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カイコ BES を用いたヒト Beta defensin 2（DEFB2）の生産
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Production of human beta defensin 2 using silkworm bacurovirus expression system
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There are many pathogenic microorganisms on human skin, but natural immunity prevents them from invading the

body. Beta-defensin (DEFB), a kind of antimicrobial peptide, plays a role in natural immunity on human epidermis

and in maintaining our health. For example, immunosuppressant used for transplant surgery often causes skin disease

by decreasing natural immunity. This suppression is a matter of grave concern in medical practice, and it is urgently

necessary to develop a technique for preventing skin disease caused by these drugs. DEFB is suggested to be one of

the candidate molecules. However, it is difficult to express DEFB by bacterial protein expression system because it

has antimicrobial activity. On the other hand, the antimicrobial activity doesn’t influence protein expression in

silkworm-bacurovirus expression system.

In this study, we attempted to express DEFB2 by silkworm bacuroviral expression system and purify DEFB2 using

nickel-affinity chromatography using the silkworm d17 strain, the highly permissive strain for BmNPV.
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緒 言

ヒトの皮膚には，多くの病原性微生物が存在し

ているが，そのほとんどはヒトの自然免疫によっ

て体内に侵入することはできない。ヒト上皮にお

いては，Beta-defensin（DEFB）と呼ばれる抗菌

タンパク質が自然免疫を担っており，これらが表

皮などで発現することによって（HARDER et al.,

1997），皮膚は外界からの菌の侵入を防ぎ，健康な

状態を維持できると考えられている。例えば，免

疫抑制剤の投与を受けた患者は，皮膚の自然免疫

も低下してしまい，その結果，皮膚疾患を発症し

やすくなる。このような薬剤投与に伴う自然免疫

の低下は，臨床における大きな問題であり，これ

を防ぐ手法の開発が急務となっている。その手段

の 1 つとして DEFB の利用が考えられるが，抗菌

活性を有するタンパク質であるが故に，大腸菌等

を用いた細菌宿主系では発現が困難である。一方，

カイコバキュロウイルス組換えタンパク質発現系

（カイコ BES）を用いた抗菌タンパク質の生産は，

その活性による生産上の悪影響はないと推測され

る。また，上記の理由から DEFB の機能は未解明

な部分を多く有しており，これらの大量生産は学

術的にも意義の高い研究であると言える。

今回，著者らは，カイコ BES を用いて，DEFB2

の発現と，ニッケルアフィニティークロマトグラ

フィーを用いた精製を試みた。まず，ヒトの皮膚

由来の cDNAを鋳型にDEFB2をクローニングした。

そして，DEFB2 を発現する BmNPV を作製し，先

行研究において，高発現蚕系統として同定された

d17 系統に接種した（KAWAKAMI et al., 2008）。感染

後，体液を回収し，個体の体液中の DEFB2 の発現

を，ウエスタンブロット法を用いて検出した。ま

た，DEFB2のC末端に付加されたHisタグを用い，

ニッケルアフィニティークロマトグラフィーを

行った。

材料と方法

ヒト DEFB2 のクローニング：NCBI のデータ

ベースから得たヒト DEFB2 の塩基配列情報を用

いて，HsDEFB2/5' signal del プライマー（5' -GGTAT

AGGCG ATCCT GTTAC CTGCC TTAAG-3’）と

HsDEFB2/3' xhoI プライマー（5' -GGCTC GAGCA

TGGCT TTTTG CAGCA TTTTG-3'）を設計し，ヒ

トの皮膚由来の cDNAを鋳型にPCRによりDEFB2

の成熟領域を増幅した。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-

HsDEFB2 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：HsDEFB2-

DEST 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

pDEST8，エントリークローン として pENTR11-

HsDEFB2 を用いた。LR 反応（LEE et al., 2008）に

よってデスティネーションベクターに DEFB2 を

組み込んだ。

BmNPV の作製：BmNPV の作製には Fast Bac

system（Invitrogen）を使用した。HsDEFB2-DEST

をコンピテントセルBmT3DH10Bacに形質転換し，

組換え BmNPV ウイルスゲノムを抽出し，リポ
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フェクション試薬によりカイコ培養細胞 PS140 に

トランスフェクションした。トランスフェク

ション 3 日後にウイルスを含んだ培養上清を回収

しBmPS140細胞に再感染させることで濃縮を行っ

た。上述の濃縮を 2 度行ったものをウイルス液と

して使用した。

カイコ個体への接種：上述のウイルス液を九州

大学大学院農学研究院附属遺伝子資源開発研究

センターにて保存されている高発現蚕系統 d17 5

齢 3 日の幼虫体節部に注射による接種を行った。

カイコ血清の回収：ウイルス接種 4 日目にカイ

コ個体の腹脚を切除し，体液をチューブに回収し

た。血球細胞除去のために 8,000 rpm で 30 分,

22,000 rpm で 60 分遠心し上清を回収した。

ウエスタンブロッティング：上清 1 μl を 15%

SDS-PAGE で展開し，C 末端に付加された His タグ

を認識する His プローブ（Thermo）を用いたウエ

スタンブロッティングにて，カイコ体液における

DEFB2 の発現を確認した。

精 製 ： DEFB2 の 精 製 は AKTAprime （ GE

Healthcare）を使用したニッケルアフィニティーク

ロマトグラフィーを用いて行った。血清を HisTrap

HP カラム（GE Healthcare）に添加した後，20 mM

イミダゾールで十分にカラムを洗浄した。そして，

20 mM から 400 mM までのイミダゾール濃度勾配

により，DEFB2 を溶出させた。DEFB2 の分離は

SDS-PAGE によって確認した。

結果と考察

ヒト DEFB2 を発現する組換え BmNPV を，

pENTR11-HsDEFB2 を用いて作製した。発現は，

ポリへドリンプロモーターの制御下に，翻訳効率

を向上させるために 5’-UTL に L21 配列を導入し，

C 末端には TEV プロテアーゼ認識配列，His tag が

付加されたコンストラクトで行った（Fig. 1）。作

製した組換え BmNPV をカイコ個体に接種し，接

種から 96 時間後体液を回収した。回収した血清を

ウエスタンブロッティングにて解析した結果，約 7

kDa の位置にバンドが確認され（Fig. 2），これは，

His tag が付加された DEFB2 の分子量と等しく，カ

イコ BES を用いた HsDEFB2 の発現であると判断

した。また，大腸菌等を用いた細菌宿主系とは異

なり，DEFB2 の発現によって，カイコ個体の生存

率の低下や損傷は見られなかった。

Fig. 1. The map of the transfer vector for expressing DEFB2.

Fig. 2. Detection of DEFB2 expression.

回収した体液を，ニッケルアフィニティークロ

マトグラフィーを用いて精製した。今回の精製に

はカイコ幼虫 100 頭分の体液を使用した。ニッケ

ルアフィニティークロマトグラフィーの結果，体

液中に含まれるカイコ内在性タンパク質から，合

計約 1 mg の DEFB2 と判断される成分を得ること

ができた（Fig. 3）。

Fig. 3. SDS-PAGE analysis of collected samples of affinity chromatography.

今回，カイコ BES を用いた場合，宿主の生存に

影響なく，ヒト抗菌タンパク質 DEFB2 を生産でき

る可能性が明らかとなった。カイコを用いて生産

したヒト DEFB2 に十分な抗菌活性が存在する場

合，殺菌スペクトルの詳細な解析や，抗生物質と

の組み合わせによる殺菌効果の変化の解析などの

研究に使用可能であり，臨床応用への足掛かりと

なる基礎データの蓄積が期待される。しかし，臨
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床においてこれらを医薬として利用するには，更

なる生産量の増大と抗菌活性の実効性評価の検討

が望まれる。それには，コンストラクトの改善や

ウイルス株の変更などを検討する必要がある。ま

た，DEFB2 は免疫経路におけるケモカインとして

の働きも報告されており（YANG et al., 1999），殺菌

機能以外についての基礎研究においても広く用い

ることができると考えられる。このように，カイ

コ BES を用いて生産された DEFB2 は，様々な目

的での使用が期待されている。

摘 要

ヒトの抗菌タンパク質である DEFB2 をカイコ

BES を用いて発現させ，ニッケルアフィニティー

クロマトグラフィーにて精製した。発現，精製を

確認したが，実用化を考えた場合，収量は十分で

はなく，生産方法の改善が必要と考えている。

DEFB に関する基礎及び応用研究のツールとなり，

将来的には，臨床の現場での使用が期待される。
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