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Plasma lipoproteins,chylomicrons,VLDL and LDL di∬ er in their lipid compOsition and size,

which alter the surface properties and iduence the distribudon of exchangeable apolipoproteins,

accordingly detcュ 11lilllng thc fates of the particles thcmseives in an animal. ■ipOprotcins are

composed of lipid emulsion particlc and apolipoproteins.It is of importance to consider the

relevance of srace properdes of lipid partides with thc interac� on of apolipoproteins.In this

article,the mechanism of apolipoprotcin association with Plaslna membranes and lipoproteins,

is discussed in telllls Of the lipid composition and surfacc cuⅣ aturc of phosphOlipid monolayers

(emulSiOns)and bilayers(lipOSOmes)。

Core lipids of emulsiOns play roles in detellllining the binding beha� or of apolipoproteins A-1

and E.13c NMR and■uorescencc measurements showcd thatthe acyl chain regions of cmulsiOn

surface phosphatidylcholinc(PC)mondayers are more rest� cted than those of liposolne PC

bilayers,whereas the head group regions of emulsions are more hydrated.Accordinglュ

intcrpcnctra� on of cOrc lipids into sulfacc PC monolayers was prcsumed to∝ cur in lipid

mulsions.The interpenetration causes thc separation of PC head groups and leads to enhanced

apoA-l or E binding in emulsion suface.Lipid �sk factors, cholcsteЮl, its este鳥

sphingolnyeline and ceramide modify the structure of surface monolayers,leading to the dtered

apolipoprotein binding and cell association.



研究 目的

可溶性血漿アポリポ蛋白質は、脂質を輸送する各種 リポタンパク質粒子間、また組

織細胞との間を移動し、粒子の代謝・異化を制御 していると考えられる。血漿 リポタ

ンパク質、カイロミクロン、VLDLは 、血中で脂質組成やサイズが修飾され、それぞ

れ、小粒子のレムナントあるいは LDLに変化する。リポタンパク質粒子の異化に伴い、

アポリポ蛋白質の結合性、また粒子―組織細胞間の相互作用も変化する。リポタンパ

ク質は脂質エマルション粒子 とアポ リポタンパク質の複合体で、分子量は百万から数

千万であり、最新の放射光回折や NMR解 析でも、原理的にアクセス出来ない生体コ

ロイ ドである。このため、他分野に比 しプオロテォミクス研究が著 しく遅れている。

また、血中のリポ蛋白質粒子の代謝・異化は、スフィンゴミエリン (SM)、 コレステ

ロール (Chol)、 コレステロールエステル (CO)な どの含有量増大で特徴づけられる。

本プロジェク トでは、まず、リポタンパク質粒子と可溶性アポリポ蛋白質の相互作

用を支配する第 1義の物理化学的因子の解明を行うことにした。特に、apoA lと apoE

をとりあげて生体界面科学的に研究 した。次に、動脈硬化症や心臓疾患の危険因子で

ある Chol、 CO、 SMと SMの加水分解産物セラミドCerが、リポタンパク質粒子の

可溶性アポリポ蛋白質選択性や細胞 との相互作用に及ぼす影響を調査 した。これらの

研究目的のため、タンパク質フリーのリポタンパク質粒子モデルである脂質エマルシ

ョンを製造 し、これを利用 して、バイオナノテクノロジーの基盤であるコロイ ド界面

科学的手法に基づき、本プロジェク トを遂行した。

脂質エマルション粒子は、 トリグリセライ ドのコアをリン脂質の単分子膜が覆った

熱力学的に準安定な 30から 200nmの微粒子である。本プロジェク トでは断らない

限り、基本になる脂質エマルションの表面リン脂質として卵黄 レシチン (PC)、 コア

脂質としては長鎖 トリギリセライ ド (TO)を用いた。また、生体膜モデルのリポソー

ムは PCを用いて調整した。これに、他の表面脂質 (Chol、 SM、 Cer)あ るいはコア

脂質 (CO、 C8,C6)を加え調査 。研究 した。また、特に断らない限 り、脂質粒子の

サイズは 10011111に 保っている。

研究経過

1.血漿アポ リポタンパク質の脂質エマルショ

因子

血漿アポリポタンパク質アポ A-1(apoA l、

ンヘの結合を支配するする物理化学的

30kD)は、動物体内でコレステロー



リレCholのホメオスタシス維持に重要な役割をはたしている。ayA-1は片方の側面

が親水性、他方が疎水性のアミノ酸が多い両親媒性αヘ リックス (amphipathic α一

helices)か ら構成されている。水中では、これらのヘリックスは球状構造に畳み込ま

れている。脂質粒子表面では、apoA lの高次構造はほどけ、両親媒性ヘリックスは

PC分子間に挿入される。調査の結果、TO一PCェマルションの PC単分子膜の方が PC
リポソーム 2分子膜 (LUVpに比べ、 10倍も多い apoA lの結合を示した。また、

エマルションのコアの長鎖 トリグリセライ ドtriolein CO)を、短鎖 トリグリセライ ド

であるtricaprylin(C8)や tricaproin(C6)に 置き換えると、アポリポタンパク質の結

合量が減少した。アポリポタンパク質の結合は、粒子表面 PC単分子膜上のイベント

である。コア脂質は、どのように表面の性質に関与するのであろうか。

apoA lな どのアポリポタンパクの脂質結合部位は、両親媒性のα―hel� である。

PCの臨界充填パラメータは約 1(自発的 (表面)曲率はほぼ 0)で、平 らな面を形

成しやすい。また、脂質粒子は 100 nmな ので、粒子表面は分子レベルではほぼ平面

と見なせる。血漿アポリポタンパク質の両親媒性ヘリックスは、一般に、親水面が大

きく親油面が小さい (親水性の高い)楔形構造を持つので、表面膜に結合して正の曲

率(posit�e curvatttre)あ るいは正の曲げ(positive bending)、 すなわち凸面をもた

らす。この膜の正の曲げは表面膜のエネルギーを高め、タンパク質を脱着させる方向

に作用する。脂質エマルションはコアに中性脂質 (親油性の TOな ど)を有するが、

このコアが表面 PC単分子膜と相互作用して負の曲げ(negative bending、 凹面)を誘

導し、タンパク質結合による膜の正の曲げエネルギーを緩和する。コア脂質を持たな

いリポソーム (PC 2分子膜 Lげの では、このような曲げエネルギーの低減効果は期

待されない。また、エマルションのコアを長鎖の トリグリセライ ドのTOか ら 中鎖 ト

リグリセライ ド C8や C6に置き換えると、コアと表面膜の相互作用は弱まり、コア

による表面フラス トラション緩和効果も減弱し、アポリポタンパク質の結合は低下し

た。さて、「コアと表面膜の相互作用が 、apoA lの結合に有利なエマルション表面

膜構造を導く」と推論したが、この表面膜の構造はどのようなものであろう。

リポソーム (30 nmの SUV,100rLmの LUV)とエマルション (すべて 100nm、

コアは液体の TO,C8、 C6、 あるいは液晶のコレステロールエステル CO)について、

表面膜 PCのカルボニル炭素の 13c_NMR化学シフトと、それぞれの粒子の apOA l

の最大結合量 の関係を詳細に検討した。ここで、化学シフト値は、表面膜 PC分子

の親水基間の距離 (間隙)のパラメーターになることがわかっている。これより、リ

ポソーム、エマルションを問わず、PC分子の親水基間により広い隙間があれば、

apoA lはより多く結合することが明らかになった。 すなわち、PC親水基間の間隙



に apげぃ1の両親媒性ヘリックスの楔形構造が収納されている、と推定される。粒子

径のガヽさい SUVや Chol含有 LUVは、PC―LいアにLヒベ、PC分子間により大きい

間隙があることが知られているが、実際、これらはより大きい apoA l結合性を示し

た。表面 PCのアシル鎖の運動の詳細な研究結果、脂質エマルションでは、コアの ト

リグリセライ ドと表面膜のレシチン PCのアシル鎖同士が、指組み状態に絡んで相互

作用 (interdigitation interaction)し ていることが示された。すなわち、エマルシ

ョンコアの TOと表面膜の PCの指組みにより、膜の疎水性部分が拡がり、その分、

親水基間に間隙が生じると考えられる。このような相互作用は、動物体内の脂質エマ

ルションである、リポ蛋白質粒子、LDLでも仮定されている。アシル鎖の短い C8, C6,

また堅いコアを形成するCOは、表面 PC膜との指組み相互作用が弱いので、ayA-1
の結合が減少すと理解される。ApOEの結合についても、ほぼ同様に説明ができるこ

とも明らかになった。

2,脂質危険因子、コレステロールそのエステル、スフィンゴミエリンとセラミド

a.アテローム性動脈硬化とは、血管内膜が肥厚して血管内腔が狭窄する疾患である。

動脈硬化病変部には、凝集した変性リポタンパク (変性 LDDが 多く観察され、さら

に、「泡沫細胞」と呼ばれるコレステロールエステルを蓄積 した細胞が大量に存在 し

ている。リポタンパクの酸化的変性は、細胞の泡沫化に重要である。泡沫細胞は、主

にマクロファージと血管平滑筋細胞を由来としている。

血漿アポリポタンパク質 E(apoE)は リポタンパク粒子 (脂質エマルション粒子)

に結合し、これを肝臓実質細胞などの LDLレセプターや LRP HSPGレセプターに運

ぶ特異的リガンドである。その脂質結合部位は両親媒性 α―hel� であり、apoA l類

似のメカニズムで脂質粒子に結合性する。タンパク質フリーの脂質エマルションのコ

アを、TOか らコレステロールエステル COに置き換えて、apoEと ともにモデル肝細

胞である HepG2培養細胞組織に加えると、脂質粒子の細胞移行が減少した。この CO
による培養細胞組織への移行の減少は、ラットに血中投与された CO―PCエマルショ

ン粒子の肝臓による取 り込み効率低下と一致した。血中から肝臓等の組織への移行速

度:は 、 TO一PC emulsions >TO一 CO/PC emulsions > Co/PC  emulsions >

eggPC■ iposomesの 順に小さくなった。脂質エマルションのコア脂質を、TOか ら

COに置き換えることは、肝臓からの内因性脂質を全身に輸送 している血漿リポタン

パク質、VLDLがその remnantsを経て、LDLに変化することに相当する。血中滞

留性が長くなるため、酸化変性による LDLの悪玉化や、この悪玉による細胞泡沫化

の原因 (危険因子)の一つが、コレステロールエステルであることが理解できる。



一方、TO一PCエマルション表面の PCの一部をコレステロール Cholに置き換えて

も、apoE結合量は顕著には変化 しなかった。それにもかかわらず、apoEに依存 した

脂質粒子の HepG2培養細胞組織への移行は、大幅に昂進された。また、動物血中に

投与された Chol含有エマルションの消失も、TO―PCエマルションに比べて、顕著に

早くなった。このように脂質エマルションの代謝に対し、コレステロールとそのエス

テルは逆の影響を及ばした。エマルション表面の Cholの増加は、外因性脂質を輸送

する血漿リポタンパク質、chヨomicronsがその remnantsに変化することに相当す

る。chylomicronsや その remnantsは、小腸からリンパ組織、胸腺をへて血中に入

るが、そこで最初に出会うのは心臓や肺である。過剰の Cholは細胞を崩壊させ組織

を壊死に至らす危険因子である。先進国 (日 本を含む)で発症の多い急性心臓疾患の

危険因子の一つとして、高コレステロール食後の Chol含有 chylomicronsの 小腸か

ら血中への大量分泌が問題視されている。

b.血漿スフィンゴミエリン SM(高 SM含有 LDL)の上昇は冠動脈疾患の危険因子

であ り、動脈硬化 の進行 と密接 に関係 している。著者等 は、apoEお よび LPL

(lipoprOtein lipase)を介 した、脂質エマルション粒子のモデル肝細胞、培養 HepG2

細胞への取り込みが、SMに よってが減少すること、また SM含有により脂質エマル

ションの動物血中滞留が長くなることも示した。動脈硬化症患者体内のリポタンパク

は、PCに対する SMの割合が大きく、また動脈内皮下で分泌される SMaseが動脈硬

化の発生および進展に関わっていることも示唆されている。

近年、SMaseに よって LDLが変成され、そのマクロファージヘの取 り込みが増加

することが報告されている。LDLは脂質とアポリポ蛋白質の複合体であり、SMase

の作用が脂質までか、あるいは蛋白質にまで及ぶのか明確になっていない。さらに、

この作用は、SMaseの酵素活性か蛋白自体によるものか判明していない。調査の結果、

タンパク質フリーの脂質エマルション粒子でも、SMを含む場合、SMaseによリマク

ロファージ細胞への取 り込みが大きく増加した。」774マ クロファージはアポタンパク

質を分泌しないので、SMaseに よる脂質粒子のマクロファージヘの取 り込みの昂進は、

アポタンパク質の非存在下でも起きること、また、SMaseタ ンパク質自体の細胞への

作用よりも粒子上の SMが分解されることが重要であると判断されれた。SMaseがな

くても、SMの加水分解産物、セラミド Cerをエマルションに含有させると、マクロ

ファージヘの取 り込み量は 2倍なった。すなわち、粒子表面の Cerによってマクロフ

ァージヘの取 り込みの昂進が起こることが示された。

酸化変性 LDLの取 り込みに関わっている 2種類のスカベンジャーレセプター、sRA
および CD36へのリガンドの結合を阻害する抗体を用いたが、取 り込みの阻害は起こ



らなかった。一方、ラク トフェリンやヘパリンにより LRPおよび HSPGを介した取

り込みを競合的に阻害すると、Smase処理脂質エマルションのマクロファージヘの移

行は大きく減少した。したがって、ェマルション粒子上の Cerは、LRP HSPG経路

を介した取 り込み活性を上昇させると考えられる。LRPは LDLレセプターとともに

リポタンパクレムナントの取 り込みに関わる受容体であるが、LDLレセプターと異な

り細胞内コレステロール量による発現調節を受けないことから動脈硬化との強い関連

が指摘されている。

まとめと今後 の課題

1.脂質エマルション表面の PC単分子膜は、リポソーム(LUV)の PC 2分子膜に比べ

血漿アポリポタンパク質 (ayA-1,apoE)の 結合が 10倍も大きい。アポ リポ蛋白

質は、PC表面膜にエネルギー的に不利な正の曲げをもたらすが、エマルションでは

コア脂質と表面脂質が相互作用して表面 PCの親水基間に間隙を作 り、アポリポタン

パク質のヘリックスをより安定に収納する。

2.動物血中では、TO一PCエマルションは、PCリ ポソーム(LUV)よ り速 く(apoE

特異的レセプター経由で)肝臓に取 り込まれる。エマルションコアの TOを COに置

き換えると、アポリポ蛋白質の結合が低下し、動物血中から組織細胞への移行も遅延

する。一方、その表面の PCの一部を Cholに置換すると、エマリレションの血中から

組織への移行が昂進される。Cholと COの反対の効果は、培養肝細胞を用いた実験

でも確認できる。Cholに よる apoEの活性化は脂質粒子表面で起こると考えられ、そ

の構造生物学的解明が今後の課題である。

3.エマルション表面にSMを添加するとapoEや LPLの結合性が低下し、培養肝細

胞による取り込み、また動物血中からの組織細胞移行も遅延する。一方、SM含有エ

マルションを SMase処理、あるいは直接的に Cerを添加すると、LRP一HSPG経由

のマクロファージヘの移行が昂進される。マクロファージや肝実質細胞などの表面の

LRP―HSPGはスカベンジャー レセプター様レセプターとされているが、脂質粒子表

面の Cerの ような分子の認識メカニズムにつては、詳細な生体界面科学的調査を行う

必要がある。

4.脂質危険因子、Chol,CO,SM,Cerは 、いずれも、リポタンパク質粒子表面の物

理化学的性質を代えることにより作用することが、タンパク質フリー脂質エマルショ

ンを用いた本調査から推定された。
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