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研究成果の概要（和文）：既存の骨吸収抑制薬は，強力な破骨細胞抑制効果を示す反面，生理的な骨吸収や骨成
長も阻害し骨の新陳代謝を著しく抑制する．そのため，本研究では骨リモデリングや骨成長などになるべく悪影
響を及ぼさずに病的骨吸収を選択的に抑制する治療ターゲットの探索研究を行なった。破骨細胞分化、活性化に
重要な免疫グロブリン様受容体分子(IgLR)の中でSiglec-15は骨リモデリングバランスが崩れる閉経後骨粗鬆症
に対して治療効果を示すとともに、小児ステロイド性骨粗鬆症に対しても成長障害を起こすことなく治療効果を
発揮することが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：While existing bone resorptive agents have a strong inhibitory effect on 
osteoclasts, they inhibit physiological bone resorption and bone growth by strongly suppressing bone
 metabolism and bone resorption in the bone growth plate. In this study, we conducted an exploratory
 study of therapeutic targets that selectively suppress pathological bone resorption without 
adversely affecting bone remodeling and bone growth. Among the immunoglobulin-like receptor 
molecules (IgLR) that are important for osteoclast differentiation and activation, Siglec-15 has a 
therapeutic effect on postmenopausal osteoporosis in which the bone remodeling balance is disturbed,
 and also on pediatric steroid-induced osteoporosis without causing growth disorders.

研究分野： 整形外科学　骨代謝学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
破骨細胞の分化や活性化に必須の免疫受容体チロシン活性化モチーフ(ITAM)依存性共刺激シグナル制御機構には
まだ不明な点が多い。本研究は、この経路を賦活化する複数の免疫受容体IgRLがそれぞれ異なる役割をもつこと
を示すとともに、その中でSiglec-15がもっとも重要な役割をもつことを明らかにした。Siglec-15は高齢者に生
じる骨粗鬆症だけでなく、ステロイドや先天性疾患などによって生じる小児骨粗鬆症に対しても適応可能なきわ
めて有望な治療ターゲットであることを明らかにした。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景  
病的な骨吸収亢進によって生じる骨粗鬆症や転移性骨癌，炎症性骨破壊の治療には骨吸収抑制

薬の使用が合目的であり，3000 億円を超える需要がある．すでに，ビスフォスフォネート(BP)
や抗 RANKL 中和抗体といった骨吸収を強力に抑制する薬剤が臨床応用されているが，これら
の薬剤は生理的な骨吸収や骨形成も抑制し，低カルシウム血症や非定型骨折（骨質異常）のリス
クを上昇させるといった欠点がある．そのため、病的骨吸収だけを選択的に抑制する“次世代骨
吸収抑制薬”の開発は多くの患者に恩恵をもたらすだけでなく，医療経済的にも大きな波及効果
が期待される． 
本研究では破骨細胞分化の第 3 の必須シグナルである免疫受容体チロシン活性化モチーフ

(ITAM)依存性共刺激シグナルを賦活化する免疫グロブリン様受容体 IgLR 分子群に着目した．
一つの経路（ITAM シグナル）を賦活化するために複数の IgLR が破骨細胞に発現する理由は未
解明だが，IgLR を単独で欠損しても生理的な骨吸収は完全には障害されない．このことから，
IgLR の機能はオーバーラップし，互いを補完するように働いていると予想される．一方，疾患
や病態によって作動する IgLR が異なる可能性が示唆されていることから、IgLR をターゲット
とした治療法は疾患あるいは部位特異的な副次的作用の少ない治療法となりうる可能性がある． 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は，IgLR の機能や役割、そしてそれらがどのような疾患に関わるかを明らかに
するとともに，それらを標的とした治療の効果と副作用を検討し、次世代骨吸収抑制薬開発の研
究基盤を構築することである． 
 
３．研究の方法 
（1）病的骨吸収に関与する IgLR の同定（標的分子ターゲットの絞り込み）           
①CRISPR-Cas9 ゲノム編集技術を用いて独自に作出した 4系統の IgLR 遺伝子欠損マウスの表現
型を確認した． 
②骨疾患モデルにおいて骨吸収抵抗性を示す IgLR を同定するため、上記の IgLR 遺伝子欠損マ
ウス及び対照となる野生型 WT マウスを用いて骨疾患モデルを作成し，骨吸収あるいは骨破壊抑
制効果を検証した． 
 
（２）内因性リガンド探索，同定                                
網羅的グライコーム解析技術を用いた IgLR の内因性糖鎖リガンドの同定を試みた．シグレック
15 及び MDL-1 のリガンドが発現していると推測される骨関連細胞における複合糖質糖鎖の発現
動態を調査する．IgLR ごとリガンドを溶出して質量分析 MALDI-TOF MASS でリガンド糖鎖および
キャリアタンパクの同定実験を行った．  
 
（３）病的骨吸収に強く関与する IgLR の選択的遮断による治療効果               
病態モデルを用いた効果検証実験 
閉経後骨粗鬆症，小児骨粗鬆症モデル，転移性骨癌の３つの病態モデルに対する抗 IgLR 療法の
治療効果を確認する．既存の骨吸収抑制薬との比較した．  
 
４．研究成果 
（１）病的骨吸収に関与する IgLR の同定          
①Siglec-15 遺伝子欠損マウスのみ破骨細胞の機能不全による軽度の大理石病を呈したが、MDL-
1, TREM2 の遺伝子欠損マウスは野生型マウスと比較して骨に異常はみられなかった．In vitro
でも破骨細胞分化能は正常であることを確認した．SIRP-β1 遺伝子欠損マウスは胎生致死であっ
た．Siglec-15 は骨リモデリングにおいて中心的役割をになっており，骨リモデリングに異常を
きたす閉経後骨粗鬆症などに対する治療標的と考えられた． 
②閉経後骨粗鬆症モデルである卵巣摘出を各マウスに行なったところ、MDL-1, TREM2 の遺伝子
欠損マウスは野生型マウスと同様に骨量減少が生じた．Siglec-15 遺伝子欠損マウスではわずか
な骨量減少しか生じず、治療効果を示す可能性があることを示した． 
③関節炎モデルにおける検証実験は 2018 年に起こった北海道胆振東部地震に伴う長期停電によ
り冷凍、冷蔵保存されていた多くの研究試料や高価な試薬が失われたため予定の実験すべてを
行うことができなかったが，Siglec-15 遺伝子欠損マウスおよび TREM2 遺伝子欠損マウスは炎症
性骨軟骨破壊を有意には抑制できないことを確認した．一方，MDL-1 遺伝子欠損マウスは既報の
ように軽度炎症部位における破骨細胞誘導と骨破壊を軽度抑制した． 
④Siglec-15 のリガンド候補のひとつである腺がん糖鎖抗原シアリル Tn に注目し、シアリル Tn
糖鎖抗原を発現する乳癌骨転移モデルにおいて骨溶解が亢進するかどうかを検証した．予想に
反してシアリル Tn 糖鎖抗原発現乳癌細胞のほうが非発現乳癌細胞よりも転移性骨癌成立率が低
く，骨破壊が軽度であった． 生化学的にはシアリル Tn 抗原は Siglec-15 と高い親和性を示すも



のの、in vitro では破骨細胞分化，活性化促進作用は確認できなかった．さらにシアリル Tn 抗
原は乳癌細胞のインテグリン β1 を修飾し，骨基質との接着能を低下させるという副次的な知見
をえた．すなわち，シアリル Tn 抗原発現乳癌細胞は骨基質との接着能が低下しているため骨転
移が成立しにくいことが明らかとなった． 
 
（２）内因性リガンド探索，同定                                
シグレック 15及び MDL-1 のリガンドが発現していると推測される前破骨細胞における複合糖質
糖鎖の発現動態を調査した．シグレック 15 のリガンドと考えられるシアリル糖鎖で分化に伴う
変動の大きな糖鎖構造を同定した．これらのキャリア蛋白の同定は今度の目標である．  
  
（３）病的骨吸収に強く関与する IgLR の選択的遮断による治療効果               
治療ターゲットと考えらた抗 Siglec-15 中和抗体を用いた骨粗鬆症治療効果の検証を行なった．
とくに成長期ラットでは成長障害を起こすことなく骨量を著明に増加させることを確認した．
次にステロイド性骨粗鬆症成長期ラットモデルを作成した．このモデルにおいても成長障害を
起こすことなくステロイド性骨粗鬆症を予防できるだけでなく既存の第一選択薬であるビスフ
ォスフォネートよりも効果的に骨量を増加させることを確認した． 
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