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研究成果の概要（和文）：申請者らが同定したCthrc1のカルシウム依存性遺伝子発現誘導のメカニズムを解明するため
に破骨細胞の骨基質認識制御に関わる遺伝子をマイクロアレイを用いて検索し、カルシウムにより発現上昇する遺伝子
としてインテグリンβ3、カルシトニン受容体、及びAtf3/7などを同定した。Atf3/7を破骨細胞で強制発現するとCthrc
1やインテグリンβ3の遺伝子発現が上昇することを突き止めた。さらに、インテグリンβ3/αvは骨基質中のヒドロキ
シアパタイトを直接認識することを明らかにした。以上のことから、破骨細胞は骨吸収を介して自身の活性化とカップ
リングを促進することが示唆された。

研究成果の概要（英文）：We found Cthrc1 as a coupling factor which is transcriptionally up-regulated by 
bone resorption. Then, to define a mechanism in which genes are regulated by bone resorption in 
osteoclasts, we screened genes regulating by bone matrix and calcium by a microarray. We successfully 
identified Itgb3, Calcr and Atf3/7, which are highly increased in osteoclasts cultured in the presence of 
high calcium. Enforced expression of Atf3/7 in osteoclasts increased the expression of Cthrc1, Itgb3 and 
Calcr mRNA, suggesting that the expression of Atf3/7 induced by bone resorption up-regulates both bone 
resorbing function and bone formation by a coupling mechanism.

研究分野： 骨細胞生物学、骨代謝学

キーワード： 骨代謝　骨吸収　骨基質
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図２	 破骨細胞におけるインテグリンの発現 

１．研究開始当初の背景 
骨吸収から骨形成へのカップリング機構は
骨代謝を制御する重要なメカニズムの一つ
であり、近年その実体が少しずつ明らかにさ
れつつある。申請者らは、破骨細胞が骨吸収
特異的に分泌し骨形成を促進するカップリ
ン グ 因 子 と し て Cthrc1 を 同 定 し た	 
(Takeshita,2013)。Cthrc1 は、破骨細胞によ
る骨吸収により骨基質から遊離されるカル
シウムの濃度上昇により遺伝子発現が誘導
されることを突き止め、同様な遺伝子発現パ
ターンを有するものとしてインテグリンβ3
とカルシトニンレセプターを見出した。両受
容体分子は破骨細胞分化に特異的に発現上
昇し、それぞれ基質認識と骨吸収を司る重要
な因子である。申請者らは、独自にインテグ
リンαv/β3 がビトロネクチン以外にハイドロ
キシアパタイト(HA)を認識することを突き
止めた。そこで、これらの遺伝子発現がどの
ような転写制御を受け発現変動するのかを
解析し、その制御機構を解析することにより
骨吸収機能の本質を解明する。	 
 
２．研究の目的 
骨吸収から骨形成へのカップリング（共役）
を制御する因子として Cthrc1 を同定するこ
とに成功し、その遺伝子発現が骨吸収により
骨基質から遊離されるカルシウムの濃度上
昇により誘導されることを突き止めた。そこ
で、破骨細胞の骨基質への接着シグナルによ
り発現上昇する遺伝子群と骨吸収により制
御される遺伝子群をマイクロアレイを用い
て網羅的に発現解析し、破骨細胞における
Cthrc1 の発現制御機構を解明することによ
り破骨細胞の骨基質認識から骨吸収に至ま
でに必須な因子を同定し、骨吸収の本質を理
解することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1)マウス骨髄細胞から破骨細胞を分化誘導
し、骨髄由来マクロファージ(BMM)、単核プ
レ破骨細胞(pOC)、非活性化破骨細胞(mOCp)、
活性化破骨細胞(mOCd)、脱灰骨基質上培養破
骨細胞(mOCdd)、カルシウム添加破骨細胞
(mOCpCa)、低接着性単核破骨細胞(mnOCsp)、
低接着性破骨細胞(mOCsp)の細胞から RNA を
抽出し、マイクロアレイを用いて遺伝子発現
の網羅的解析を行った（図１）。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

(2)カルシウムで発現上昇する転写因子を特
定し、cDNA クローニングしたものをレトロウ
ィルスを用いてマクロファージで強制発現
し、破骨細胞分化後に Cthrc1 遺伝子の発現
を RT-PCR で解析した。	 
	 
(3)	 レトロウィルスを用いてインテグリン
αv(Itgav)とインテグリンβ3	 (Itgb3)を強
制発現する L細胞を樹立し、ヒドロキシアパ
タイトに対する接着性を解析した。カテプシ
ン K-cre マウスとの交配により破骨細胞特異
的 Itgav コンディショナル KO	 (cKO)マウスか
ら骨髄細胞を採取し、BMM を調整した。Itgb3
遺伝子の発現を阻害する shRNA をレンチウィ
ルスを用いて Itgav	 cKO	 BMM 細胞で Itgb3 を
KO した細胞を作成し、M-CSF と RANKL により
破骨細胞に分化誘導し、破骨細胞形成と骨吸
収機能を解析した。	 
	 
４．研究成果	 
(1)種々の培養条件下の破骨細胞におけるイ
ンテグリンの遺伝子発現	 
種々のインテグリンの中で Itgav、Itgb2、
Itgb3、及び Itgb7 の発現が成熟破骨細胞で
高く、特に Itgav と Itgb3 は種々の破骨細胞
全般で高い発現が維持された（図２）。また、
Itgav と Itgb3 はカルシウムと骨基質の両方
の刺激で発現が上昇した。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
(2)	 種々の培養条件下の破骨細胞における
遺伝子発現の変化（破骨細胞で機能する遺伝
子群）	 
Acp5(Trap)の破骨細胞における遺伝子発現
は培養条件により差は見られなかった。プロ
トンポンプ遺伝子群(Atp6)は総じて破骨細
胞で発現が高いが、カルシウムや骨基質によ
る変動は見られなかった。また、骨吸収機能
に重要な Car2、Clcn7、Ctsk、及び Mmp9 も同
様に破骨細胞で高く、培養条件による差は見
られなかった。興味深いことに、カルシウム
の添加によりCthrc1だけではなくAnxa8、C3、
Pdgfa、Calcr、Nrp、及び Trem2 が発現上昇
した（図３AB）。さらに、骨基質により Anxa8、
Pdgfa、Pdgfb、Vegfc、Fcgr2b、Nrp、c-Fos

図１	 マイクロアレイ解析に用いた種々の破骨細胞 



 

 

図３	 破骨細胞で機能する遺伝子群の発現解析 
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図４	 Atf3/Atf7の強制発現はカルシウムの添加を模倣し、

Cthrc1、Itgb3、及び Calcrの発現を上昇させる	  

図５	 Itgav/Itgb3の強制発現はヒドロキシアパタイト

への結合を増強する	  

及び Dscr1l1 が上昇し、C3、Opn、Vegfc、Calcr、
及び Oscar は減少した（図３ABC）。最も興味
深いことに、bZIP ファミリーに属する転写因
子である Atf3 と Atf7 はともにカルシウムで
発現上昇し、骨基質により逆に発現低下する
ことが判明した（図３C）。これら２つの転写
因子がカルシウムによる発現上昇を制御し
ている可能性が示唆された。Atf3 は Jdp2 に
より直接発現が抑制されヒストンのアセチ
ル化を阻害することが知られている。また、
Jdp2	 KO マウスは破骨細胞形成が障害され大
理石骨病を発症することも報告されている。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

(3)Atf3/Atf7 の破骨細胞における強制発現	 
そこで、破骨細胞において Atf3/Atf7 が
Cthrc1やItgb3の発現を上昇させるかどうか
を解析するために、BMM で Atf3/Atf7 を強制
発現させ、破骨細胞へ分化させたのちに
RT-PCR によりそれぞれの遺伝子発現を解析
した。その結果、Atf3/Atf7 の両方を強制発
現させるとCthrc1のみならずCalcrと Itgb3
の発現が上昇することが分かった（図４）。
また、これらの発現は Ctsk の発現には影響
を与えなかった。	 
	 
(4)Itgav/Itgb3 の強制発現	 
インテグリンは、ビトロネクチンやフィブロ
ネクチンなどの RGD 配列を含むもの、コラー
ゲンやラミニンなどの基質タンパクや LFA-1
や ICAM-1 などの白血球の表面抗原などと結
合し、細胞接着や増殖など様々な生理機能を
発揮する。破骨細胞は、インテグリンαv/β
3 を介して骨基質に強く接着し骨吸収機能に
重要な役割を果たすことが知られている。イ
ンテグリンの中には、前述した基質タンパク
以外にカドへリンやその他の分子と結合す
ることが知られているものもある。そこで、
生体内においてヒドロキシアパタイトと破
骨細胞のみが骨表面に局在すること、及びイ
ンテグリンαv/β3 は破骨細胞において特異
的に発現上昇することなどから、インテグリ
ンαv/β3 がヒドロキシアパタイトと結合す
るのではないかという仮説を立てた。まず、
Itgav/Itgb3 遺伝子をマウス L 細胞で強制発
現させ、ヒドロキシアパタイトでコートした
プレート上に特異的に結合するかどうかを
調べた。その結果、コントロールのインテグ
リンを発現しない細胞と比較し、ヒドロキシ
アパタイトに対して明らかに接着性が高く
なっていることが分かった（図５）。さらに、
この接着はインテグリンのリガンドである
RGDS ペプチドの添加により濃度依存的に阻
害されることからヒドロキシアパタイトへ
の結合がインテグリンを介していることが
分かった（図６）。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

図６	 Itgav/Itgb3の強制発現によるヒドロキシアパ

タイトへの結合は RGDSペプチドで阻害される 



 

 

図７	 Itgav/Itgb3の欠損は骨吸収活性を低下する	  

(5)Itgav/Itgb3 欠損は骨吸収活性を抑制す
る	 
Itgb3 のノックアウトマウスはアクチンリン
グの形成不全により骨吸収活性が低下し骨
量が増加することが知られている。ところが、
Itgav/Itgb3 のダブルノックアウトマウスに
関する報告はない。尚、Itgav のノックアウ
トマウスは胎生致死であることから骨解析
に関する報告はない。そこで、カテプシン
K-cre マウスを用いて破骨細胞特異的 Itgav	 
cKO マウスを作出し、ex	 vivo で Itgb3	 shRNA
によりノックダウンし、Itgav/Itgb3	 dKO 破
骨細胞を作成した。Itgav 単独の KO 細胞はコ
ントロールと比較し、破骨細胞形成と骨吸収
活性に差は認められなかった（図７）。Itgb3
単独の KD は骨吸収活性が低下し、dKO 破骨細
胞は有意に骨吸収活性が低下した。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
以上のことから、破骨細胞による骨吸収によ
り骨基質から遊離したカルシウムや骨基質
成分そのものにより破骨細胞内で Cthrc1、
Calcr や Itgb3 などの特異的な遺伝子発現が
上昇し、さらにそれら自身の遺伝子発現を上
昇することで破骨細胞形成を促進するとと
もに骨基質への接着を促進することで骨吸
収活性を効率良く活性化すること、及び
Cthrc1 の発現上昇を介してカップリング機
能を促進することが示唆された。	 
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