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研究成果の概要（和文）：　加齢等の要因により骨量が低下すると骨粗鬆症を発症し、骨折しやすい状態とな
る。現在、骨の形成を促進する科学的根拠に基づいた有効な手段はほとんど存在しないことから、本研究では新
たな骨形成の分子メカニズムを明らかにし、骨形成促進を可能にする新規手法の分子基盤の確立を目指した。
　骨代謝を制御する細胞の一つである骨細胞においてシグナル伝達因子PI3Kを欠損したマウスでは骨を形成する
骨芽細胞の分化が抑制されるという知見を基に、骨細胞による骨芽細胞分化のメカニズムを分子レベルで明らか
にすることに成功した。従って、本研究成果で明らかにしたメカニズムに立脚した将来的な新規骨形成促進薬の
開発が期待される。

研究成果の概要（英文）：Osteoporosis is a disease with a high risk of bone fracture, in which bone 
mass decreases owing to various factors such as ageing. Since currently there is no method or drug 
for osteoporosis therapy to stimulate bone formation, the aim of this study is to establish a 
molecular basis for a novel strategy of regulating the stimulation of bone formation through 
understanding a mechanism of bone formation mediated by osteoblasts. 
Based on the analysis of mice, in which the PI3K gene is ablated specifically in osteocytes that 
regulate bone homeostasis, we revealed a novel mechanism by which osteocytes regulate osteoblastic 
bone formation.  The results in this study will lead to develop a novel strategy for osteoporosis 
therapy by stimulation of bone formation in the future.

研究分野： 骨代謝学、細胞生物学

キーワード： 骨粗鬆症　骨代謝　骨細胞　骨芽細胞　骨形成

  １版



様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）	

１．研究開始当初の背景 
	 骨組織は身体を支え、運動機能に重要で

あるばかりではなく、臓器や組織を保護す

る役割を果たしている。また、カルシウム

やリンといった生命活動に必要な無機物な

どを貯蔵するほか、骨内部の骨髄における

造血やホルモン・増殖因子の産生を担うな

ど、生命活動に欠かせない重要な組織であ

る。骨組織では、骨を破壊する細胞である

破骨細胞による古い骨の破壊と、骨を形成

する細胞である骨芽細胞による新しい骨の

形成が行われており、この骨の破壊と形成

のバランスが骨組織恒常性の維持に必須で

ある。骨細胞は骨基質に埋もれた細胞であ

り、様々なメカニズムにより骨芽細胞や破

骨細胞の分化・機能の制御を行う重要な細

胞である。 
	 これまで、骨細胞による骨芽細胞制御に

関しては、Gap junctionを介した骨細胞と
骨芽細胞同士の細胞間コミュニケーション

による制御や液性の骨芽細胞分化制御因子

である Sost を介した制御などが報告され
ている。しかし、これら以外にも骨細胞に

よる骨芽細胞分化制御メカニズムが存在す

る可能性も考えられる。 
	 これまで、研究代表者は骨代謝細胞にお

ける IA型 PI3Kの機能を解明する目的で、
破骨細胞特異的な IA 型 PI3K ノックアウ
トマウスの作成・解析を行ってきたが（J 
Bone Miner Res, 2012）、今回は骨細胞特
異的な IA型 PI3Kの作成・解析を行った。
予備的データから、骨細胞特異的な IA 型
PI3K ノックアウトマウスでは、骨芽細胞
分化が著しく障害され、重度の骨粗鬆症を

発症することが判明し、骨細胞において IA
型 PI3K は骨芽細胞分化制御に重要である
ことが示唆された。 
 
２．研究の目的 
	 本研究では骨細胞における IA 型 PI3K が
骨芽細胞分化を制御する分子メカニズムを

明らかにすることを主たる目的とした。 
	 骨細胞-骨芽細胞間の gap junction 形成に
は PI3K-Akt経路が重要であることが報告さ
れているから、はじめに骨細胞特異的 IA 型
PI3K ノックアウトマウスの骨組織における
gap junction形成に異常が認められるかどう
かについて評価を行い、さらにノックアウト

マウスの骨細胞における遺伝子発現解析を

実施することで、gap junction形成関連因子
の遺伝子発現の異常について解析を行うこ

ととした。 

	 一方で、既に報告されている gap junction
に重要なコネキシン 43 の骨細胞特異的ノッ
クアウトマウスにおける骨粗鬆症の重篤度

は、IA型 PI3Kノックアウトマウスにおける
骨量減少と比較して軽いことから、 gap 
junction以外の制御法の存在も視野に入れた。
このため、骨細胞に発現する骨芽細胞制御因

子の遺伝子発現等に関する解析を実施し、IA
型 PI3Kを介する骨細胞による骨芽細胞制御
のメカニズム解明の分子基盤確立も狙いと

した。 
 
３．研究の方法 
	 骨細胞と骨芽細胞間のgap junction形成に
関する解析では、骨細胞特異的 IA 型 PI3K
ノックアウトマウスと EGFP を発現するト
ランスジェニックマウスを交配し、ノックア

ウトマウスの骨細胞で EGFP を発現するよ
うな新規遺伝子改変マウスを作成した。この

マウスの骨組織をサンプリングし、4%パラホ
ルムアルデヒドで組織固定後、EGFPの蛍光
を指標とした骨細胞 -骨芽細胞間の gap 
junctionについて共焦点レーザー顕微鏡によ
る解析を実施した。 
	 並行してノックアウトマウスの血中骨代

謝マーカーについて ELISA 法による測定を
実施し、骨形成マーカーの評価を行った。骨

代謝マーカーとして、①骨破壊を担う破骨細

胞の分化因子であるサイトカイン（receptor 
activator of NF-κB ligand: RANKL）、②破
骨細胞から特異的に分泌されるホスファタ

ーゼ（tartrate acid phosphatase: TRAP）、
③破骨細胞による骨破壊時に産生される骨

基質タンパク分解物（ collagen type I 
cross-linked C-telopeptide: CTx ）、 ④

RANKL の機能を阻害する分泌タンパク
（osteoprotegerin: OPG）、⑤骨形成を担う骨
芽細胞から特異的に産生されるホルモン用

タンパク（Osteocalcin: OCN）、⑥骨形成時
に骨芽細胞から産生されるコラーゲン前駆

体 （ N-terminal propeptide of type I 
procollagen: P1NP）、⑦骨芽細胞の分化抑制
因子（sclerostin: Sost）の７種類について解
析を行った。 
	 また、ノックアウトマウスの骨組織より骨

髄細胞を除去し、酵素的に細胞表面に存在す

る破骨細胞や骨芽細胞を除去した骨組織よ

り Trizolを用いて RNAを抽出、qPCRによ
る遺伝子発現解析を実施した。解析遺伝子は

骨細胞に特異的な遺伝子であることが報告



されている Screlostin（Sost）、Dentin matrix 
protein1（DMP1）、matrix extracellular 

phosphoglycoprotein with ASARM motif 
(bone) （Mepe）などの遺伝子、骨芽細胞に
発現する Osteocalcin（Ocn）、Collagen, type 
I, α1（Col1a1）、Sp7 transcription factor
（Osx）、Runt related transcription factor 2
（Runx2）などの遺伝子について行った。 
	 さらに、骨組織より抽出した RNA を用い
て DNA マイクロアレイ解析を実施し、網羅
的な遺伝子発現情報を取得した。同時に、ノ

ックアウトマウス由来の骨髄間葉系幹細胞

を骨芽細胞分化培地（αMEM、10%FBS、50 
mg/ml ascorbic acid 、  10 mM 
β-glycerophosphate 、  10 nM 
dexamethasone）で 21 日間培養することで
骨芽細胞へ分化誘導し、RNA 抽出後、骨組
織と同様の遺伝子発現解析を実施した。DNA
マイクロアレイ解析は、Affymetrix Mouse 
Genome 430 2.0 Array （ 約 39,000 
transcript）を用いて実施した。 
	 この網羅的な遺伝子発現情報から、野生型

マウスとノックアウトマウス間で有意に発

現が変動する遺伝子群を抽出した。その後、

バイオインマティクス解析を実施し、骨芽細

胞による骨形成に関連すると想定される遺

伝子の絞り込みを行った。 
	 さらに、これら遺伝子の骨芽細胞における

機能を解析するため、野生型マウス新生児頭

蓋冠由来の骨芽細胞前駆細胞にレトロウイ

ルスを用いて過剰発現した後、骨芽細胞分化

の誘導を行い、最終的には骨芽細胞が産生す

るアルカリホスファターゼを指標としたア

ッセイ、および骨芽細胞による石灰化能を指

標にしたアッセイを実施した。 
 
４．研究成果	

	 骨細胞特異的 IA 型 PI3K ノックアウトマ
ウスにおける骨芽細胞—骨細胞間の gap 
junctionの観察を行ったところ、野生型マウ
スにおけるgap junctionと形態的な変化は認
められなかった。さらに、gap junctionの形
成に重要な役割を果たす connexin43（Cx43）
の細胞内局在について Cx43 の特異的抗体を
用いた蛍光免疫染色による解析したが、野生

型マウスと比較して局在や蛍光強度に違い

は認められなかった。並行して、骨組織やマ

ウス由来骨芽細胞における Cx43 の発現につ
いて qPCRによる解析を行ったが、野生型と

ノックアウトマウス間で発現に有意な差は

認めなかった。この結果は、骨細胞における

Cx43 の発現や gap junction の形成は IA 型
PI3K の活性を必須としないこと、ノックア
ウトマウスにおける骨芽細胞分化抑制は骨

細胞—骨芽細胞間の gap junction非依存的に
起こることを示唆している。また、この結果

から液性因子等を介した細胞間情報伝達に

よる骨細胞の骨芽細胞制御が考えられた。 
	 全身における血中骨代謝マーカーの解析

ではら、RANKLや OPG、TRAP、CTxとい
った骨破壊と関連する血中マーカー濃度に

異常はない一方、PINPや Ocnの血中濃度は
低下していた。しかし、骨芽細胞分化を負に

制御する Sost については野生型マウスと同
レベルであった。従って、ノックアウトマウ

スにおける骨芽細胞分化抑制は、既知の Sost
による制御ではないことが想定された。実際

に骨組織における Sost の発現を qPCR で確
認したところ、ノックアウトマウスにおける

Sostの発現上昇は認められなかった。この他、
骨細胞による骨芽細胞分化制御に関わるこ

とが知られている Dkk1の発現も変化は認め
ら得ず、未知なる因子による制御が示唆され

た。 
	 そこで、ノックアウトマウスの骨組織にお

ける網羅的遺伝子発現解析を実施した。野生

型マウスの骨組織で発現が比較的高い遺伝

子（average difference 300以上）のうち、
細胞外もしくは細胞膜に局在するタンパク

質をコードする 283遺伝子を抽出した。さら
にこれら遺伝子のうち、ノックアウトマウス

の骨組織において発現が 50%未満まで低下
する遺伝子として 5 遺伝子まで絞り込んだ。
これら 5遺伝子は骨芽細胞分化を正に制御す
る可能性がある遺伝子として、さらなる in 
vitro解析を実施した。 
	 一方、野生型と比較してノックアウトマウ

スの骨組織で 2倍以上発現が上昇し、比較的
発現が高い遺伝子として 5遺伝子を抽出した。
これらの遺伝子は骨芽細胞分化を負に制御

する可能性がある遺伝子として、さらなる解

析を実施した。 
	 骨組織における網羅的遺伝子発現解析と

並行し、骨髄由来間葉系幹細胞から分化誘導

をかけた骨芽細胞を用いた網羅的遺伝子発

現解析も実施した。この解析では、骨芽細胞

特異的な遺伝子や骨細胞特異的な遺伝子に

注目した解析を実施したが、野生型とノック

アウトマウス由来の骨芽細胞における顕著

な発現変動は認められず、ノックアウトマウ

ス由来の骨芽細胞はほぼ正常に分化する能



力を保っていることが判明した。 
	 骨芽細胞分化促進・抑制に関与することが

想定された計 10 遺伝子について、培養骨芽
細胞を用いた過剰発現実験および発現抑制

実験を実施した。クローニングした全遺伝子

の cDNA をレトロウイルスで発現させるた
め 、 レ ト ロ ウ イ ル ス ベ ク タ ー

pMXs-IRES-Puro にそれぞれクローニング
した。これらのベクターをパッケージング細

胞に導入し、各遺伝子を過剰発現することが

可能なレトロウイルスを作成した。一方、発

現抑制実験では、各遺伝子の発現を抑制する

shRNA を発現することが可能なレトロウイ
ルスベクターを作成した。これらのレトロウ

イルスをマウス頭蓋冠由来の骨芽細胞前駆

細胞に感染させ、遺伝子の過剰発現および発

現抑制を行い、その後骨芽細胞分化培地で 7
日間もしくは 21日間の培養を行ったところ、
分化促進が期待される 5遺伝子のうち 3遺伝
子が骨芽細胞分化 7日目におけるアルカリホ
スファターゼ発現ならびに 21 日目における
石灰化を顕著に促進した。また、分化抑制が

期待される 5遺伝子のうち 2遺伝子がアルカ
リホスファターゼの発現および石灰化を抑

制することが明らかとなった。 
	 逆に shRNA により発現を低下させた場合、
実際に分化促進効果が認められた 3遺伝子中
1 遺伝子の発現低下で、石灰化能の抑制が認
められた。しかし、過剰発現により分化抑制

効果が認められた 2遺伝子については、いず
れも発現低下による骨芽細胞分化への影響

は認められなかった。 
	 以上の in vitroにおける機能解析の結果か
ら、分化促進効果が認められる 1遺伝子につ
いてはノックアウトマウスの作成を行なっ

ている。これに対して、分化抑制の可能性が

残る 2遺伝子については、野生型マウスの骨
芽細胞では発現が低いことから、発現抑制時

の骨芽細胞分化に対する影響が認められな

いことが判明したため、in vitro の機能解析
は終了し、骨細胞で過剰発現するトランスジ

ェニックマウスの作成を開始した。 
	 本研究では、骨細胞特異的 IA 型 PI3K ノ
ックアウトマウスの骨組織解析から、新規骨

芽細胞制御因子の候補遺伝子を同定するこ

とに成功した。実際の生体内における機能解

析並びに遺伝子の骨代謝における重要性・必

須性を明らかにすることは今後の課題では

あるが、この研究を基盤として骨形成を促進

させる新規戦略の開発に結びつけることが

可能となる。 
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