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研究成果の概要（和文）：炎症性疾患である関節リウマチや骨髄炎では、最も重大な症状が骨破壊として現れ
る。この骨破壊は破骨細胞による骨吸収が原因である。私たちは、破骨細胞の分化・活性化を制御する新規分子
を、グルタチオン関連分子の中から同定することを試みた。私たちは、グルタチオンに関連し且つ破骨細胞に特
異的に発現する複数の分子を見出した。そして、CRISPR-Cas9 systemにより、これらのノックアウトマウスの作
出を試みた。私たちは複数の遺伝子のゲノム編集マウス（F0）の作製に成功し、そのうち次世代のマウスがとれ
た1分子でノックアウトマウスの樹立に成功した。現在、KOマウスの骨における表現系を解析を進めている。

研究成果の概要（英文）：Previously, we reported that glutathione have a role in molecular mechanism 
of osteoclast differentiation.  To clarify mechanisms of the stimulatory effect of glutathione on 
osteoclast differentiation, we tried to establish knockout mice of glutathione-related molecules 
which are expressed specifically in osteoclasts.  Using CRISPR-Cas9 system, we were able to 
establish a knockout mice strain of glutathione-related molecules.  

研究分野： 骨代謝学、レドックス制御
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１．研究開始当初の背景 
破骨細胞は、巨大な多核の細胞であり、生体
内の骨吸収を担う唯一の細胞であると考え
られている。骨基質に接着し、細胞と骨基質
の間に密閉空間を作り、酸やプロテアーゼを
分泌することで、骨を溶解・吸収する。この
破骨細胞は、造血幹細胞に由来する単球・マ
クロファージ系細胞が融合して形成される
細胞であり、この分化を誘導、促進する分子
として、Receptor activator of NFκB ligand 
(RANKL)や炎症性サイトカインである
TNFα や IL-1 が知られている。 
炎症性疾患である関節リウマチや骨髄炎で
は、最も重大な症状が骨破壊として現れる。
近年、この骨破壊は破骨細胞による骨吸収は
原因である事が明らかとなった。このような
骨破壊を伴う疾患の治療において、破骨細胞
の形成及び活性化を調節することは、最も重
要な課題の一つである。 
 炎症において活性酸素および抗酸化酵素
が重要な役割を果たしている。近年、抗酸化
酵素ペルオキシレドキシンが細胞外へ放出
されると、マクロファージを刺激し、炎症を
惹起することが報告された(Shichita T et al., 
Nat Med. 2012)。すなわち、リポポリサッカ
リド刺激により、マクロファージはペルオキ
シレドキシンを放出し、これを danger signal
として、TNFαの分泌に続く反応を誘導して
いる(Salzano S et al., PNAS, 2014)。さらに、
ペルオキシレドキシンはグルタチオン化さ
れていることも報告された。これらの知見よ
り、グルタチオン化ペルオキシレドキシンが、
マクロファージを活性化し、炎症の引き金に
なることが示された。このように、炎症とレ
ドックス制御分子の関連が近年明らかにな
りつつある。 
以上の研究背景より、私たちは、炎症性骨
疾患における細胞外レドックス制御分子の
関与を着想した。炎症条件下において、レド
ックス関連分子が、マクロファージ系の細胞
の一種である破骨細胞の活性や分化を制御
するという仮説を立てた。 
 
２．研究の目的 
私たちは、グルタチオンが破骨細胞の分化を
強く促進することを見出した。そこで、本研
究の目的は、破骨細胞の分化および活性を制
御する分子をグルタチオン関連分子の中か
ら同定することとした。 
 
３．研究の方法 
生体内において、破骨細胞の分化および骨吸
収活性へのグルタチオン関連分子の影響を
評価するために、CRISPR-Cas9 system による
ゲノム編集を応用したノックアウト(KO)細
胞株および KO マウス作製を行った。培養細
胞株にはマウス線維芽細胞株 3T3-L1 細胞を
用い、常法に従い培養を行った。CRISPR-Cas9 
system は、ゲノム編集用 plasmid PX458 にタ
ーゲット配列をクローニング後、エレクトロ

ポレーション（NEPA21）により、トランスフ
ェクションを行った。導入細胞を回収後、ゲ
ノムDNAのシークエンシングにより変異導入
を評価した。ノックアウトマウス作製には
BDF1 マウス受精卵を用いた。PX458 を鋳型に
in vitro 転写にて sgRNA を合成し、リコンビ
ナント Cas9 タンパク質とともにエレクトロ
ポレーションにてトランスフェクションを
行なった。偽妊娠マウスに移植・出産後産仔
テールよりゲノム DNA を取得し、変異導入を
評価した。 
 
４．研究成果 
私たちは、本課題の研究過程で、グルタチオ
ン関連分子の合成を制御するタンパク質Aと
その受容体 Bを見出した。分子 Aとポジティ
ブコントロールの NFATc1 のゲノム編集を
3T3-L1 細胞にて行った結果、3T3-L1 細胞の
ゲノム DNA において、ターゲット部位を中心
とした配列に変異が認められた。これらのタ
ーゲット配列を持つ gRNA に活性があること
が確認できたため、マウス受精卵のゲノム編
集を行った。その結果、NFATc1 ゲノム編集マ
ウスは既報の通り、胚の段階で心臓の奇形の
フェノタイプが認められた。FGF10 KO マウス
は肢芽形成不全により四肢の欠損を引き起
こすことが報告されている。FGF10 のゲノム
編集マウスを作成した結果、四肢形成不全が
認められ、以上より、マウスにおける
CRISPR-Cas9 systemを応用したゲノム編集が
私たちの実験系でも確認された。そこで分子
A および分子 B についてもゲノム編集を行っ
た結果、F0 マウスにおいて、ゲノム編集マウ
スが得られた。これらのマウスから F1 マウ
スを取得しようと試みた結果、分子 Aについ
ては取得できた。しかし分子 B については、
取得できなかった。プレリミナリーなデータ
より、精巣を解析した結果、ゲノム編集マウ
スにてはっきりとした萎縮が認められた。こ
のことより分子Bは生殖機能に関与すること
が予想された。分子 Aは X染色体上に位置し
ていたため、F1 マウスオスで KO 個体が得ら
れた。外見的な表現系については目立った変
化は認められなかった。現在、破骨細胞の分
化および活性について解析を進めており、興
味深い結果を得ている。 
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