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《研究速報》

67Gaとheparan　sulfateとの結合性と硫酸含量との関係

佐々木徹＊ 小島　周二＊ 久保寺昭子＊＊

1．緒　　言

　67Gaの癌および炎症病巣への集積機序に関し

ては諸説が示されているが，そのひとつとして酸

性ムコ多糖類（AMPS）との結合が考えられてい

る1）．著者らは，in　vitroで種々のAMPSに対す

る67Gaの結合性を検討した結果，67Gaはheparan

sulfate（HS）と特異的に結合することを見出した2）．

さらに著者らは，種々の病態臓器モデルにおいて，

67Gaの組織取り込みパターンは，その組織に含

まれるHS量の変化と良く一致することも報告し
た2～4）．

　67GaとHSとの結合部位については，　in　vitro

で種々のAMPSに対する6？Gaの結合率とおの

おのの官能基とを比較検討した結果，N一硫酸基

あるいはN一アセチル基が関与することが示唆さ

れた2）．また，この報告の中で，ヘパリン（Hep）

は，HSと比べ，硫酸化の程度が高いのみで基本

的構造はきわめて類似しているにもかかわらず，

67GaはほとんどHepとは結合しないという興味

深い結果が得られた．したがって，67GaとHSと

の結合部位を検討するためには，HSとHepの構

造上の差異，すなわち両者の硫酸基含量を変化さ

せることによる67Ga結合性への影響を調べるこ

とが重要と考えられる．本研究では，温和な酸処

理により，HSおよびHepの硫酸基を脱離させ，
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それに伴う両者への67Gaの結合性の変化を検討

した．

IL実験方法

1．67GaとAMPSとの反応
　0．5m1の0．Ol　M　MOPS　buffer　pH　7．5に溶解し

たHS，　Hep，コンドロイチン硫酸A，　B，およびC，

ヒァルロン酸（HA）おのおの1mgをプラスチッ

ク製チューブに加え，o．11uCiのクエン酸ガリウ

ム（日本メジフィジックス社製67Ga－citrate　l　mCi／

mlを0．01　M　MOPS　buffer　pH　7．5にて2μCi／

m1に調製）とともに37°Cで30分間インキュベー

トした．反応終了後AMPSは5倍量の1％酢酸

カリウム含有エタノールを加え，3，000rpmで10

分間遠心後，沈澱として回収した．さらに沈澱は，

再び0．01MMOPS　bufferに溶解した後，エタノ

ー ルで再沈澱させた．67Gaの種々のAMPSに対

する結合率は，反応前の溶液の放射活性に対する

反応後の沈澱の放射活性の割合より求めた．

　2．HSおよびHepの硫酸基の脱離

　05m1の精製水に溶解したHSおよびHepお
のおの1mgに1／10倍量の0．4　N　HCIを加え100°C

で5～120分間インキュベートした．酸処理後，反

応液は0．4NNaOHで中和し，流水，イオン交

換水でおのおの一昼夜透析後，先の方法と同様に

67Gaとインキュベートし，その結合率を求めた．

総N，0一硫酸基含量の定量はNagasawaら7）の

方法にて，ウロン酸の定量はBitterとMuirら6）

の方法にて行った．

m．結　　果

　Table　1に種々のAMPSに対する67Gaの結合

率と官能基との関係を示した．67Gaは種々の
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AMPSの中でHSに特異的に高い結合率を示し

た（92％）．一方，HSと類似の構造をもつHepへ

の67Ga結合率は2％であった．コンドロイチン

硫酸類への結合率は10～20％で，硫酸基のない

HAへの結合率は6％であった．　Table　2にHS

およびHepの塩酸処理後の総硫酸量。　N結合硫

酸量，およびO結合硫酸量と，67Gaとの結合率

の変化を示した．Hepの総およびN結合硫酸量

は，塩酸処理によって経時的に減少し，塩酸処理

2時間後においては，おのおの未処理の56．6％お

よび2．3％まで減少した．一方，Hepの0結合硫

酸量は塩酸処理によってさほど減少せず，塩酸処

理2時間後においても未処理の84．7％の値であっ

た．67Gaの塩酸処理Hepに対する結合率は，塩

酸処理開始後10分より増加し，1時間後には，こ

の結合率はピーク（100％）に達した．しかしなが

ら，処理2時間後には若干減少する傾向がみられ

た．HSの総およびN結合硫酸量はHepと同様

に塩酸処理によって減少した．一方，HSの0結

合硫酸量は，Hepの場合と同様に塩酸処理によ

ってさほど減少しなかった。塩酸処理HSに対す

る67Gaの結合率は塩酸処理に伴う総硫酸量の低

下とパラレルに減少した．塩酸処理2時間後におけ

る，67GaのHSに対する結合率は未処理の54．2％

に，総硫酸含量は未処理の58．4％を示し，両者の

割合は良く一致した．なお，この間塩酸処理によ

るウロン酸量の減少はHSおよびHepのいずれ

においても認められなかった．

Table　167Ga　binding　percent　with　AMPS，　and　theirs　functional　groups

AMPS
Binding
percent

（％）

Functional　groups

一NHCOCH3 一COOH 一〇SO3H 一NHSO3H
Heparan　sulfate

Heparin

Chondroitin　sulfate　A

Chondroitin　sulfate　B

Chondroitin　sulfate　C

Hyaluronic　acid

2
2
7
2
0
6

Q
ノ
　

ー
2
1

十

＊
十
十
十
十

十
十
十
十
十

－
〒
十

一ト，containing　the　indicated　functional　group；一，　not　containing　the　indicated　functional　group；

＊，indicated　the　containing　about　half　amount　of　acetyl　group，　compared　with　heparan　sulfate

Table　2 Variation　of　sulfate　and　uronic　acid　contents　and　release　of　sulfate

　　　　with　time　of　O．04　N　HCI　treatment

Compound Uronate
（μmol）

SO42“一（μmol）

Tota1 N O

Binding
percent　of
67Ga（％）

Heparin（nontreated）

Partially　desulfated　heparin

　　at　100℃for　10　min

　　at　100°C　for　30　min

　　at　100°C　for　60　min

　　at　100°C　for　120　min

Hepユran　sulfate（nontreated）

Partially　desulfated　heparan

　sulfate

　　at　100℃for　10　min

　　at　lOO°C　for　30　min

　　at　100°C　for　60　min

　　at　100°C　for　120　min

2．10

2．06

2．00

2．21

2．11

2．83

0．883

O．627

0．602

0．510

0．500

0．447

2．85　　　　　　　　　0．378

2．84　　　　　　　　0．350

2．75　　　　　　　　0．291

2．39　　　　　　　　　0．261

0．301

0．049

0．024

0．Ol3

0．007

0．146

0．582

0．578

0．578

0．497

0．493

0．301

0．106　　　　　　　　　0．272

0．087　　　　　　　　0．263

0．029　　　　　　　　　0．262

0．009　　　　　　　　0．252

2．0

29．2

87．8

100．0

92．6

92．4

85．8

75．4

61．1

54．2
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IV．考　　察

　Table　1に示したように，67Gaは種々のAMPS

の中でHSと特異的に結合した．この特異的結合

性をAMPSの官能基と関連づけて考察すると，

N一アセチルあるいはN一硫酸基の関与が示唆され

る．しかしながら，著者らはヒドラジン分解によ

ってHSに脱アセチル化を施しても，67Gaとの

結合率には影響しないという結果を得ている（未

発表データ）．さらにアセチル基は中性の官能基

であ9，カチオンとしてのGaとの結合を考える

には不適当と思われる．一方，HSのN一硫酸基と

67Gaとの結合の可能性については，　HSとHep

を比較検討することが重要であると考えられる．

すなわち，HSと基本的構造が類似してお）｝，硫

酸化の程度が高度であるというHepが67Gaとほ

とんど結合せず，低硫酸化のHSが高い結合性を

示すことは興味深いことである．本研究において

は，まずHepのN一硫酸基を脱離しHepを硫酸

含有量においてHSに近づけ，67Gaの結合性を

比較検討した．その結果，無処理においては67Ga

とほとんど結合しなかったHepは，主としてN・

硫酸基含量の減少に伴ってその結合率は増加し，

未処理Hepの4．3％に達した時，その結合率は

最大値を示した．一方，HSは塩酸処理開始後，

総硫酸含量の低下に伴ってその結合率は低下した．

これらの結果は，67GaとHSの結合性には総硫

酸含量が重要な役割りを果たし，総硫酸含量には

至適含量が存在することを示唆するものと思われ

る．Hepは硫酸基含量が高いという以外にはHS

ときわめて類似した構造をもっAMPSである5）．

それにもかかわらずHepには血液凝固阻止作用

を始めとする，著しい生理活性があるがHSには

認められていない5・7）．Hepの血液凝固阻止作用

はN一硫酸基の脱離に伴って低下することが知ら

れている5，7・8）．HepのN一硫酸基は0・硫酸基より

も，その構造の外側に位置しており，そのため塩

酸処理等によって0一硫酸基よりも脱離しやすい

ことが知られており，血液凝固阻止作用において

もN一硫酸基の脱離がHepの立体構造に変化を与

1629

え，血液凝固阻止作用を低下させるものと解され

ている9）．このことから，67GaのHepとの結合

性についても，このN・硫酸基の増減に伴う立体

的な構造の変化による可能性も考えられる．

　先の報告にて著者らは，チオアセトアミド傷害

肝への67Gaの取り込みが増大する時期とHSの増

加する時期は良く一致するが，HS量の増加率に

比べ低いことから，6？Gaの傷害組織取り込みには

HSの量のみならず，質的変化，すなわちHSの

低硫酸化が関与することを示唆した10）．癌細胞に

含まれるHSは正常組織のものに比べ低硫酸化で

あることは良く知られている11・12）．また炎症組織

においても同様の変化が報告されている13）．これ

らのことから，67Gaの癌および炎症病巣への集

積には，HSの量的変化のみならず，硫酸含量の

変化等の質的変化も関与している可能性が示唆さ

れる．
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Summary

Binding　of　67Ga　to　Heparan　Sulfate　and　its　Sulfate　Contents

Toru　SAsAKI＊，　Shuji　KoJiMA＊and　Akiko　KuBoDERA＊＊

　　　＊Department　・f　Radi・pharmacγ，　Sck・・1邨肋r燗ce〃tic・1ぷciences，　Teiky・伽yθr∫砂，　Kanag・wa

＊＊1）epart〃len’（～f　Radiop／llar’na（ツ，　School　of　P／llar〃lace〃ti（ral　Sciences，　Science　しlniversitγρノ「Tokyo，　TokJ・0

　　Relation　between　the　extent　of　67Ga　binding　to

heparan　sulfate（HS）and　its　sulfate　contents　was

investigated　in　comparison　with　heparin．　The

extent　of　67Ga　binding　to　HS　was　especially　high

（ca．92％）in　various　acid　mucopoly－saccharide

（AMPS）．　While，　the　extent　to　heparin　was　very

low（ca　2％）．　The　extent　of　67Ga　binding　to　HS

decreased　with　the　degree　of　desulfation．　On　the

contrary，　the　extent　to　heparin　which　contains

high　sulfate　group，　was　significantly　increased

by　the　desulfation．　These　results　suggest　that　the

content　of　sulfate　group　is　closely　correlated　with

binding　of　67Ga　to　HS．

　　Key　words：　67Ga，　Heparan　sulfate，　Heparin，

Sulfate　content．
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