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福岡歯科大学 

 
学術フロンティア研究シンポジウム 

 

口腔疾患と骨代謝の制御 
 

日時：２００７年１２月５日（水）１４：００～１８：００ 

場所：福岡歯科大学 ５０４講義室（本館５階） 
 

 
プ ロ グ ラ ム  

 

破骨細胞の Cl-輸送と骨吸収機能     

      岡部 幸司（福岡歯科大学）   

陰イオン透過関連分子 CLCA 変異体の機能転換   

      山﨑 純 （福岡歯科大学）   

リンパ管内皮細胞における白血球接着因子とケモカインの発現   

      沢 禎彦 （福岡歯科大学）   
 

［  特 別 講 演  ］  

筋肉が骨に変わる難病：進行性骨化性線維異形成症（FOP） 

      片桐 岳信（埼玉医科大学） 

破骨細胞分化シグナルと骨免疫学  

高柳 広 （東京医科歯科大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

問い合わせ先：福岡歯科大学・細胞分子生物学講座 
Tel: 092-801-0411 (内線 660) 
Fax: 092-801-4909 
URL: http://www.fdcnet.ac.jp/col 
（こちらでプログラムと会場地図がダウンロードできます） 



 
【 福岡歯科大学 学術フロンティア研究シンポジウム 】 

口腔疾患と骨代謝の制御 
 

日時： ２００７年１２月５日（水） １４：００～１８：００ 

場所： 福岡歯科大学 ５０４講義室 （本館５階） 

 

      ［座長］ 北村 憲司（福岡歯科大学・細胞分子生物学講座） 

１４：００ シンポジウムの開催にあたって        

           関口 睦夫（福岡歯科大学・学術フロンティア研究センター長）   

１４：１０ 破骨細胞の Cl-輸送と骨吸収機能     

           岡部 幸司（福岡歯科大学・細胞分子生物学講座）   

１４：４０ 陰イオン透過関連分子 CLCA 変異体の機能転換   

           山﨑 純 （福岡歯科大学・細胞分子生物学講座）   

１５：１０ リンパ管内皮細胞における白血球接着因子とケモカインの発現   

           沢 禎彦 （福岡歯科大学・生体構造学講座）   

１５：４０  （休憩） 

 

      ［座長］ 岡部 幸司（福岡歯科大学・細胞分子生物学講座） 

１６：００ 特別講演の挨拶  田中 健藏（福岡歯科学園理事長）   

１６：１０ ［特別講演１］ 筋肉が骨に変わる難病：進行性骨化性線維異形成症（FOP） 

           片桐 岳信 （埼玉医科大学・ゲノム医学研究センター・ 

 病態生理部門・准教授） 

１７：００ ［特別講演２］ 破骨細胞分化シグナルと骨免疫学  

           高柳 広 （東京医科歯科大学大学院・分子情報伝達学・教授）    

１７：５０ 閉会の挨拶    本田 武司（福岡歯科大学学長）  

 



破骨細胞の Cl-輸送と骨吸収機能 

 

福岡歯科大学・細胞分子生物学講座・細胞生理学分野 

岡部幸司、鍛治屋 浩、岡本富士雄 

 

 破骨細胞は骨基質に密着し、ruffled border を介した H+や Cl-分泌により骨ミネラルを

吸収する。近年、破骨細胞の波状縁には Cl-チャネル(ClC)ファミリーの一つである ClC7

型 Cl- チャネルが高く発現し、CLC7 遺伝子欠損マウスでは破骨細胞による骨吸収が抑制さ

れ大理石病を呈することや、欧米諸国で多い常染色体優性大理石骨病の患者では、ClC7 の

mutation が生じていることが報告され、骨吸収における Cl- チャネルの重要性が注目され

ている。しかしながら、CLC7 分子の Cl-輸送機能やその骨吸収機能調節の機序の実体は不

明である。そこで、我々は CLC7-mutation における Cl-輸送の機能変異と骨吸収活性との

関係を検討した。その結果、マウス破骨細胞には CLC7 チャネルを介した外液 pH 依存性の

外向整流性 Cl-電流が優位に存在し、大理石病患者で報告されている CLC7 の mutation は

Cl-輸送機能を低下させること、特にCLC7チャネルのCl-透過通路を形成する部位である215

番目のアミノ酸にG215Rの mutationを起こしたCLC7遺伝子を導入した破骨細胞では、CLC7

チャネルは発現しているが、骨吸収が強く抑制されることが明らかとなった。従って、CLC7

は破骨細胞の酸分泌に必須な機能分子であることや、その mutation による Cl-輸送機能の低

下が大理石骨病の一因であることが示唆された。 

 また、破骨細胞には CLC7 だけでなく CLC3 型 Cl- チャネルも発現していることが明らか

となり、CLC3 の機能を siRNA による CLC3 ノックダウンや CLC3 欠損マウスを用いて検討し

た。その結果、CLC3 型 Cl-チャネルは主に細胞内オルガネラに局在し、オルガネラの酸性

化を介してプロトン（H+）分泌や骨吸収機能に重要な役割をもつこと考えられた。 

 今後、こういった破骨細胞のイオン輸送体を分子ターゲットとした創薬は、従来にはな

いタイプの骨疾患治療薬の候補として期待できるものと考えられる。 

 

  



陰イオン透過関連分子 CLCA 変異体の機能転換 

 

福岡歯科大学・細胞分子生物学講座・分子機能制御学分野  

山﨑 純 

 

 唾液腺上皮細胞での Cl- 輸送機能が唾液生成に重要であることが知られている。しかし

ながら、Cl- チャネルの機能と局在を司る分子基盤はこれまで明確になっていない。唾液腺

での Ca2+ 活性化 Cl- 輸送に関与する分子を明らかにするために、Cl- チャネル関連分子と

して知られる CLCA をラットからクローニングし（rCLCA-f；903 アミノ酸）、強制発現系で

の性質並びに唾液腺組織における局在と機能の検討を行なった。rCLCA-f 導入 HEK293 細胞

の可溶性膜画分から、86 kDa のプロテオリシスを受けたＮ型糖タンパクがイムノブロット

法によって検出された。免疫細胞染色やビオチンによる膜表面標識法によって細胞膜にお

ける局在が明らかになった。また、細胞内の Rab5 や Rab11 で標識されるエンドソームにも

存在することが示され、rCLCA-f の局在と膜リサイクリングの関連が示唆された。また、

rCLCA-f 発現細胞は、niflumic acid 感受性の Ca2+ 活性化 Cl- 透過機能を有した。rCLCA-f

が顎下腺導管上皮細胞に局在するという免疫組織染色結果と、rCLCA-f 遺伝子のサイレン

シングによる唾液イオン組成変化の結果を合わせると、rCLCA-f は唾液腺導管上皮細胞で

の Cl- 再吸収に関与すると考えられた。 

 他方、スプライシングの違い (exon9-) によって rCLCA truncated isoform (rCLCA-t、

514 アミノ酸) がラット顎下腺で合成されることが見出された。興味深いことに、rCLCA-t 

は顎下腺排泄管基底細胞の核周囲に限局するが、rCLCA-f は基底細胞には検出されず、分

化した表面の上皮細胞のみに局在した。強制発現系では rCLCA-t は可溶性膜画分に検出さ

れるが、主として核近傍に局在し、Ca2+ 活性化 Cl- 透過機能を持たなかった。rCLCA-t の

発現によって Ca2+ 依存的に β1-integrin の核周囲への移行や細胞接着能の低下が起こり、

特異的抗体によって β1-integrin を活性化させることで接着能が回復した。以上から、細

胞外マトリックスとのintegrin依存的な細胞接着にrCLCA-tが抑制的に働くと考えられた。

以上の結果から、細胞依存的な rCLCA のスプライシングによって、異なる機能（Cl- イオン

輸送と細胞接着）が唾液腺上皮細胞に賦与されている可能性が示唆された。 

 

共同研究者(敬称略)：岡村和彦、石橋一成、上原清子（福大･医）、佐藤敦子、北村憲司 

 



リンパ管内皮細胞における白血球接着因子とケモカインの発現 

 

福岡歯科大学・生体構造学講座・機能構造学分野 

沢 禎彦 

 

 白血球の健常組織への供給と炎症組織における集積は、その血管外遊走によって始まる。

血管内皮細胞は恒常的に、あるいは炎症性因子によって白血球接着因子を発現する。白血

球接着因子は白血球が血流に逆らって血管内壁に接着し、血管外へ出るための分子である。

一方組織内リンパ球が血管系に還る機構を考える時、血管外壁の連続した基底膜を分解後、

tight junction をこじあけるかあるいは内皮細胞を貫通する以外、血管に還る手段はない。

もし白血球回収機構がこれらのみで成立するなら、防御機構として甚だ効率が悪い。リン

パ管系との二元配置で成立するなら、その効率は上昇するだろう。組織液やマトリックス

の回収はリンパ管の open junction の開閉によって行われるが、組織間隙と区別がつかな

いほど管腔の潰れた initial lymphatics に細胞が入るには、移入に貢献する膜結合性分子

の協調的作業が必要かもしれない。またケモカインなどの拡散分子は、血管よりもむしろ

リンパ管が放出して感作白血球をリンパ管周囲に遊走させ、回収効率をあげているのでは

ないか。これが事実なら、これらの現象はある種の悪性腫瘍のリンパ行性転移に貢献しな

いだろうか。現在我々は、白血球接着因子とケモカインの発現は内皮細胞共有の現象であ

り、血管では血管外遊走を誘導し、リンパ管ではリンパ循環系への帰巣に寄与すると考え

ている。 

 

 

 

 

 

 



【 特別講演１ 】 

 

筋肉が骨に変わる難病：進行性骨化性線維異形成症（FOP） 

 

埼玉医科大学・ゲノム医学研究センター・病態生理部門 

片桐 岳信 

 

 2007 年 3 月、厚生労働省で開かれた特定疾患対策懇談会に於いて、進行性骨化性線維異

形成症（Fibrodysplasia Ossificans Progressiva; FOP）と呼ばれる疾患が難病の１つと

して認定された。FOP は、顔面を含む全身の筋組織内で異所性骨化が進行する希な遺伝性

疾患である。世界的に約 200 万人に 1 人の確立で発症すると推定されており、国内には約

40 名の孤発例の患者さんが確認されている。昨年、FOP の責任遺伝子として骨形成を強力

に誘導する BMP の受容体 ALK２が同定された。 

 我々は、国内における約半数の患者さんの ALK2 遺伝子を解析し、全症例に共通の

Arg206>His 変異を確認し、さらに、生化学的機能解析の結果、変異 ALK2 が構成的活性型

変異体であることを証明した。FOP では、筋組織の損傷・再生に伴って急激に局所的な骨

化が進行することから、外科的処置を含めた外傷に気をつけなければならない。我々は、

筋組織の再生モデルを用いた解析から、筋再生に伴い BMP シグナルが相乗的に促進される

ことを見いだした。これらの研究成果より、活性化された変異受容体のキナーゼを直接阻

害するような分子や、筋再生時の BMP シグナルを効果的に阻害できる分子が、FOP に有効

な治療になり得ると考えられた。本シンポジウムでは、FOP の発症メカニズムや治療の可

能性について考えたい。 

 

 

 

 



【 特別講演２ 】 

 

破骨細胞分化シグナルと骨免疫学 

 

東京医科歯科大学大学院・分子情報伝達学  

高柳 広 

 

 骨格系と免疫系の細胞は、サイトカインをはじめ多くの制御因子を共有し、骨髄という

共通の微小環境で分化増殖する。このため、免疫の異常は骨代謝に大きな影響を与える。

Ｔ細胞は、破骨細胞分化因子 RANKL を介して関節リウマチなど炎症性骨破壊の病態に関与

するが、最近、自己免疫病態に深く関わるＴh17 細胞が T 細胞活性化と骨破壊をつなぐ破

骨細胞誘導性 T細胞サブセットであることが明らかになった。 

 また、破骨細胞分化を制御する RANKL をはじめ、免疫グロブリン様受容体、ITAM シグ

ナル、破骨細胞マスター転写因子である NFATc1 など、多くの破骨細胞制御分子が免疫制御

分子でもあることから、破骨細胞など骨の細胞と免疫細胞が共通のメカニズムで制御され

ることが解明された。今後、免疫疾患や骨疾患の治療において骨免疫学的な視点がますま

す重要性を増すと考えられる。 

 

参考文献 

1)  Takayanagi, H.  Osteoimmunology - shared mechanisms and crosstalk between the 

bone and immune systems. Nat Rev Immunol 7, 292-304 (2007) 

2) Asagiri, M., Takayanagi, H.  The molecular understanding of osteoclast 

differentiation. Bone 40, 251-264 (2007) 

 

 

 



交通案内略図

地下鉄ご利用の場合：

①空港線 藤崎駅下車（福岡空港駅から約２０分）、タクシーで大学まで約１５分
②七隈線 賀茂駅下車（天神南駅から約２５分）、徒歩約１０分

自家用車ご利用の場合：

都市高速道路 福重出口から降りて、大学まで約１０分


