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ヒト Erythropoietin の
バキュロウイルス発現系による発現及び精製
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Expression and purification of human erythropoietin by silkworm-baculoviral-expression-system
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Baculoviral expression system, BES have been widely used for recombinant protein production in a laboratory

and industry. Both Autographa californica nuclear polyhedrosis virus (AcNPV) and Bombyx mori nuclear

polyhedrosis virus (BmNPV) are exploited for this purpose. The recombinant protein expression by BmNPV

infecting silkworm larvae or pupae may endow us with a potent system for the production of large eukaryotic

proteins.

In the present study, we injected recombinant BmNPV containing reporter genes into hemocoel of 5th instar

larvae of selected 12 silkworm strains. Among them, the strain d17 is found to be the highest in reporter expression.

The d17 strain is highly permissive for BmNPV replication and is the most likely candidate of a “factory” for

large-scale expression using the BmNPV bacmid system.

In this study, we reconfirm the ability of the high-permissive d17 strain to produce proteins coded in BmNPV, we

used another protein, erythropoietin. As a result, about 30 μg of recombinant erythropoietin was obtained from one

d17 larva.
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緒 言

バキュロウイルス発現系（BES）は組換えタンパ

ク質生産系として広く用いられている。BES には

AcNPV 発現系と BmNPV 発現系とがあり，BmNPV

発現系はカイコを宿主としてもちいることで既存

の発現系に比べ比較的巨大なタンパク質の発現が

可能になる他，比較的哺乳類に近い翻訳後修飾を

受けたタンパク質が得られることが期待される。

以前の研究において我々は BmNPV を用いたス

クリーニングにおいて高発現系統 d17 を同定した

（KAWAKAMI et al., 2008）。本実験では d17 の有用性

を再確認するため新たに BmNPV によりヒトの造

血ホルモン erithropoietin（EPO）（DELORME, et al.,

1992）の発現及び精製を行った。結果カイコ一頭

あたり 30 µg の精製 EPO を得た。

材料と方法

HsEPO エントリーベクターの作製：ショウジョ

ウバエの培養細胞である S2細胞用の発現ベクター,

pMET/Bip/hEPO（SHIN and CHA, 2002）中の ORF 領

域を増幅するプライマーBipEPO-5’（5’-AAGTT

ATGCA TATTA CTGGC CGTCG TGGCC-3’）及び

BipEPO-3’（ 5’-TGACT CGAGG TTCTG TCCCC

TGTCC TGCAG-3’）を用いて PCR を行った。得ら

れた DNA 断片を制限酵素 XhoI により消化し,

pENTR11TM ベクター（Invitrogen）に挿入した。作

製した pENTR11/BipEPO の塩基配列はシーケンス

解析により確認した。

トランスファーベクターの作製：pDEST11A/

BipEPO の作製には Gateway Technology（Invitrogen）

を使用した。デスティネーションベクターとして

pDEST11A ， エ ン ト リ ー ク ロ ー ン と し て

pENTR11/BipEPO を用いた。反応後，大腸菌に形質

転換した。

BipEPO 発現組換え BmNPV の作製：BmNPV/

pDEST11A/BipEPO の作製には Bac to Bac system

（Invitrogen）を使用した。pDEST11A/BipEPO を

コンピテントセル BmDH10Bac（MOTOHASHI, et al.,

2005）に形質転換し, 組み換え BmNPV ウイルスゲ

ノムを抽出し, リポフェクション試薬により九州

大学大学院農学研究院天敵微生物学研究分野にて

保存されているカイコ培養細胞 e21 に形質導入し

た。形質導入 3 日後にウイルスを含んだ培養上清

を回収し Bme21 細胞に再感染させることで濃縮を

行った。上記の濃縮を 2 度行ったものを BmNPV/

pDEST11A/BipEPO ウイルス液とした。

カイコ個体への接種：上記 BmNPV/pDEST11A/

BipEPO ウイルス液を家蚕遺伝子センターにて保

存されている高発現カイコ系統 d17（KAWAKAMI et al.,

2008）5 齢 3 日幼虫体節部に注射し, 接種を行った。

カイコ血清の回収：ウイルス接種 4 日後のカイ

コ個体の腹脚を切除し, カイコ体液をチューブに
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回収した。血球を除去するために 3000 rpm で 5 分

遠心し上清を回収した。

粗抽出液の調整：回収した血清にBuffer（20 mM

sodium phosphate，500 mM sodium chloride，1%

NP-40，10 mM 2-mercaptoethanol，10% glycerol，pH

7.4）を等量加え，40000 rpmで1時間遠心して中間

層を回収し，粗抽出液とした。

His6タグによる精製：Cherating SepharoseTM（GE

Healthcare）を用いて精製を行った。Niを結合させ

たレジンを粗抽出液に加え, Wash Buffer（20 mM

sodium phosphate，500 mM sodium chloride，20 mM

imidazole，10% glycerol，pH7.4）でレジンを洗浄し

たのちElution buffer（20 mM sodium phosphate，500

mM sodium chloride，100 mM imidazole，10% glycerol，

pH7.4）で溶出を行った。

精製タンパク質の定量：既知濃度のBSAととも

に，精製画分を12% SDS-PAGEにて展開し，CBB染

色したものを画像解析ソフトImage Jをもちいてバ

ンドの濃さを定量した。

結果と考察

発現, 精製の結果（Fig. 1）カイコ一頭あたり 29

µg の組換え EPO を得ることができた（Fig. 2）。

ショウジョウバエの培養細胞である S2細胞を用い

た実験では細胞 106あたり 11～16 µg の発現が報告

されていることから，今回用いた系のほうが大量

発現及び精製が可能であると考えられる（SHIN and

CHA, 2002; PARK et al., 1999）。

また,今回精製された EPO には N 型糖鎖の付加

も見られたため（data not shown），今後は修飾状況

の詳細な解析及び EPO の活性との関連を調べてい

く予定である。

摘 要

カイコ-バキュロウイルス発現系により HsEPO

の発現及び精製を行った。カイコ一頭当たり 29 µg

の組換え HsEPO 精製タンパク質が得られた。既存

の培養細胞を用いた発現系よりも安価に大量生産

が可能になったと考えられる。
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