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研究成果の概要（和文）： 
 Klotho は腎臓、副甲状腺などで膜タンパクとして発現し、FGF 受容体と複合体を形成して

FGF23 のリン代謝調節作用に協働するが、FGF23 が直接石灰化抑制作用を示す骨組織に Klotho

は発現していない。そこで、血中を循環する切断された Klotho の細胞外ドメイン (可溶型/KLe)

が骨において、ERK シグナルを介した FGF23 の作用に協働することを培養ラット頭頂骨由来骨/

骨芽細胞、Klotho 変異(kl/kl)マウス等を用いて明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 Klotho forms a complex with FGF23-FGF receptor (FGFR), which is necessary for 
FGF23-mediated mineralization defects, whereas Klotho is not expressed in bone. We 
therefore tested the hypothesis that the extracellular domain of Klotho (KLe), which is 
truncated and secreted into the circulation, contributes to FGF23 action in bone using 
rat calvaria-derived osteoblasts/osteocytes in vitro and Klotho-mutant mice in vivo. In 
conclusion, we demonstrated that KLe forms a complex with FGF23-FGFR in bone, resulting 
in hypomineralization through an FGF23-dependent ERK signaling pathway. 
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１．研究開始当初の背景 
 1997 年、挿入突然変異によって早期老化症
状を呈するklotho変異マウス(kl/klマウス)
が樹立された。kl/kl マウスは３〜４週齢で
成長が止まり、寿命の短縮、骨密度低下など

頭著な老化症状を呈する。klotho 遺伝子は、
これまでヒトの腎臓、中枢神経系や卵巣、精
巣などで発現が確認されているが、kl/kl マ
ウスで強い変異症状のみられる骨・皮膚など
での発現が観察されていない。 
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 その後、さまざまな腎疾患患者において
Klotho の変異が確認され、腎疾患と Klotho
との関連性が注目されるようになった。一方、
2000 年に遺伝性・腫瘍性骨軟化症の原因因子
として同定された線維芽細胞増殖因子
(FGF)23 のノックアウトマウスが kl/kl マウ
スとよく似た表現形を呈することが明らか
となり、2006 年には Klotho が FGF23 のシグ
ナ ル 伝 達 に 必 須 で あ る と 報 告 さ れ た
(Urakawa et al, Nature 2006)。FGF23 は近
位尿細管においてリンの再吸収を抑制する
作用がある低リン血症因子であり、FGF23 の
同定以降、これまで 1,25(OH)2D3 と副甲状腺
ホルモン(PTH)のみでは説明できなかったリ
ン酸代謝調節機構への FGF23の深い関連性が
次々と報告されているが、その機能発揮に
Klotho が不可欠という事実は、Klotho もま
た重要なリン酸代謝調節因子であることを
示している。これらのことから、骨で Klotho
の発現が認められないことも踏まえ、kl/kl
マウスで確認されている骨密度低下は腎臓
でのリン再吸収促進による高リン血症の影
響であるという考えが主流となりつつあっ
た。 
 
 一方、同年、私たちのグループはアデノウ
イルスによる過剰発現モデルを用いて、
FGF23 が培養骨芽細胞の石灰化を抑制するこ
とを報告していた(Wang et al, J Bone Miner 
Res, 2007)。これまで腎臓でのシステミック
なリン代謝調節によって骨軟化症を発症す
ると考えられていた FGF23 が、骨で発現して
骨で石灰化を直接抑制するという私たちの
報告は多大な注目を集めた。 
 
 
２．研究の目的 
 私たちは既に、培養骨芽細胞においても近
位尿細管と同様、FGF23・FGFR 受容体(FGFR)・
Klotho の３者によって複合体を形成するこ
とが FGF23のシグナル伝達に必須であること
を確認している。また、無血清培養下ではこ
の複合体形成がみられず、リコンビナントタ
ンパク FGF23(rFGF23)による石灰化抑制作用
も rKlothoの添加が必要であることを確認し
た。これらの結果から、骨で Klotho の発現
が確認されていないことを鑑みても、腎臓な
ど他組織で発現する膜型 Klotho の細胞外ド
メインが切断されて骨組織へ循環してくる
可能性があると推察できる。このホルモン様
の働きをする可溶化型 Klotho(KLe)の発現動
態、KLe の下流のシグナル・機能発揮のメカ
ニズム解明が、今後硬組織再生方法を築く上
で重要な役割を担うものと考えた。 
 
 

３．研究の方法 
① ラット頭蓋冠由来培養骨芽（RC）細胞に

KLe および rFGF23 を添加し、免疫沈降
お よ び Western blotting に よ り
KLe-FGFR-FGF23 の複合体形成の有無、
Western blotting により FGF23 の特異
的シグナルである ERK のリン酸化を確
認した。また、野生型または kl/kl マウ
スの血清を用いて培養した RC 細胞に
FGF23 および KLe を添加し、石灰化への
影響をアルカリフォスファターゼ/Von 
Kossa 染色によって解析した。野生型ま
たは kl/kl マウス頭蓋骨より骨芽細胞
を回収し、通常培地で培養した際の増
殖・分化・石灰化の違いを検討した。野
生型または kl/kl マウス頭蓋骨を器官
培養し、無血清下で rFGF23 単独または
rFGF23 と KLe 併用投与し、rFGF23 のシ
グナル伝達を調べた。 

②  kl/kl マウス（d10、♂）に２日おき
に KLe を皮下注射し（途中２度のカルセ
イン腹腔内投与）、d22 にサンプリング
して血中リン、カルシウム、1,25D およ
び FGF23 濃度を測定した。また、腎臓に
おけるナトリウム依存性リン酸トラン
スポーター（NaPi2a,2c）および 1,25D
合成酵素（Cyp27b1）の mRNA 発現をリア
ルタイム RT-PCR にて調べた。また、頭
頂骨を H&E 染色および Electron Probe 
Micro Analysis により組織学的に解析
し、カルセイン二重標識で新生骨形成を
比較した。大腿骨は３次元μCT により
解析を行った。また、頭頂骨および腎に
おける ERK のリン酸化を Western 
blotting と蛍光免疫染色を用いて確認
した。 

 
 
４．研究成果 
① rFGF23 と KLe の併用時においてのみ

KLe-FGFR-FGF23 の複合体形成が確認さ
れ、ERK のリン酸化が認められた。また、
kl/kl マウス由来血清および免疫沈降
による KLe 欠失血清培養下では、rFGF23
による石灰化抑制作用がみられず、そこ
に KLe を添加すると rFGF23 の作用が回
復した。しかし、通常培地培養下におい
て、野生型および kl/kl マウス頭蓋骨由
来骨芽細胞の増殖・分化・石灰化に有意
な差はみられなかった。kl/kl マウス頭
蓋骨器官培養において、rFGF23 のシグ
ナル伝達には KLe 投与が不可欠であっ
た。 

②  kl/kl マウスは血中リン、カルシウム
1,25DおよびFGF23濃度のいずれも高値
を示したが、KLe 投与による変動はみら
れなかった。腎臓の各 mRNA 発現も KLe



投与で差はみられなかった。kl/kl マウ
スに KLe を投与すると、頭頂骨では新生
骨石灰化が抑制され、類骨の拡大が確認
された。さらに、大腿骨では海綿骨、皮
質骨の骨量減少および骨端軟骨の劣成
長を認めた。また、KLe による ERK のリ
ン酸化は頭頂骨でのみ確認された。 

 
 以上の結果から、KLe は発育過程において
骨の石灰化に直接関与するホルモンと考え
られ、頭蓋骨形成と腎機能に密接に関連する
と示唆された。現在腎臓での作用が主に報告
されている Klotho の骨組織における機能を
追求した今回の研究成果は、骨を含む硬組織
石灰化一般だけでなく、病理的石灰化機構の
解明へと応用が期待される。 
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