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研究成果の概要（和文）：   αKlothoは主に腎臓で発現し、カルシウムやリン、ビタミンDの調節に重要なタン
パク質であり、その欠損により骨粗鬆症や動脈硬化などの人の老化症状と類似した症状を示すことが知られてい
る。またαKlothoはFGF23が腎臓で作用を発揮する際の共受容体として働くことが知られている。本研究ではα
KlothoやFGF23の機能発現におけるHNK-1糖鎖とそれに関連する糖鎖の役割について解析を行なった。

研究成果の概要（英文）：    αKlotho is predominantly expressed in kidney and has important roles in
 regulation of mineral metabolism including calcium. αKlotho is also known to act as a co-receptor 
for fibroblast growth factor 23 (FGF23). Mice lacking functional αKlotho protein exhibit phenotypes
 resembling human aging. α-Klotho is a type I membrane protein with two glucosidase-like domains in
 a extracellular region. It is, however, still unclear how these glucosidase-like domains are 
utilized for the klotho function since the essential glutamate residues for enzymatic activity are 
not conserved in αKlotho. In this study, we investigated the role of HNK-1 and its related glycans 
in the functional regulation for FGF23 and αKlotho. 

研究分野： 生化学　糖鎖生物学

キーワード： αKlotho　FGF23　HNK-1糖鎖　腎臓　グルクロン酸転移酵素

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

⒈ 研究開始当初の背景 
αKlotho(αKl)は主に腎臓で発現し、カル

シウムやリン、ビタミン Dの調節に重要なタ
ンパク質である。また、その欠損により骨粗
鬆症や動脈硬化などの人の老化症状と類似
し た 症状を 示 すこと が 知られ て い る 
(Science, 316, 1615, 2007)。αKl は C末側
に膜貫通領域と短い細胞質領域をもつ分子
量約 130 kDa の I 型膜タンパク質で、N 末端
側にはβグルコシダーゼに相同性を持つKL1, 
KL2 のドメインを持つ。しかし、糖分解活性
に必要とされるグルタミン酸が保存されて
いないことから実際にグルコシダーゼ活性
を持つかどうかについての決定的な証拠は
得られていない。 
FGF23 は骨細胞で産生され、主に腎臓に作

用し、リン、ビタミン D代謝を調節するホル
モンとして働くことが知られている全身性
液性因子である(J. Clin. Invest. 113, 561, 
2004)。その遺伝子欠損マウスはαKl 欠損マ
ウスと良く似た表現型を示すことや、実際に
FGF23 が腎臓で機能するためには腎臓で発現
する αKl との相互作用が重要であることが
知られている。 
申請者は αKl の発見者である鍋島らのグ

ループと共同で、FGF23 上に硫酸化グルクロ
ン酸を含む新規 O 型糖鎖（HNK-1 様糖鎖）が
存在し、αKlとの相互作用に重要であること、
また、αKlotho は FGF23 上の糖鎖だけでなく
その機能発現の場である腎臓に存在する非
硫酸化型HNK-1糖鎖も認識する可能性を示す
結果を得ていた。 
 
２．研究の目的 
 HNK-1 糖鎖は神経系で高発現する糖鎖で、
糖鎖末端に硫酸化されたグルクロン酸を持
つ特徴的な糖鎖である。申請者が中心になり
その生合成機構や神経系での機能を明らか
にしてきた。申請者は HNK-1 糖鎖機能解析に
必要な様々な分子ツール（生合成酵素である
グルクロン酸転移酵素や硫酸転移酵素の発
現ベクターや遺伝子欠損マウス、また本糖鎖
を認識する特異性の異なる抗体）を数多く有
している。本研究では、この分子ツールを利
用して αKl の機能発現における FGF23 上の
HNK-1 様糖鎖および腎臓の非硫酸化型 HNK-1
糖鎖と関係を明らかにすることを目的とし
て研究を行なった。 
 
３．研究の方法 
(1) FGF23 上に発現する HNK-1 様糖鎖の生

合成酵素に関する解析 
FGF23 上に発現する HNK-1 様糖鎖の解析で

は、FGF23 が細胞内で切断によって不活性化
されることを防ぐため、切断部位近傍の 176
および 179番目のアルギニンをグルタミンに

変異させたFGF23の発現ベクターを使用した。
COS 細胞または CHO 細胞に FGF23 を、様々な
糖転移酵素とともに共発現させ、HNK-1 糖鎖
を認識する数種の抗体との反応性を指標に
して解析を行った。 
 
(2) αKl に存在するグリコシダーゼ様領

域に関する解析 
αKl は一回膜貫通型のタンパク質である

が、その膜貫通領域を、Fcで置換した分泌型
Klotho(sKL-Fc)を安定的に発現するCHO培養
細胞（京都大学医学部前田良太先生、伊村明
浩先生から供与）を α-MEM 培地で培養する
ことにより、培地中に分泌された sKL-Fc を
ProteinG カラムにより精製し、腎臓の組織へ
の結合を解析した。 
 
(3)免疫組織化学的解析 
野生型(C57/BL6)マウス、腎臓の非硫酸化

型HNK-1糖鎖の生合成酵素であるグルクロン
酸転移酵素 GlcAT-S の遺伝子欠損マウス、ス
トレプトゾトシンを投与した野生型マウス
に対し、4%パラホルムアルデヒドで還流固定
したのち、腎臓を摘出し、腎臓切片を作成し
た。 
 
(4) ストレプトゾトシン誘導性腎機能障

害マウスの解析 
ストレプトゾトシンは膵臓ランゲルハン

ス島β細胞を特異的に破壊する薬剤で、投与
マウスでは持続する高血糖により腎臓糸球
体に障害が発生し、腎機能が低下することが
報告されている。様々な濃度のストレプトゾ
トシン を腹腔内に投与し、糖尿病の指標と
して血中グルコース濃度を、腎機能の評価と
して血中尿素窒素濃度(BUN 値)を測定した。 
 
４．研究成果 
(1) FGF23 上に発現する HNK-1様糖鎖の生合
成酵素に関する解析 
家族性高リン血症性腫瘍状石灰沈着症 
(hyperphosphatemic familial tumoral 
calcinosis (OMIM 211900))は腎尿細管リン
再吸収の亢進を伴う高リン血症と高活性化
ビタミン D血症を特徴とし、その原因遺伝子
としてはαKl, FGF23，GALNT3 が同定されて
いる。GALNT3 は、タンパク質のセリンまたは
トレオニンに GalNAc を転移する O 型糖鎖の
生合成酵素であり、GALNT3 が FGF23 上の 178
番目のトレオニンに GalNAc を転移すると考
えられている。そこで、まず FGF23 と GALNT3
を培養細胞に共発現させたところ、FGF23 の
分子量が増加し、糖鎖付加が亢進することが
確認された。そこで GALNT3 と共に様々なグ
ルクロン酸転移酵素を発現させ、分子量変化
を観察したが大きな変化は見られなかった。



また、HNK-1 糖鎖を認識する数種の抗体を用
いて反応性を解析したが、抗体で検出される
糖鎖は確認できなかった。したがって、FGF23
上の HNK-1様糖鎖の生合成には現在知られて
いるグルクロン酸転移酵素とは異なるもの
が用いられている可能性が示された。 
 
(2) αKl に存在するグリコシダーゼ様領

域に関する解析 
αKl には細菌や植物のβグルコシダーゼと
相同性を持つ領域が２カ所存在するが、その
酵素活性に重要とされるグルタミン酸が保
存されていない。αKl の酵素活性に関しては、
シアリダーゼ活性やグルクロニダーゼ活性
を持つとの報告もあるが、その活性は一般的
な糖分解酵素に比べ非常に弱いことから、生
体内でαKl が糖分解酵素として働いている
かどうかは疑問が残る。したがって、αKl は
糖鎖分解酵素ではなく、むしろグルクロン酸
やシアル酸を認識するレクチンとして働く
可能性が考えられた。そこでαKl の膜貫通領
域を、Fc で置換した分泌型 Klotho(sKL-Fc)
を用いて野生型マウスの腎臓切片との反応
性を見たところ、腎臓の非硫酸化型 HNK-1 糖
鎖が発現している腎皮質の尿細管基底膜に
sKL-Fc との反応性が確認された。また、この
反応性が非硫酸化型HNK-1糖鎖依存的かどう
かを確かめるために、非硫酸化型 HNK-1 糖鎖
を欠損する(GlcAT-S 遺伝子欠損)マウスを用
いて解析したところ、sKL-Fc との結合が大き
く減少していた。したがって、αKl は腎臓に
存在する非硫酸化型HNK-1糖鎖にレクチンと
して結合する可能性が示された。 
 
(3) ストレプトゾトシン誘導性腎機能障

害マウスの解析 
α-Klotho 遺伝子に変異を持つα-Klotho
マウスでは、腎臓における非硫酸化型 HNK-1 
糖鎖の発現が増加すること、また、自然老化
マウスにおいても同様に非硫酸化型 HNK-1 
糖鎖の発現が増加することがわかった。そこ
で、積極的に腎臓の機能障害を引き起こす処
理（ストレプトゾトシン誘導性腎機能障害）
を行ったところ、腎臓における非硫酸化型
HNK-1 糖鎖の発現が増加することがわかっ
た。また、免疫染色により非硫酸化型 HNK-1 
糖鎖の腎臓における発現を解析したところ、
発現量が上昇しているだけでなく、局在の変
化も認められた。したがって、腎機能低下と
非硫酸化型HNK-1糖鎖発現には相関があるこ
とが確認された。 
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