
25th International Carbohydrate Symposium＆FCCA グライコサイエンス若

手フォーラム参加報告 
2010/9/27 長堀 紀子 

 
期間および場所：ICS, 2010/8/1~8/6, 幕張メッセ国際会議場 

   ：グライコサイエンス若手フォーラム、慶応義塾大学（三田） 
 
＜ICS2101＞ 
概要 
 ICS は“糖鎖”関係の国際学会で、European Carbohydrate Symposium（ヨ

ーロッパ糖質学会）と、毎年交互に開催されている。今年度は ICS TOKYO（幕

張だけど）ということで、日本開催だったため日本人の参加者が非常に多かっ

た。発表のカテゴリーは以下の５つ。 
A: Synthesis and Reactions 
B: Biochemistry, Analysis and Chemical Biology 
C: Glycobiology, Therapeutics and Glycomics 
D: Structural Biology and Informatics 
E: Biotechnology, Material & Industrial Applications 
発表件数は、Plenary lecture 12 題、招待講演 21 題、一般口頭発表 88 題、ポ

スター551 題であった。 
 
発表 
私 は カ テ ゴ リ ー C で ”Glycome analysis of GSLs and N-glycans of 
GSLs-related gene deficient cells”というタイトルでポスター発表を行った。 
Q. BlotGlycoBeads について。どのくらいの量を処理できるのか？一連の糖鎖分

析にかかった所要時間は？sample preparation について、サンプルの必要量

は？ 
A. 糖タンパク質、糖脂質いずれについても、cell lysate中のタンパク質量500 ug 
相当分のサンプルを用いて解析した。解析する細胞の種類にもよるが、500 ug
でおよそどの細胞についても十分量と考えている。糖タンパク質の場合、糖鎖

遊離に２日半（酵素反応を２度行うため）、糖脂質では糖鎖の遊離にかかる時間

は１時間。遊離した糖鎖のグライコブロッティング（ビーズ上でシアル酸のメ



チル化、ラベル化、洗浄のすべての工程を含む）に必要な時間は６時間程度。

得られたサンプルはそのまま MALDI-TOF MS 解析できる状態である。 
Q. 「糖脂質合成酵素をノックアウトしたら、糖タンパク質糖鎖の構造が有意に

変化した」という結果の解釈について。生合成経路を共用しているのか？ 
A. 生合成経路は全く別だと言われている。今回の結果は糖脂質合成酵素をノッ

クアウトしたというストレスに対する応答として N-グリカン糖鎖が変化したも

のだと考えている。例えば細胞は外部環境（温度、密度など）が変化したとき

に、N-グリカンのパターンも変化する。また、内部の要因（疾患等）でもその

構造とパターンは変化することが知られている。糖脂質合成酵素の欠損も同様

に細胞にとってのストレスであり、その結果 N-グリカン糖鎖に顕著な変化がみ

られたのであろう。いずれにしても、糖脂質と糖タンパク質を半定量的に網羅

的に解析できる手法があるからこそ、このような議論が可能となる。今回我々

は生体組織（細胞）由来の糖脂質および糖タンパク質糖鎖のプロファイルを網

羅的に解析する手法を確立した。そのことにも大変意味がある。 
 
興味をもった講演 
“Sugar processing and recognition in protein quality control” 
M. Molinari, Institute for Research in Biomedicine, Bellinzona Switzerland. 
糖タンパク質の品質管理において、タンパク質に付加したN型糖鎖の構造依存的

に新生タンパク質の品質管理が行われている。中でも小胞体内レクチンシャペロン

(Calnexin, Calreticulin)、グ ルコース転移酵素(UGGT)、グルコシダーゼ (G-II) から

構成されるCalnexin/Calreticulin (CNX/CRT)サイクルが中心的な役割を担っている。

講演は、新規ERタンパク質マレクチン(Malectin,２００８年)の機能に関するものであっ

た。 

Malectinは 

・ Type-I membrane anchored ER protein  

・ Well conserved in animals 

・ 糖タンパク質のGlc2Man9GlcNAc2を選択的に認識する。（ちなみに、

Calnexin/Calreticulinは糖タンパク質のGlc1Man9GlcNAc2構造を認識） 
・ 生体中でのlife timeはfew seconds（糖鎖のプロセッシングの中ではshort life timeら

しい） 

・ down regulation してもno phenotype 



・ C末端がKDELではない。→何かと相互作用してERにとどまっているようであるが、

相互作用相手は不明。途中に酸性アミノ酸が１０残基ほど続く領域があるが、そこが

あやしい。 

・ Calnexin/Calreticulinのbackup quality control pathwayなのではないか？というのが

今のところ推定される機能だそうだ 
 

“Magnetic Beads-Assisted Mild Enrichment Procedure for Weak Binding Lectin” 

K. Totani, H. Miyazawa, Y. Ito. Seikei Univ, RIKEN 

Affinity beadsを使って糖鎖特異的タンパク質（レクチン）をつり上げてくるときの条件に

ついての発表。ポイントは２以下の２点。 

・ Batch法で遠心を用いて回収するよりも、磁性ビーズを使う方が、タンパク質回収率

が良い。 

・ washの段階で溶媒をすべて除く方法で洗うとはがれてしまうような弱い相互作用も、

半分だけ溶液を除去することを２０回繰り返すことではがれずに回収できた。 

磁性ビーズ（糖鎖が表面についている）と蛍光タンパク質を入れた溶液の蛍光を観察

したところ、磁性ビース近傍（溶液全量の１／５に相当する部分）に存在するタンパク質

を１００とすると、次の１／５の部分に１７％、溶液全量の半分より遠いところにはほとん

どタンパク質が存在していなかった。標的タンパク質が磁性ビーズにぴったり結合して

いるわけではなく、もわーっと集まってきているイメージだった。washの時に溶液の半

分量（磁性ビーズから遠いところ）を捨てることで弱い相互作用のロスを減らしているよ

うだ。発表は地味な内容であるが、実用的な内容。種々のIPの条件検討の参考になり

そう。 

 

“Cross Talk Between O-GlcNAcylation and Phosphorylation is Extensive: A 
paradigm Shift for Cellular Signaling?” 
G. W. Hart, C. Slawson, et al., Jons Hoplins Univ, MD, USA. 
核および細胞質内に存在する種々のタンパク質には，セリンあるいはスレオニ

ン残基の水酸基に，GlcNAc が１分子結合したものが存在する(O-GlcNAcylation)。

O-GlcNAc は、すべての真核生物に存在する O-GlcNAc の修飾は、リン酸化と同

じ部位またはその近傍で起こり、シグナル伝達の重要な調節因子でもある。縁

者らは近年、Histone の DNA 結合領域が O-GlcNAc 化されていること、また

O-GlcNA 化は細胞周期や細胞ストレスに応答して変化することを見いだした。



O-GlcNAc 化されているのはすべてのヒストンとうこと。糖鎖修飾がヒストンコ

ードのひとつである、というのとても面白いと思った。今は糖鎖生物学という

学問分野があるけれど、少なくとも O-GlcNAcylation に関しては、糖鎖○○とい

う発想ではとらえきれない。既存の枠に無意識にとらわれてはいけないと思っ

た。 

 
“Carbohydrate Analysis by using MALDI-MSn” 
K. Tanaka, Shimadzu Corporation, Japan 
田中耕一氏。ノーベル賞のきっかけとなったタンパク質のイオン化法の発見の

とき同様、予想外の（一見失敗か？と思われる）結果に着目して詳細につきつ

めていったところ、新しいことの達成につながったという話。具体的には、

MALDI-MS で 3-AQ という液体マトリックスを使って糖鎖を測定したら、糖鎖

と 3-AQ が共有結合を形成してしまった。この誘導体はどうやらイオン化効率が

よさそうだった。そこで反応条件を検討してこの結合を完全に進行させて、あ

えて誘導体化したら、非常に高感度に糖鎖の構造（異性体も含めて）解析が可

能となった（1 atto mol）。小さなことでも見逃さずにていねいに実験をするの

は大事ですね、という話。（ささいなことにハマって無駄に時間を費やしてしまうこともよくあるんですけ

ど。。。アタリを掘るかハズレを掘るかはセンスの問題ですか？） 



＜グライコサイエンス若手フォーラム＞ 
概要 
糖関連の化学・工学・生化学・生物学等を研究対象とする若手研究者および学

生の交流の会であるグライコサイエンス若手の会が主催しており、毎年日本糖

質学会年会に合わせて開催されている。 
 
発表 
“Highly Stable Carbohydrate-Conjugated Quantum Dots Library for Live 
Animal Imaging”というタイトルで口頭発表を行ってきた。 
Q. Glyco-QDs は最終的にはどこに行くのか？排泄？ 
A. QDs 静注後のマウスの尿の蛍光を調べたが、尿中から QDs の蛍光は観測さ

れなかった。生体内における直接的な証拠はないのだが、おそらく貪食系細胞

によって産生される次亜塩素酸等によって消光したものと現在のところ予想し

ている。 
Q. GM3-QDs はやったことがあるか？どんな挙動が予想されるか？ 
A. 今回は GM3-QDs は作製していないが、この方法の利点のひとつは Oxime 
ligation を用いることで、非常に簡単に Glyco-QDs を作製できるということに

ある。糖脂質を５分間のオゾン分解後、ligation 反応を 30 分行い、QDs に結合

させ、QDs の洗浄を行うという操作のみであるため、任意の糖脂質を提示した

QDs が容易にできる。今回作製した Glyco-QDs 以外にも入手可能な糖脂質であ

れば QDs に提示できるので、今後試してみたい。予想される distribution につ

いては、やってみればわからないが、Glyco-QDs を簡単に作製できるので、い

ろいろな糖鎖についてマウス体内動態を観察できる。動物イメージングによる

糖鎖機能スクリーニングによって、これまでに知られていなかった現象が見ら

れれば面白いと思う。 
 
全体の感想 
やはり学会に参加すると、糖鎖に関する生物学的機能について現在どこまでわ

かっていて何が注目されているのか、机に向かって論文を読むのと異なり直接

情報を仕入れることができて、非常に勉強になった。細胞内での糖鎖が関与す

る出来事について、FCS/FCCS で見たらわかるかもしれない、ということがた

くさんあると思った。タンパク質の多くは糖タンパク質であることだし。やっ



てみたい。（しかし、いつ…..）。 
若手会の参加者は、糖鎖に関する「化学」「工学」系が多かった。若手でも化学

よりの研究者、生物よりの研究者の接点は少ないのだな、と思った。というこ

とはそこがチャンスでもあるわけだけれど。 
 


