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研究成果の概要（和文）：ラミニン-111の由来の活性ペプチド（60種類）を高分子多糖のキトサンに固定化したペプチ
ド-マトリックスを作成し、線維芽細胞と神経細胞を用い生物活性を測定し、活性の違いにより５種類のグループに分
類した。各グループの中で最も活性の強いエッセンシャルなペプチド-マトリックスを選定した。さらに高活性なペプ
チド-マトリックスを作製するため、ペプチドと多糖の間のスペーサーの検討を行い、各ペプチドの最適なスペーサー
を見いだした。最適なスペーサーを用いてエッセンシャルなペプチド-マトリックスを組み合わせることにより、組織
工学に応用可能なバイオマテリアルの開発が可能になった。

研究成果の概要（英文）：Sixty active peptides derived from laminin-111 were conjugated onto a chitosan 
matrix and examined their biological activity using fibroblasts and neuronal cells. Twenty-six 
peptide-chitosan matrices promoted biological activities and were categorized into five groups depending 
on their activities. The most active peptide-chitosan matrices were selected in each group as an 
essential peptide matrix. Additionally, the effect of spacer on the biological activity of each 
peptide-chitosan matrix was examined using various lengths of spacers. The spacer-optimization for each 
peptide is important for designing effective peptide-chitosan matrices. The mixed essential 
peptide-chitosan matrices with the optimized spacer are useful as a biomaterial for tissue engineering.

研究分野： 生化学

キーワード： バイオマテリアル　細胞外マトリックス　基底膜　ラミニン　ペプチド　マトリックス　細胞接着　キ
トサン
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１．研究開始当初の背景	 

	 再生医療への応用を目的とした組織・細胞

工学の発達により、細胞特異的なバイオマテ
リアル（足場材料）の開発が求められてきて

いる。また、今までの培養皿での 2次元培養

に加え、生体本来の環境に近い 3次元での培
養が必須のものと認識されるようになって

きた。生体内の細胞が置かれている環境を模

倣した人工細胞外マトリックスの中で様々
な細胞を培養することにより、細胞の本来の

機能が再生できることがわかってきた。	 

	 基底膜はうすい膜状の細胞外マトリック
スで、ほとんどの組織に存在し、発生や再生、

器官形成、血管新生、創傷治癒などに深く関

与している。基底膜の主役的存在であるラミ
ニンは、α、β、γの 3種類の鎖からなるヘ

テロ 3量体タンパク質で、15 種類のアイソフ

ォームが知られている。我々は、全ラミニン
アイソフォームの中に埋め込まれている活

性ペプチド配列を探索する目的で、約 3、000

種類の合成ペプチドによる全ラミニン分子
の網羅的スクリーニングを行い、これまでに

50 種類以上の特徴的な活性ペプチドを同定

してきた。これらの中に、インテグリン、シ
ンデカン、ジストログリカン、CD44 などの細

胞膜レセプターに特異的に結合するものや、

神経細胞や血管内皮など細胞特異的に作用
するものを発見してきた。また、これらのラ

ミニン由来活性ペプチドをキトサンなどの

高分子多糖に結合することにより、細胞に対
して効率的に作用するペプチド-多糖マトリ

ックスの開発を行ってきた。また、レセプタ

ーの異なる複数の活性ペプチドを同時に高
分子多糖マトリックスに結合することによ

り、相乗効果によりペプチドの活性が飛躍的

に増大することを見いだしてきた。このよう
に、ペプチドを固定化したペプチド-多糖マ

トリックスの実際の医療応用可能なバイオ

マテリアルとしての開発が期待されてきた。	 
	 

２．研究の目的	 

	 本研究は細胞外マトリックスタンパク質
のラミニンの分子解剖によって同定された

活性ペプチドの中からエッセンシャルなも

のを抽出し、それらを用いて細胞特異的に作
用するエッセンシャルペプチドマトリック

スとして再構築するもので、細胞工学分野に

革新的な基材を提供することのできる斬新
的なテーマである。個体の発生や再生の場を

提供する基底膜は、構成するタンパクは互い

に集合してマトリックスを形成しており、細
胞に対し最も機能的に働いている細胞外マ

トリックスである。近年、再生医療への応用

を目的とした組織・細胞工学の発達により、
細胞特異的な培養基材が求められてきてい

る。我々は、すべてのラミニンサブユニット

の細胞特異的な機能部位の全容を明らかに
する目的で、独自に開発した合成ペプチドを

用いた網羅的な解析を行い、ラミニンアイソ

フォームの分子解剖を遂行してきた。今まで

に約 3000 種類の合成ペプチドの中から数多
くの強い活性を持つペプチドを同定し、それ

らのペプチドの細胞膜上レセプターの同定

および細胞内情報伝達の解明を行ってきた。
インテグリン、シンデカン、ジストログリカ

ン、CD44 などをレセプターとする活性ペプチ

ドを同定してきた。また、ラミニン活性ペプ
チドを多糖類のキトサンに固定化したペプ

チドマトリックスを作成したところ、固定化

したペプチドによって細胞に対する作用が
異なることを見出し、神経細胞に対して神経

突起伸長の促進作用を有するペプチド-マト

リックスの作成にも成功した。本研究では、
我々が同定したラミニン-111 由来の 60 種類

の活性ペプチドを用いたペプチド-多糖マト

リックスを作製し、生物活性やレセプター特
異性の違いによって分類しグループ分けを

して、各グループから顕著な活性を持つエッ

センシャルペプチドを選び、それらを組み合
わせて多糖マトリックスに組み込むことに

より、細胞特異的なエッセンシャルペプチド

マトリックス(EP-Matrix)を創製することを
目的としている。	 

	 

３．研究の方法	 
	 図１の研究の流れにしたがって研究を行

った。我々が同定したレセプターの異なるラ

ミニン-111 の活性ペプチド（60 種類）を高
分子多糖のキトサンマトリックスに固定化

した単一ペプチド-キトサンマトリックスを

作成し、線維芽細胞と神経細胞を用い、生物
活性やレセプター特異性の違いによって 6種

類のグループに分けた。次に、各グループか

ら顕著な活性を持つエッセンシャルペプチ
ドを選び、それらを組み合わせて多糖マトリ

673種類のペプチドを用いた活性配列の
網羅的解析!
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ックスに組み込むことにより、混合ペプチド

-マトリックスを作製し、活性を評価した。	 

１、ラミニン活性ペプチドの多糖類への固定
化と活性測定	 

	 我々がこれまでに同定したレセプターの異

なるラミニン活性ペプチドにシステインと２
残基グリシンをスペーサーとして付加した60

種類のペプチド（CGG-ペプチド）を合成した。

２価官能性試薬の N-(3-マレイミドベンゾイ
ルオキシ)スクシンイミド（MBS）を付した MB-

キトサンに CGG-ペプチドを加え、ペプチドを

共有結合でキトサンに固定したペプチド-キ
トサンマトリックスを作成した。本実験方法

は、以前の我々の報告にしたがって行った

(Biomaterials	 31:3237-3243,2010)。	 
	 次に、60 種類のペプチド-キトサンマトリ

ックス上での線維芽細胞の細胞接着と細胞伸

展活性を測定する。細胞接着活性のあったも
のに関しては EDTA とヘパリンで阻害実験を

行った後、EDTA のみで阻害されたペプチドマ

トリックスの細胞接着活性をインテグリン抗
体を用いた阻害実験やレセプター強制発現細

胞を用いた実験を行いレセプターの同定を行

った。また、60 種類のペプチド-キトサンマ
トリックス上での神経突起伸長活性を測定し

た。本実験は、以前我々が報告している評価

方法にしたがった (J	 Neurosci	 Res	 61:	 
302-312,	 2000)。	 

	 混合ペプチドキトサンマトリックスは各ペ

プチドを等モル混合し、MB-キトサンに結合し、
活性を測定した。	 

２、様々なスペーサーを用いたペプチド-キ

トサンマトリックスの合成	 
	 活性ペプチドとキトサンとの結合のスペ

ーサーを変化させて、各ペプチドにおける最

適なスペーサーを検討した。スペーサーとし
て、図２に示すようにグリシン(Gly)、β−ア

ラニン (βAla)、ε —アミノカプロン酸

(εACA)を 1〜6 残基用い、長さを変化させて
作成したペプチド−キトサンマトリックスを

作製した。	 

	 

４．研究成果	 

１、ラミニン-111 活性ペプチド（60 種類）

のキトサンへの固定化と活性測定	 
	 これまでの研究で我々が同定した 60 種類

のラミニン-111由来ペプチドをキトサンマト

リックスに固定化し、線維芽細胞を用いて生
物活性を評価した。60 種類のペプチド−キト

サンマトリックスの中で、28 種類が細胞接着

活性を示した。キトサンマトリックスに固定
化したときに活性を示さなかった 32 種類の

ペプチドは、ペプチドの凝集などにより活性

を示したことが考えられる。活性を示した 28
種類のペプチドの中には細胞伸展を促進する

もの、細胞接着活性が EDTA やヘパリンで阻害

されるもの、神経突起伸張を促進するペプチ
ド-キトサンマトリックスが存在した。また、

これらの中にはインテグリンやシンデカンな

どのレセプターに結合するものが見いだされ
た。これらを表 1に示すように A〜F の６種類

のグループに分類した。	 

	 細胞接着活性を示したA〜Eの5種類のグル

ープの中で最も活性の強いペプチド（エッセ

ンシャルペプチド）を選んだ（表 2 にエッセ
ンシャルペプチドの配列を示した）。	 

	 

	 次に、各グループから選んだ顕著な活性を
持つエッセンシャルペプチドを等モルずつ

1/5 のペプチド量で組み合わせた混合ペプチ

ド-キトサンマトリックスを作製した。また、
コントロールとして各エッセンシャルペプチ

ドをキトサンマトリックスに固定化したマト

リックスを用いて細胞接着活性を測定した。
図３に示したように、ペプチド量は同じであ

るにもかかわらず、混合ペプチド-キトサンマ

トリックスが最も強い細胞接着活性を示した。
また、細胞伸展活性や神経突起伸張活性も混

合ペプチド-キトサンマトリックスが最も強
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い活性を示した。このことは、レセプターの

異なる活性ペプチドを混合することにより、
相乗的な効果が得られ、活性が増大したこと

によるものと考えられる。混合するペプチド

の種類の選択や、混合比の検討を行うことに
よりさらに強力な混合ペプチド-キトサンマ

トリックスの創製が期待される。	 

	 
２、ペプチド-キトサンマトリックスの生物

活性に及ぼすスペーサー効果	 

	 受容体特異的に作用する細胞接着ペプチ
ドを高分子多糖類に結合することで、ペプチ

ドの活性が増大し、細胞外マトリックスを模

倣した形で細胞に作用することや、ペプチド
や高分子多糖類の種類によりペプチド-高分

子多糖マトリックスの細胞に対する作用が

変化することなどを報告してきた。近年、
feeder-free 条件下、ラミニン-511 を用い ES

細胞や iPS 細胞を未分化のまま維持・培養す

るにはインテグリン α6β1 が重要な役割を
担っていることが示唆されている。以前、

我々は合成ペプチドを用いた網羅的なスク

リーニングからインテグリン α6β1 に結合
するペプチド A2G10(SYWYRIEASRTG)を同定し、	 

A2G10 をキトサンマトリックスに固定化する

ことにより、強い細胞接着活性を示すことを
報告してきた。そこで、効率的な ES・iPS 細

胞の培養基材の開発にも大きく寄与する、さ

らに最適なペプチド−高分子多糖マトリック
スの作成にも応用可能なペプチドと多糖類

間の生物活性に及ぼすスペーサー効果につ

いて検討した。	 	 	 
	 本研究では、A2G10 や A99a などのインテグ

リンやシンデカンに作用するペプチドと

AG73 に代表されるシンデカンに結合するペ
プチドの高分子多糖類間のスペーサー効果

を調べる目的で、図２に示したように、グリ

シン(Gly)、β−アラニン(βAla)、ε—アミノ
カプロン酸(εACA)を用い、スペーサーの長

さを変化させて作成したペプチド−キトサン

マトリックスの細胞に対する活性評価を行

った。図４と図５に示すように、A2G10 をキ

トサンマトリックスに固定化する場合、Gly
の長さを変化さてスペーサーとして用いた

時、	 Gly	 が 4 残基のとき最も強い細胞接着

活性や細胞伸展活性を示した。一方、Gly よ
り疎水性の高いβAla やεACA の長さを変化

さてスペーサーとして用いた時、長いほど活

性が低下する傾向が示された。スペーサーの
長さや物性の違いによりペプチドの表面へ

の露出度が変化し、細胞との結合に影響を与

えたと考えられ、固定化するペプチドに適し
たスペーサーの検討が必要であることが示

唆された。これらの結果を表３にまとめた。

シンデカンに結合するペプチドはスペーサ
ーの影響を受けにくく、いずれのスペーサー

を用いても強い活性を示した。インテグリン

に結合するペプチドはスペーサーの影響を
受けやすく、個々のペプチドにより親水性や

疎水性などの物性や長さの最適な条件が存

在することがわかった。	 

	 
	 以上、ラミニン-111 の由来の活性ペプチド

（60 種類）を高分子多糖のキトサンに固定化

したペプチド-マトリックスを作成し、線維
芽細胞と神経細胞を用い生物活性を測定し、

活性の違いにより５種類のグループに分類

した。各グループの中で最も活性の強いエッ
センシャルなペプチド-マトリックスを選定

した。さらに高活性なペプチド-マトリック

スを作製するため、ペプチドと多糖の間のス
ペーサーの検討を行い、各ペプチドの最適な
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スペーサーを見いだした。最適なスペーサー

を用いてエッセンシャルなペプチド-マトリ

ックスを組み合わせることにより、組織工学
に応用可能なバイオマテリアルの開発が可

能になった。このエッセンシャルペプチドマ

トリックスを用いることにより、iPS 細胞や
ES 細胞などの分化・増殖の制御が困難な細胞

に対しても特異的に機能するバイオマテリ

アルの創製が期待される。	 
	 これらの研究成果の一部は、ペプチド-高

分子多糖マトリックスの開発研究に関して

まとめた総説として発表した（発表論文②）。
また、８回にわたり国内外の学会で発表する

とともに、原著論文２報に報告した（発表論

文①、③）。	 
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