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研究成果の概要（和文）：生体内で生じる LDL の酸化的変性の性質を明らかにするために、冠

動脈疾患患者の心臓カテーテル治療により得られた血液から LDL を分画して解析を行った。

健常者と比較して酸化 LDL レベルが 2～3 倍上昇しているものが存在した。また免疫沈降法に

より回収された酸化 LDL のタンパク質成分は脂質過酸化物による修飾を受けており、酸化リ

ン脂質の修飾を受けた apoB-100 では 100～250kDa の特徴的な断片が見出された。 
 
研究成果の概要（英文）： To explore modifications in oxidized low-density lipoprotein (OxLDL) 
formed in vivo, we analyzed LDL fractions obtained by cardiac catheterization from patients with 
coronary artery disease. OxLDL was enriched by immunoprecipitation using monoclonal antibody 
against oxidized phosphatidylcholine (oxPC). Western blot analysis revealed that the OxLDL in 
vivo was modified by lipid peroxidation products such as 4-hydroxynonenal, acrolein and oxPC, 
but showed a different pattern from Cu2+-induced OxLDL. These data suggest the structural aspects 
of oxLDL in vivo different from in vitro oxidation. 
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１．研究開始当初の背景 
脳血管疾患や虚血性心疾患といった動脈

硬化性疾患は、今なお主要な死因を占めてい
ることから、その発症や進展のメカニズムを
探ることは重要である。血中における低比重
リポタンパク質（low-density lipoprotein: LDL）
レベルの上昇は、動脈硬化性疾患の発症リス
クを上昇させる独立した危険因子として認
められているが、近年では LDL の酸化変性に
よって生じる酸化 LDL も、動脈硬化の発症に
深く関与する危険因子であることが注目さ
れている。酸化 LDL は、単球や血管平滑筋由

来のマクロファージに取り込まれてこれら
を泡沫化させ、動脈硬化病巣内に蓄積するこ
とから、動脈硬化性疾患の発症・進展に深く
関与することが知られている。これまでの国
内外の研究成果から、循環器疾患と酸化 LDL
との関連性が確かなものとなっている。当該
研究者の所属する研究室ではこれまでに、酸
化 LDL 中の酸化ホスファチジルコリン（酸化
PC）を特異的に認識するモノクローナル抗体
（DLH3）を作成して血漿中酸化 LDL の定量
法を構築し、世界に先駆けて酸化 LDL の変動
と種々の疾患との密接な関連を示してきた
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（Itabe H. et al, J Lipid Res., (1996) 37 45-53; 
Ehara S. et al., Circulation, (2001) 103 
1955-1960）。しかし、酸化 LDL は生体内にお
いて極めて微量（血漿 LDL 中の数千分の 1）
であるため、これまでに構造などについて十
分な解析が進んでいなかった。特に、生体内
から酸化 LDL を分離して解析した研究はな
く、酸化 LDL の発生機序や性状・挙動と動脈
硬化病巣形成との関連について分子レベル
での解析が進んでいるとは言えない。 
当該研究者はこれまでに、ヒト LDL の主要

タンパク質成分である apoB-100 中の酸化修
飾構造を、質量分析法（LC-MS/MS）によっ
て解析する新たな手法を構築している
（ Obama T et al, Proteomics (2007) 7 
2132-2141）。これにより測定に必要な LDL の
微量化に成功し、脂質過酸化物などによる修
飾部位の同定を可能としてきた。 
 
２．研究の目的 
これまで、銅酸化や脂質過酸化物などによ

る修飾により人工的に調製した酸化 LDL が、
生体内酸化 LDL のモデルとして使用されて
いた。しかし生体内で産生される酸化 LDL
の実体についてはほとんど明らかとなって
いない。これは、血中の微量な酸化 LDL の回
収法が確立しておらず、解析に十分な量を得
ることが困難だったことが理由として挙げ
られる。そこで本研究では、DLH3 を利用し
た免疫沈降法によって酸化 LDL を血中 LDL
画分から選択的に回収して解析を行い（図 1）、
生体内で生じる酸化 LDL の性状を明らかに
することを目的とする。本研究では、冠動脈
疾患患者の心臓カテーテル治療によって得
られる血液サンプルを用いることとした。冠
動脈において形成された狭窄部位の近傍付
近から採取されるものであるため、動脈硬化
病巣由来の成分が末梢血よりも多く含まれ
ると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. 免疫沈降法による酸化 LDL の回収 
 

 
３．研究の方法 
健常者から得られた末梢血液、および冠動

脈疾患患者の心臓カテーテル治療から採取さ
れたろ過血液から、超遠心法によりリポタン
パク質を分画して LDL 画分を得た。次に LDL
画分について、DLH3 を用いた sandwich ELISA
を行い、健常者および冠動脈疾患患者サンプ
ル中のLDL画分に含まれる酸化LDL量を比較
した。また、DLH3 を用いた免疫沈降法により
LDL画分中に含まれる酸化LDLを選択的に回
収し、得られた免疫沈降物について Western 
blot を行い、脂質過酸化物や酸化 PC による修
飾を受けたタンパク質について性状解析を行
った。 
 
 
４．研究成果 
(1) 心臓カテーテル治療血液サンプルからの
LDL 分画：健常者の末梢血サンプルでは、
VLDL 画分と LDL 画分が明確に分離され、そ
の中間にはリポタンパク質画分は観察され
なかったのに対し、患者サンプルの中には、
VLDL と LDL の間に不規則な画分を含むサ
ンプルが多く確認された（図 2）。これらは比
重的には IDL 画分であると考えられるが、冠
動脈の狭窄形成部位に蓄積していたリポタ
ンパク質由来の成分である可能性が考えら
れた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2. 血中 LDL の分画 
 
 さらに、回収された LDL 画分について
SDS-PAGE を行った結果、健常者サンプルで
はおもに apoB-100 のバンドのみが検出され
たのに対し、患者サンプルの中には apoE や
apoC といった分子量の小さいアポリポタン
パク質を含むものがあった（図 3）。この結果
は、図 2 で示した中間リポタンパク質画分の
存在と対応が見られたことから、中間画分の
リポタンパク質に由来する成分であること
がわかった。 
 
(2) サンドイッチ ELISA による酸化 LDL の
定量：得られた LDL 画分中に含まれる酸化
LDL を定量的に解析した。5 μg の LDL 中に 
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図 3. LDL 画分の SDS-PAGE 
 
含まれる酸化 LDL は、健常者ではおよそ 0.5
～1 ng であった。一方、冠動脈疾患患者から
得た LDL では、大部分は健常者と同じであっ
たが、2～3.5 ng に上昇しているものもあった
（図 4）。当研究室ではこれまでに、末梢血サ
ンプルを用いてサンドイッチ ELISA を行っ
ており、急性心筋梗塞では高いもので 6 倍、
狭心症では 2～3 倍に上昇することを報告し
ているが、今回の実験結果から心臓カテーテ
ル治療の血液サンプルでも同じような傾向
を示すことがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4. サンドイッチ ELISAによる酸化 LDLの
定量（健常者の末梢血（○）、および冠動脈疾
患患者の心臓カテーテル治療による血液サ
ンプル（●）の LDL 画分（5 μg）に含まれる
酸化 LDL 量[ng]） 
 
 
(3)免疫沈降法により得られた酸化 LDL の性
状解析：免疫沈降では、酸化 PC を認識する
DLH3 を用いたものと同時に、非特異的な沈
降を調べるための対照実験として、非免疫
IgM を用いたものも並行して行った。 
 
①脂質過酸化物による修飾を受けたタンパ
ク質の Western blot 解析： 健常者の LDL か
ら回収された免疫沈降物について、脂質過酸
化物であるHNEまたは acroleinによる修飾を
受けたタンパク質を Western blot により解析

した。図 5 に示すように、DLH3 による沈降
物には、IgM を用いたときの沈降物と比較し
て、より多くの HNE または acrolein 修飾タン
パク質が検出され、免疫沈降法により酸化
LDL の成分が回収されていることが確認で
きた。また、これら脂質過酸化物により修飾
を受けたタンパク質は、apoB-100 に相当する
分子量のものが大部分で、銅酸化 LDL で見ら
れる大きい分子量のものは少ないことがわ
かった。以上のことから、酸化 LDL に含まれ
る apoB-100 には HNE や acrolein といった脂
質過酸化物による修飾を受けていること、ま
た架橋などにより分子量が大きくなったも
のは比較的少なく、銅酸化 LDL と異なった特
徴を示すことが明らかとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5. 免疫沈降物中の酸化修飾（(a) HNE修飾、
(b) acrolein 修飾を含むタンパク質の検出） 
 
 
②酸化 PC 修飾の検出：健常者の LDL から回
収された免疫沈降物について、酸化 PC 修飾
を受けたタンパク質成分を Western blot によ
り解析した。LDL の主要タンパク質成分であ
る apoB-100 は、分子量が約 550 kDa の巨大な
タンパク質である（図 6(a)）。一方、DLH3 に
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図 6. 免疫沈降物の酸化 PC 修飾（(a) 抗
apoB、(b)抗酸化 PC 
 



 

 

よる沈降物には、apoB-100 が架橋してより大
きな分子量となったものはほとんど検出さ
れていなかった。また、apoB-100 の分子量（約
550 kDa）よりも小さいバンドが確認され、こ
れらが酸化 LDL に由来するタンパク質成分
であると考えられた（図 6(b)）。これらは
apoB-100 が断片化して分子量が小さくなっ
たものであることが示唆された。同様の解析
を患者由来サンプルについても行った結果、
酸化 PC 修飾を受けたバンドが健常者サンプ
ルより濃く検出される傾向が見られた（図 7）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7. 患者サンプルの免疫沈降物の酸化 PC修
飾 
 
 
本研究により示された生体内由来酸化

LDL の性状は、従来使用されていた銅酸化
LDL とは異なった特徴であることを示唆す
るものである。特に、末梢血中ではなく狭窄
部位近傍の血液サンプルから酸化 LDL を回
収して解析することにより、冠動脈疾患の発
症に関する手がかりがさらに得られる可能
性がある。今後、質量分析装置を用いた解析
により、修飾構造とその部位について詳細な
解析を進めて行く予定である。 
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