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老人研への道
　私と糖鎖の出会いから話を始めたいと思う。私は東大
薬学部で野島庄七先生が主宰されていた研究室で脂質人
工膜いわゆるリポソームの膜物性に関する研究テーマを
進めていた。脂質二重膜はグリセロリン脂質が主体で構
成されているが、私はグリセロ糖脂質で構成される膜は
リン脂質膜と何が違うかを研究テーマにしていた。なお
グリセロ糖脂質が膜脂質の主成分であるものとして葉緑
体のチラコイド膜などが知られている。研究を進める過
程で、糖脂質膜では糖部分で「sugar-sugar interaction」
が起こっていることを推察できる結果を得た。その後、
生体膜上でもスフィンゴ糖脂質間で糖鎖構造特異的な

「sugar-sugar interaction」が起こることが証明され、私
も若気の至りで何か新しいことを発見した気分になった
ことを覚えている。
　大学院生時代には老化に関する研究は行なっていな
かったが、私の周辺にはそれから大変お世話になる基礎
老化の先生方との触れ合いはすでに始まっていた。私の
博士発表会の際に一番前に座っておられたのは、名誉会

員の山田正篤先生で優しい表現でありながら厳しい質問
を受けたことを今でも覚えている。また、助手を務めて
おられ学生実習でグラム染色の指導を受けたのは、やは
り名誉会員の後藤佐多良先生であった。同じく名誉会員
の永井克孝先生や今堀和友先生の知己を得たのもこの頃
だった。
　博士課程修了後 Houston の Baylor 医科大学の Marcus
教授の研究室でポスドクを過ごした。Marcus 研究室で
は、神経疾患や自己免疫疾患に罹患した患者では糖脂質
に対する自己抗体が出現することを見出し、ヒトの疾患
に糖鎖が深く関わることに興味を持ち、その後の研究の
方向を決めた一因ともなった。その後東大医科研の木幡
陽先生の研究室の一員に加えていただき、約 10 年に渡
りヒトの疾患と糖鎖の関係に興味を持ち糖タンパク質糖
鎖のがん性などの研究に携わった。その後木幡先生が東
大定年後東京都老人総合研究所（老人研）の所長に異動
され、糖鎖と老化の関連を明らかにする、ということで
新しい研究室を設立され候補の一人として声が掛かっ
た。それ以来 20 年以上に渡って基礎老化研究に関わっ
て楽しい研究生活を過ごしている。

糖鎖について
　タンパク質はリン酸化や糖鎖付加など翻訳後修飾を受
けることは良く知られており、こうした修飾を受けるこ
とによって初めて細胞間の認識や細胞内情報伝達などで
機能をもつようになると考えられている。生体で作られ
るタンパク質の 50％以上は糖鎖が付加されている。糖
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鎖がタンパク質機能に対していかに関与し、機能的に不
完全なタンパク質に機能を付加するかは、重要な研究
テーマのひとつである。
　糖鎖はブドウ糖のような単糖のつながったものである
が、それぞれの単糖（フリーな単糖ではなくそれぞれ糖
ヌクレオチドの形）はひとつひとつ特異的な糖転移酵素
によって順番につなげられ合成される。もし途中で働く
糖転移酵素が活性を失うと、それ以降の糖転移酵素が
あってもそれ以上の糖鎖伸展は起こらない。なぜならば
各糖転移酵素には厳密な基質特異性があるからである。
したがって、ひとつの糖転移酵素の異常は、最終的につ
くりだされる糖鎖構造に大きな影響を及ぼすことにな
る。実は糖転移反応はもう少し複雑で、糖転移反応には
糖供与体として糖ヌクレオチドを必要とする。この糖供
与体は細胞質や核において合成されるため、糖鎖の合成
の場であるゴルジ内腔に運ばれる必要がある。この輸送
は糖ヌクレオチド輸送体によって担われているため、輸
送体の活性により糖鎖合成に必要な糖ヌクレオチド供給
量が決まり、糖鎖合成が影響を受ける。この輸送体がな
い場合糖転移反応が起こらない。糖鎖の作られ方にはこ
うした特徴がある。つまり、糖鎖は細胞の状態を反映す
る分子であり、がんなどの疾患マーカーとしても知られ
ている。
　タンパク質や核酸と違って糖鎖の生合成が鋳型なしに
進められ、細胞の生理状態に左右されやすい特徴を考え
ると、糖鎖は老化研究のうえできわめて重要な課題であ
る。そこで、私は老化に伴う細胞表面の糖鎖や分泌され
た糖鎖の変化が細胞の機能にどのような影響を与える
か、また糖鎖変化をマーカーとして捉え、細胞の内部や
組織でどのような変化が生じているか解明できると考え
た。そして、糖鎖の老化マーカーとしての可能性、アル
ツハイマー病など老化関連疾患と糖鎖、サルコペニアと
の関連から筋肉の老化と糖鎖に関する研究を行った。
　糖タンパク質の糖鎖はN- 型糖鎖とO- 型糖鎖に分類さ
れる。N- 型糖鎖は、アスパラギン（Asn）のアミド基
に GlcNAc（N －アセチルグルコサミン）を介して結合
する。一方、O- 型糖鎖は、ポリペプチドのセリン（Ser）
またはスレオニン（Thr）の水酸基に糖鎖が結びついた
もので、一般には GalNAc（N– アセチルガラクトサミン）
を介して結合している。
　本稿では O- 型糖鎖のうち GalNAc ではなく我々が
発見したマンノース（Man） でタンパク質に結合した
O-Man 型糖鎖構造研究、O-Man 型糖鎖の生合成に関わ
る糖転移酵素、さらにO-Man 型糖鎖異常と筋ジストロ
フィーについて紹介したい。

筋タンパク質における新しい糖鎖の発見
　最も患者数が多い Duchenne 型筋ジストロフィーの原
因遺伝子は 1987 年に同定され、その遺伝子産物は骨格
筋の細胞膜内側に存在するスペクトリン様タンパク質、
ジストロフィンであることが明らかにされた。しかしな
がら、ジストロフィンが欠損するとなぜ筋細胞が変性や
壊死に陥るのかは不明であった。その後ジストロフィン

と結合し複合体を形成する筋細胞膜糖タンパク質の一群
（Dystrophin-glycoprotein-complex、DGC）が発見され
た。そして DGC を構成する多くのタンパク質の異常
は、Duchenne 型筋ジストロフィーの他様々な筋ジスト
ロフィーの原因となることが明らかになった。DGC は、
細胞内ではジストロフィンを介して細胞骨格アクチンと
相互作用し、一方細胞外では細胞外マトリックスの構成
成分であるラミニンと結合している。こうした存在様式
をとることから、DGC は筋細胞膜の安定化に深く関与
しているものと推定される（図１）。ジストログリカン

（DG）は、DGC の一成分であり細胞内外を結ぶ中心的
役割を果たす。DG は一つの遺伝子でコードされている
が、翻訳後αとβの二つのサブユニットに切断される。

α-DG は細胞膜の外側に存在しラミニンと結合している。
この結合にはO- 型糖鎖が必要であることは分かってい
たが、どのような糖鎖構造であるか不明であった。そこ
でα-DG 糖鎖の構造研究を開始した。
　α-DG の糖鎖を分析して、哺乳類において O-Man 型
糖鎖を初めて発見した［1］。我々が O-Man 型糖鎖を報
告した後、追いかけるように哺乳類におけるO-Man 型
糖鎖に関する報告が相次ぎ、O-Man 型糖鎖には多様性
があることが分かった。X 構造［Galβ1-4（Fucα1-3）
GlcNAc］や HNK1 エピトープ（HSO3-3GlcAβ1-3Galβ
1-4GlcNAc）を持つものや GlcNAcβ1-2Man に加えて
GlcNAcβ1-6Man（GlcNAcβ1-2）Man 分岐を持つもの
も報告された。これは同じような研究が世界のあちこち
で行われていたことを示す。この研究で学んだことは、
自分が興味を持って進めていることはどこかの研究室で
行われている可能性がある、ということであった。
　次に、O-Man 型糖鎖の生合成経路の解明を目指した。
そして、O-Man 型糖鎖合成に関わる 2 つの糖転移酵素
を明らかにした。1 つは GlcNAcβ1-2Man を形成する
GlcNAc 転 移 酵 素、POMGnT1（Protein O-mannose β
-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase1）で、コードする
遺伝子および酵素の性質を明らかにした［2］。もう１つ
は、タンパク質に Man を転移する酵素、POMT（Protein 
O-mannosyltransferase）である。この酵素をコードす
る候補遺伝子として２つのホモログPOMT1 とPOMT2
が知られていた。しかしながら、POMT1 あるいは
POMT2 の単独発現では酵素活性の上昇は全く見られな
かった。そこで２つのホモログを同時に共発現させた場
合に酵素活性の顕著な上昇が観察された。このことか
ら、POMT1 と POMT2 はO-Man 転移酵素であり活性
に POMT1-POMT2 複合体の形成が必要という複雑な制
御を明らかにした［3, 4］。

糖鎖が筋ジストロフィー原因であることの発見
　POMGnT1 の遺伝子座は1p33である。この周辺にマッ
プされる疾患を探したところ、1p32-34 付近にマップさ
れているMEB 遺伝子があった。筋眼脳病（Muscle-eye-
brain disease、MEB）はフィンランドを中心にヨーロッ
パで認められる常染色体劣性遺伝子疾患で、患者は近親
婚や近隣の男女の間に誕生している。臨床的には、先天
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性の筋ジストロフィーに加え、眼奇形が認められる。運
動発達の遅延を認め、多くの症例で独歩を確保するに至
らない。それに加えて、脳では神経細胞遊走異常による
脳の奇形（II 型滑脳症）が観察され、知的発達障害は高
度で幾つかの単語を獲得する程度である。
　ここでラミニンがO-Man 型糖鎖の異常によりα-DG と
結合できなくなり、筋細胞膜が壊れて筋ジストロフィー
になる可能性があるのではないかと考えた。そこで、
O-Man 型糖鎖の生合成異常と筋ジストロフィーの関連
について調べることにした。なお、筋ジストロフィー
は筋組織の進行性の変性が起こり、筋力の低下と筋萎
縮によって随意運動が困難となる遺伝子性疾患群の総
称である。戸田達史教授らと共同で、MEB 患者６例に
ついてPOMGnT1 遺伝子を解析すると、全ての患者で
POMGnT1 遺伝子に変異が検出された。そこで、これ
ら患者で見出された変異型POMGnT1 を動物細胞で発
現させて酵素活性を測定したところ、いずれも活性は検
出限界以下に低下していることが判明した［2］。
　 以 上、MEB は POMGnT1 遺 伝 子 の 変 異 が 起 き、
POMGnT1 の機能喪失によるO-Man 型糖鎖不全疾患で
あることを示す。実際に、MEB 患者骨格筋におけるα
-DG の抗糖鎖抗体に対する反応性は消失していた。この
ことから、α-DG は POMGnT1 による糖鎖修飾の標的で
あり、MEB はO-Man 型糖鎖不全による疾患であるこ
とが明らかになった。糖鎖異常が筋ジストロフィーに係
わること、それが患者で確認された初めての例となった。
さらにO-Man 型糖鎖は、筋肉ばかりでなく脳や眼など
においても大変重要な役割を果たしていることが明らか

になった。この報告は、糖鎖生物学分野だけでなく、神
経内科学、小児科学、筋学、神経科学、人類遺伝学など
多くの分野から注目を浴びた。
　Walker-Warburg 症 候 群（WWS） は、 筋 ジ ス ト ロ
フィー、脳奇形、眼疾患を特徴とする常染色体劣性遺伝
病である。WWS 患者は出生時から重篤であり、ほとん
ど一年以内に死亡してしまう。WWS の原因遺伝子とし
てPOMT1 が最初に報告された。しかしながら、我々
が明らかにした様にPOMT1 とPOMT2 が共存するこ
とがO-Man 糖転移酵素として働くために必要であるこ
とから、POMT2 変異患者の存在が予想された。その後
POMT2 変異の患者が実際報告された。患者で見いだ
されたPOMT1 とPOMT2 の変異酵素活性を調べた結
果、すべて活性を失っていた［5, 6］。WWS も MEB と同
様O-Man 型糖鎖不全疾患であることが分かり、連続す
る糖鎖合成ステップの異常であった（図２）。MEB や
WWS の原因が明らかになる前から日本で多い福山型先
天性筋ジストロフィー （FCMD）を含めたこの３疾患は
病態が似ていることから、同じような原因に起因する類
縁疾患であろう、と推測されていた。MEB や WWS の
原因は糖鎖の異常であることから、FCMD の解明が期
待されるに至った（図２）。FCMD は、1960 年福山幸
夫博士によって報告された日本に多い厚生労働省の指定
難病である。戸田博士は FCMD の原因遺伝子fukutin

（FKTN）を同定し［7］、遺伝子異常はスプライシング異
常により発生することを明らかにしていた［8］。産物で
あるフクチンはアミノ酸配列上の特徴から糖鎖修飾に関
連するタンパク質であろうと推定されていたが、その機

-DG

-DG

Sia 2   3Gal 1   4GlcNAc 1   2Man 1 -DG

図１　筋膜におけるジストロフィン－糖タンパク質複合体（DGC）の模式図。
 α -DG、 α - ジストログリカン； β -DG、 β - ジストログリカン。α -DG の糖鎖はラミニンとの結合に重要であること

は分かっていたが、構造は不明だった。哺乳類で我々が初めてα -DG から見つけたO-Man 型糖鎖構造。
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能の解明にはさらに 15 年の年月が必要であった。
　私たちの発見は糖鎖合成異常が難病である筋ジストロ
フィーに係わることを示す初めての例となり、私たちは

「α- ジストログリカノパチー」という疾患概念を提唱し
た。これは大きな注目を浴び、「糖鎖と筋ジス」という
新たな研究領域が創成される契機になった。そして世界
中の研究者のこの研究領域への参入を招き熾烈な競争分
野になった［9］。
　その結果、二つのことが明らかになった。一つはα
- ジストログリカノパチーに関わるO-Man 型糖鎖の構
造はもっと複雑であること、もう一つはα- ジストログ
リカノパチーに関わる原因遺伝子はもっと沢山あるこ
と、つまり疾患糖鎖はもっと複雑であることが推測され
た。その後O-Man 型糖鎖には、Man の 4 位に二糖構造

（GalNAcβ1-3GlcNAcβ1-4Man）と 6 位にリン酸化構造
（PO4-6Man）があるユニークな構造が報告された。興味
深いことに、Man の 6 位のリン酸基にはさらに糖鎖が
伸び、その末端糖鎖はキシロース（Xyl）とグルクロン
酸（GlcA）の繰り返し構造であり、この構造がラミニ
ンとの結合を担う本体糖鎖であることが提唱された［10］。
しかしながら、Xyl/GlcA の繰り返し糖鎖は 6 位のリン
酸に直接結合している訳ではなく、何らかの足場構造が
介在することが推測されたが、その糖鎖構造については
不明であった。後述するように、我々はその構造解明に
成功した。なお、O-Man 型糖鎖の構造多様性から、コ
ア構造により分類することが提唱された。Man の 2 位
に糖鎖がついたものをコア M1、2 と 6 分岐したものを
コア M2、4 位と 6 位にリン酸を持つものをコア M3 と
分類している（図３）。
　一方、コホート研究によると、α- ジストログリカノ
パチーの 2/3 は原因遺伝子が不明であった。これはそ
れまで知られていた POMT1、POMT2、 POMGNT1、 
FKTN、FKRP、LARGE 以外に原因遺伝子があること

を示す。実際次世代シークエンサーの開発により、α-
ジストログリカノパチーの多くの原因遺伝子の同定が最
近急速に進んだ。
　これまでの研究から予想された O-Man 型糖鎖合成
経路を図４に示した。O-Man 糖鎖は小胞体（ER）で
POMT1/POMT2 複合体により開始される。そして
O-Man 修飾を受けたタンパク質はゴルジ体に移送さ
れ、POMGnT1 の働きにより、コア M1 が形成される。
GnT-IX の働きによりコア M2 が形成される。そして糖
鎖プロセスが進み末端構造として、X 構造や HNK1 エ
ピトープ、シアル酸化糖鎖などが形成される。一方、コ
ア M3 では Man が付いた後、Man の 4 位に GalNAcβ1-3Glc-
NAc が付き Man の 6 位がリン酸化されここまでが ER
で形成される（図４）。そしてゴルジ体に移送され未解
明の足場構造ステップを経て、最終的に LARGE により
ラミニンとの結合糖鎖、Xyl/GlcA の繰り返し構造が形
成されることまで分かった［11］。

リビトールリン酸の発見と福山型筋ジストロフィー
　この結果、足場糖鎖構造とそれを作り出す酵素の解
明が競争となった。この足場構造は、精密質量分析と
GC/MS（ガスクロマトグラフィー／質量分析計）によ
り、リビトールリン酸のタンデム構造であることを明ら
かにした（図５）。哺乳類におけるリビトールリン酸を
含む糖鎖の初めての発見となった。リビトールリン酸は
これまでグラム陽性菌の細胞壁成分であるタイコ酸を構
成することしか知られておらず、人体での報告はなかっ
た。リビトールリン酸を含む糖鎖の哺乳類での発見は、
糖鎖の構造と機能、および糖鎖の進化と保存という観点
からも興味深いものであった。なお、これまで想定され
た Man の 6 位のリン酸の先ではなく、コア M3 構造の
GalNAc の先にこの足場構造は伸びていることが判明し
た［12］。

POMGnT1

POMGnT1 (protein O-mannose:GlcNActransferase 1)
MEB

POMT1 and POMT2

POMT1,2 (protein O-mannosyltransferase 1,2)
WWS

 
型

図２　POMGnT1 は MEB の原因であり、POMT1/POMT2 は WWS の原因であることが分かった。その類縁疾患である
 FCMD の原因も糖鎖異常であろうと推定されるに至った。



－ 5 －

　引き続き、リビトールリン酸のタンデム構造を作り出
す酵素の解明に取り掛かった。その結果、最初のリビトー
ルリン酸を転移させるのはフクチンであり、二個目のリ
ビトールリン酸を転移させるのは FKRP（fukutin-relat-
ed protein）であることを明らかにした（図５）。FKRP
は FCMD の類縁疾患の肢帯型筋ジストロフィーの原因

として知られていた。つまり FCMD は糖鎖異常疾患で、
その原因はリビトールリン酸構造が形成出来ないことで
あった［12］。
　以上の結果、我々はコア M3 の Man から機能糖鎖で
ある Xyl/GlcA の繰り返し構造までがつながった最終構
造を提唱した（図６）。興味深いことに各ステップに関

43

6
GalNAc GlcNAc

Man
P

2GlcNAc Man



GlcNAc

GlcNAc
Man

コアM１

コアM２

コアM３

図３　O-Man 型糖鎖のコア構造による分類。
 Man の２位のみに糖鎖がついたものをコア M １、Man の２と６に糖鎖が分岐してついたものをコア M ２、Man の４

位に２糖と６位にリン酸を持つものをコア M ３と分類している。

POMT1 POMT2

Ser/Thr

Ser/ThrMan 1

Ser/Thr2Man 1GlcNAc 1

Ser/ThrMan 1
GlcNAc 1

2
6

GlcNAc 1

GnT-IX 

Ser/ThrMan 14GlcNAc 1
POMGnT2

POMGNT1

GalNAc 1 Ser/ThrMan 143GlcNAc 1

B3GALNT2

6
PO4

GalNAc 1 Ser/ThrMan 143GlcNAc 1

POMK

3Xyl 13GlcA 1 n 6
PO4

GalNAc 1 Ser/ThrMan 143GlcNAc 1

LARGE

? 

ISPD ?       fukutin ? 
TMEM5 ?     FKRP ? 

ER
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M3

M1

M2

X
HNK1

図４　足場糖鎖構造が決まる以前に推定されていたO-Man 型糖鎖の合成経路。
 O-Man 型糖鎖は小胞体（ER）で POMT1/POMT2 複合体により開始される。そしてO-Man 修飾を受けたタンパク

質はゴルジ体に移送され、POMGnT1 の働きにより、コア M1 が形成される。GnT-IX の働きによりコア M2 が形成
される。その後 X 構造や HNK1 エピトープ、シアル酸化糖鎖などが形成される。一方、コア M3 では Man が付いた
後、Man の 4 位に GalNAcβ1-3GlcNAc の２糖が付き Man の 6 位がリン酸化されここまでが ER で行われる。そ
してゴルジ体に移送され未解明の足場構造ステップを経て、最終的に LARGE により Xyl/GlcA の繰り返し構造が形
成される。足場糖鎖構造とそれを作り出す酵素の同定が残された課題であった。
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わる酵素は、すべてα- ジストログリカノパチーの原因
となっていた［13］。

残された謎解き
　図６の糖鎖構造から一つの疑問が生じる。私は Glc-
NAcβ1-2Man 構造を作る酵素 POMGnT1 が MEB の原
因であることを明らかにしたことが、この分野の隆盛を
もたらしたことを述べた。しかしながら、図６の提唱
構造には GlcNAcβ1-2Man は見当たらない。ところが、
MEB 患者でもPOMGnT1 ノックアウトマウスでもコア
M3 の糖鎖は Xyl/GlcA の繰り返し構造まで成熟しない

［14］。つまり、異なる Man 上のコア M1 糖鎖がコア M3
の糖鎖プロセッシングを制御していることになり、その
メカニズムの謎の解明が残された（図７）。
　我々は POMGnT1 の立体構造を解くことによってこ
の謎を解くことができた［15］。POMGnT1 など糖転移酵
素は通常一回膜貫通のタンパク質で触媒部位はゴルジ内
腔を向いている。膜貫通部分と触媒部位とをつないでい
る部位はステム領域と呼ばれる。触媒部位は酵素反応を
行うが、ステム領域の機能（特に POMGnT1 のステム
領域は異常に長い）は分かっていない。POMGnT1 の構
造を解いてみると、このステム領域に糖結合活性が存在
することが明らかになった。この糖結合活性を詳しく調
べてみると、コア M3 構造である GalNAcβ1-3GlcNAcβ

構造と特異的に結合することが分かった。一方、我々は
当時意義は不明であったが、フクチンはゴルジ体におい
てPOMGnT1と複合体を形成することを報告していた［16］。
つまり POMGnT1 とフクチンは複合体としてゴルジ体
で局在を共にしている。言い換えると POMGnT1 がコ
ア M3 構造と結合することは、そこにフクチンも同時に
存在することを示す。
　この複合体形成の意義を POMGnT1 欠損細胞を作製
して証明した。この欠損細胞では、コア M3 の糖鎖は成
熟しないが、野生型の POMGnT1 を発現させるとコア
M3 の糖鎖は Xyl/GlcA の繰り返し構造まで伸展する。
そして興味深いことに酵素活性を持たない POMGnT1

（糖結合活性は持っている）を発現させると、野生型と
同様コア M3 の糖鎖は Xyl/GlcA の繰り返し構造まで伸
展した。ところが糖結合活性に必須のアミノ酸を置換
した変異体酵素（糖結合活性を失っている）では、コ
ア M3 の糖鎖は成熟しなかった。以上の結果は、（１）
POMGnT1 とフクチンは複合体として挙動をともする、

（２）POMGnT1 がコア M3 構造と結合し糖転移反応の
場にフクチンを引き連れて来る、（３）コア M3 に対し
てフクチンが効率良く働くこと、をうまく説明する（図
８）。異なる Man 上の糖鎖がコア M3 の糖鎖伸展を制御
している、という巧妙なメカニズムを明らかにした［15］。

GalNAc

GlcNAc

ManP 

3 3

FKRP 

3 

4 

Ser/Thr

6 

図５　リビトールリン酸を含む糖鎖の構造。
 これまで想定されていた Man の 6 位のリン酸の先ではなく、コア M3 構造の GalNAc の先に足場構造は伸びていた。

リビトールリン酸のタンデム構造最初のリビトールリン酸を転移させるのはフクチンであり、二個目のリビトールリ
ン酸を転移させるのは FKRP（fukutin-related protein）であった。
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図６　コア M3 の Man から Xyl/GlcA の繰り返しまでの構造。
 各ステップの酵素名の略称は図９B 参照。
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終わりに、そしてこれから
　私たちの研究は、新しい糖鎖構造を明らかにしたこ
と、その合成に関わる酵素を明らかにしたこと、その糖
鎖が FCMD およびその類縁疾患の原因であることを明
らかにしたこと、とまとめることができる（図９）。振
り返ってみると、自然に学び只々幸運であったことにつ
きる。O-Man 型糖鎖に関する研究は本当にこれで正し
いか、何度も悩んだことを思い出す。将来この糖鎖研究
が難病の治療につながり患者への朗報になることを期待
したい。本稿では触れることができなかったが、糖鎖と
老化や老化関連疾患についても研究を行ったが、将来会
員の皆様に紹介する機会があれば嬉しい限りである。

　昨今公的研究費が、成果が出やすいもの、応用的側面
が高いもの、などに偏る傾向があることが指摘されてい
る。基礎研究の重要性は声高に唱えられているが、実態
とはやや乖離しているとの懸念がある。基礎、すなわち
土台がしっかりした研究こそが真の応用研究につながる
ことは言うまでもない。学会名に基礎を標榜している当
学会の会員の皆様は、確信を持ち自己の道を迷うことな
く是非進んで科学研究を楽しんでいただきたい。
　最後に研究とは何かを教えていただいた先輩、共に研
究を行った同僚や後輩の皆様に心より感謝を申し上げた
い。
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図８　異なる Man 上のコア M1 糖鎖がコア M3 の糖鎖伸長を制御するメカニズム。
 （１）POMGnT1 とフクチンは複合体として挙動をともする。（２）POMGnT1 がコア M3 構造と結合し糖転移反応

の場にフクチンを引き連れて来る。（３）コア M3 に対してフクチンが効率良く働き以降の糖鎖伸長が行なわれる。
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My research achievements through glycobiology: O-mannose glycan and 
muscular dystrophy

Tamao Endo
Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology

Abstract 
　Recent advances in glycobiology have revealed the importance of sugar chains as biosignals 
for multi-cellular organisms including cell-cell adhesion, cell-matrix adhesion, and extracellular 
receptor-ligand interactions, etc. We found a new type glycan, O-mannose glycan, in mammals 
twenty years ago. Then we elucidated its biosynthetic pathway and we found it is causative 
for autosomal-recessive genetic disorders characterized by congenital muscular dystrophy, 
cobblestone lissencephaly, and eye anomalies. I will report systematic clinical, biochemical, and 
molecular elucidation of genetic disorders due to defective synthesis of O-mannose glycans, 
including Fukuyama-type muscular dystrophy, and discovery of novel glycan structures in this 
review article. Lastly, I sincerely thank Japan Society for Biomedical Gerontology for giving me 
the special president award.

Keywords： Glycobiology, O-mannose glycan, ribitol-phosphate, Fukuyama-type muscular 
dystrophy, glycosyltransferase




