α-HSD)， which is a degradation enzyme of 

progesterone. Therefore， ga1ectin-l and ga1ectin・3may function as negative regulators for 

the production and physiological activity of progesterone. 

The present study revea1ed the differential cellular expression of galectin subtypes in 

the murine digestive tract and urogenital system; however ωrtain functions of the 

ga1ectin in these tissues are under investigation. Although the functions of ga1ectin-l and 

ga1ectin-3 have been well studied， ga1ectin圃 1，・3，or galectin圃 1/3null mutant mice appear 
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healthy. For an analysis of phenotypes in the knockout mice， we wil1 have to pay 

attention to a possibility that their fimctions could be compensated for by other galectins 

with similar carbohydrate specificity. 

In chapter 3， the author suggest that galectin-l and galectin・3might regulate the 

physiological activity of progesterone in也eovぽy.Galectin圃 1and galectin-3 are also 

expressed in the lymphoid tissues， where they may con位。1the immune system by 

regulating the activities of immunosteroids， including progesterone. Since the fimction of 

galectin is easily inhibited by the addition of a simple saccharide such as lactose， galectin 

may be a key molecule to clarify the mechanism by which the fimctional polysaccharides 

containing galactose regulate the intemal immunity. Furthermore， galectins regulate not 

only cel1-cel1 or cel1同extracel1ularmatrix interaction but also the intercel1ular signaling 

pathway as stabi1izers or organizers of li戸drafts (glycosphingolipidJcholesterol圃 enriched

membrane microdomain). 

Galectin， one of the most important endogeneous lectins， is broadly di紺 ibutedin 

the mammalian body. It consists of many subtypes showing cel1-specific and 

stage-related expressions. Each galectin subtype possesses various carbohydrate 

recognition abilities and is involved in cel1 proliferation， differentiation， migration， and 

also cytoplasmic signaling. The identification of cel1 types expressing galectin subtypes 

in vivo will be important for a precise understanding of the白nctionof galectins. 
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