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研究成果の概要（和文）： 
 Wnt/LRP5 系が骨形成を促進するシグナルとして重要な働きを担うことが知られている。本

研究は Wnt の共役受容体として機能することが最近新たに報告された膜型タンパク質 Ryk 
(receptor-related tyrosine kinase)について、Wnt による骨形成促進作用への関与とそのメカ

ニズムを解明することをめざして、骨芽細胞培養系を用いて解析を行うとともに、閉経後女性

を対象に Wnt シグナル関連遺伝子の一塩基多型と骨密度の関連の解析を行った。 
 
 
研究成果の概要（英文）： 
 The Wnt/LRP5 signal plays important roles in promoting bone formation in rodents and 
human. This study investigated the involvement of Wnt co-receptor Ryk (receptor-related 
tyrosine kinase) in Wnt-induced bone formation signaling in cultured osteoblastic cells. 
Association study between the SNPs in Wnt signal-related genes and bone mineral density 
(BMD) was performed in postmenopausal Japanese women. 
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１．研究開始当初の背景 

社会の急速な高齢化にともないわが国に

おける骨粗鬆症の患者数は 1000 万人以上に

のぼり、さらに増加し続けると推定されてい

る。骨粗鬆症は主に加齢に伴うさまざまな変

化が原因で起こるとされているが、その発症

メカニズムは解明されていない部分も多い。

骨粗鬆症は骨形成が骨吸収を下回る結果、骨

量並びに骨質の低下をきたし、骨強度が低下

する疾患と定義されている。近年、骨形成を

促進するシグナルとして Wnt/LRP5 系が重

要な働きを担っていることが、ヒトおよびマ

ウスにおける Wnt の共役受容体である

LRP5 受容体の遺伝子変異解析により明らか

にされている。我々は、骨形成を強力に抑制

して骨粗鬆症を引き起こすステロイド（グル

ココルチコイド）がこの Wnt シグナルを阻

害することをこれまで明らかにしてきた。 

最近、膜型受容体のひとつである Ryk 

(receptor-related tyrosine kinase)が Wnt の

共役受容体として機能し、神経系の発生に関

与することが明らかにされた。Ryk は

frizzled とともに Wnt による canonical 経路

を活性化して、神経細胞の outgrowth に関与

する。Wnt による canonical 経路の活性化が

骨形成促進に重要であることは、Wnt の共役

受容体であるLRP5受容体遺伝子の変異解析

に加えて、β-catenin や APC のノックアウ

トマウスの解析結果でも示されている。しか

しながら、Wnt によるこの骨形成促進作用が

LRP5 を介したものですべて説明可能かどう

かは明らかでない。 

 
２．研究の目的 

(1) Wnt による canonical 経路を介した骨形

成作用におけるLRP5並びにRykの関与につ

いて骨芽細胞培養系を用いて検討し、Wnt に

よる骨形成促進作用への関与とそのメカニ

ズムを解明する。 

(2) Wnt/LRP5ならびにWnt/Rykによる骨代

謝への関与について、骨密度検診を受けた一

般地域住民女性において Wnt シグナル関連

遺伝子の一塩基多型（SNPs）と骨密度との

関連を検討する。 

 
３．研究の方法 

(1) 骨芽細胞系細胞における Wnt/Ryk 系の

解析： 

①マウス間葉系細胞である C3H10T1/2 細胞

を用いて Wnt 受容体および Ryk 受容体の発

現を RT-PCR 法で確認し、real-time PCR 法

にてその量比を定量する。Wnt3a による

canonical Wnt シグナル経路の活性化につい

て、Western blot 法によるβ-catenin 蛋白量

の解析、β-catenin/TCF 応答遺伝子の活性化

を指標に確認する。また骨形成作用について

ALP 活 性 、 Alizarin Red 法 に よ る

mineralization assay 等を用いて解析する。 

②LRP5 と Ryk の合成 siRNA を用いて上記

細胞におけるそれぞれの受容体蛋白を knock 

down して、Wnt3a によるβ-catenin 蛋白発

現の変化、β-catenin/TCF 応答遺伝子活性化、

ALP 活性、石灰化を指標とした作用に対する

それぞれの受容体の寄与の割合を検討する。

また両方の siRNA を用いて両受容体蛋白を

knock down した場合についても同様の検討

を行う。さらにこの作用への両蛋白受容体の

役割を確認するために、それぞれの受容体の

siRNA を発現するウイルスベクター系を構

築し、上記細胞に発現させてそれぞれの受容

体を単独で、あるいは両方を knock down し

た安定細胞株を作成し、同様の検討によりそ

れぞれの受容体の寄与の割合を確認する。 

(2) LRP5 遺伝子と Ryk 遺伝子の一塩基多型

と骨密度の関連解析： 

LRP5 遺伝子と Ryk 遺伝子を含む Wnt シ



グナル関連遺伝子の複数の一塩基多型

（SNPs）について一般地域住民における骨

密度検診受診女性を対象に、それぞれの遺伝

子の一塩基多型（SNPs）と骨密度の関連解

析を行う。骨密度検診受診者に対するゲノム

DNA 採取と遺伝子解析については十分な説

明の後、文書にて同意を取得する。 

 

４．研究の結果 

(1) 骨芽細胞系細胞における Wnt/Ryk 系の

解析 

マウス間葉系細胞株である C3H10T1/2 細

胞を用いてLRP5受容体およびRyk受容体の

発現をRT-PCRおよび real-time PCR法にて

検討した。培養 C3H10T1/2 細胞は LRP5 受

容体および Ryk 受容体の mRNA をほぼ同等

に発現していた。各受容体の発現は Western 

blot 法により蛋白レベルでも確認され、その

量比はほぼ 1:1 であった。 

LRP5 遺伝子と Ryk 遺伝子に対する合成

siRNA を用いて C3H10T1/2 細胞におけるそ

れぞれの受容体のノックダウン効率を検討

した。LRP5 遺伝子と Ryk 遺伝子は、それぞ

れ real-time PCR 法による mRNA の発現レ

ベルで 70-80％がノックダウンされていた。

蛋白レベルでも受容体のノックダウンを確

認した。 

LRP5 遺伝子と Ryk 遺伝子に対する

shRNA を発現するウイルスベクター系を構

築し、C3H10T1/2 細胞に発現させてそれぞ

れの受容体をノックダウンした安定細胞株

（LRP5kd細胞、Rykkd細胞）を作成した。そ

れぞれの遺伝子の発現を mRNA ならびに蛋

白レベルで検討し 80-90%のノックダウンを

確認した。この細胞系を用いて Wnt3a の

conditioned medium (Wnt3a-CM)に対する

ALP 活性、TCF/β-catenin を介した転写活性

化への効果を検討した。LRP5kd 細胞と比べ

Rykkd細胞では Wnt3a-CM に対する ALP 活

性、TCF/β-catenin を介した転写活性化が有

意に高く、Wnt による canonical 経路の活性

化にはLRP5が主たる役割を担うことが示唆

された。 

(2) LRP5 遺伝子と Ryk 遺伝子の一塩基多型

と骨密度の関連解析 

一般地域住民の検診受診女性931名を対象

とした解析の結果、既に報告のある LRP5 遺

伝子の多型に加えて、Wnt シグナル関連遺伝

子 sFRP-1 について骨密度と関連のある遺伝

子多型を見いだした。２つの SNP において

腰椎および大腿骨の骨密度と有意な関連が

みられた。一方、Ryk 遺伝子の SNP につい

ては検討した範囲の多型と骨密度には横断

解析では有意な関連はみられなかった。今後、

検診受診女性の骨密度のフォローアップを

行い、骨密度の経時的変化と各 SNP との関

連について検討していく必要があると考え

られた。 
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