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(57)【要約】
【課題】間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を制御することができ、特に間葉系幹細胞か
ら骨芽細胞への分化を制御しつつ、脂肪細胞への分化を制御することができる骨芽細胞分
化促進剤及び抑制剤並びに骨形成促進剤、骨粗鬆症の治療薬、抗肥満薬及びスクリーニン
グ方法の提供。
【解決手段】ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子のうち少なくとも１
つの遺伝子の発現を抑制する核酸鎖を有効成分として含有する骨芽細胞分化促進剤並びに
骨形成促進剤、骨粗鬆症の治療薬及び抗肥満薬である。また、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａ
ｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の発現を抑制する核酸鎖を有
効成分として含有する骨芽細胞分化抑制剤である。また、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子
、ｍａｐ４ｋ４遺伝子、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子のうち少
なくとも１つの遺伝子の発現量を指標とするスクリーニング方法である。
【選択図】なし



(2) JP 2010-30956 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を促進する骨芽細胞分化促進剤であって、
　ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子
の、発現を抑制する核酸鎖を有効成分として含有することを特徴とする骨芽細胞分化促進
剤。
【請求項２】
　核酸鎖がｓｉＲＮＡである請求項１に記載の骨芽細胞分化促進剤。
【請求項３】
　間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を抑制する骨芽細胞分化抑制剤であって、
　ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子
の、発現を抑制する核酸鎖を有効成分として含有することを特徴とする骨芽細胞分化抑制
剤。
【請求項４】
　核酸鎖がｓｉＲＮＡである請求項３に記載の骨芽細胞分化抑制剤。
【請求項５】
　請求項１から２のいずれかに記載の骨芽細胞分化促進剤を含む骨形成促進剤。
【請求項６】
　請求項１から２のいずれかに記載の骨芽細胞分化促進剤を含む骨粗鬆症の治療薬。
【請求項７】
　請求項１から２のいずれかに記載の骨芽細胞分化促進剤を含む抗肥満薬。
【請求項８】
　間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を促進し、かつ、脂肪細胞への分化を抑制する作用
を有する物質のスクリーニング方法であって、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子及びｍａｐ
４ｋ４遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現の抑制を指標とすることを特徴とす
るスクリーニング方法。
【請求項９】
　間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を抑制し、かつ、脂肪細胞への分化を抑制する作用
を有する物質のスクリーニング方法であって、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子及び
ｖｄｐ遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現の抑制を指標とすることを特徴とす
るスクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を制御（抑制／促進）することができ、
特に、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を制御（抑制／促進）しつつ、脂肪細胞への分
化を制御（抑制／促進）することができる骨芽細胞分化促進剤及び抑制剤並びに骨形成促
進剤、骨粗鬆症の治療薬、抗肥満薬及びスクリーニング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　骨粗鬆症は、骨量又は骨塩量の減少によって骨の微細構造が破綻し、骨強度が低下して
骨折のリスクが高まった全身性疾患である。日本では骨粗鬆症の患者は約１，１００万人
と言われており、その８割は女性である。さらに、骨粗鬆症は中年以降に多く見られる疾
患であるため、近年の高齢化に伴い今後患者数が増加すると推測される。骨粗鬆症は、原
発性骨粗鬆症と続発性骨粗鬆症との２つに大別される。
【０００３】
　骨粗鬆症の治療方法としては、エストロゲン等の薬物の投与、リン酸カルシウム骨セメ
ントを注入する手術方法、痛みの原因となる神経に麻酔薬を注射する方法等が知られてい
る。しかしながら、エストロゲン投与は乳癌の発症率が高くなるという副作用、骨セメン
トを注入する手術方法では骨セメントが骨以外の場所に漏れて固まり神経を圧迫するとい



(3) JP 2010-30956 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

う危険性、麻酔薬を注射する方法では脊椎専門医や麻酔医の高度な技術の必要性など、そ
れぞれの方法に特有の問題がある。そのため、効果的に骨の形成を促進し、骨粗鬆症を改
善する治療薬が強く求められている。
【０００４】
　前記原発性骨粗鬆症の一つである老人性骨粗鬆症は、骨を形成する骨芽細胞が減少して
骨が脆弱化するだけでなく、骨髄内に脂肪細胞が蓄積して黄色化することから、脂肪細胞
の蓄積が症状の進行に関与していると考えられている。したがって、特に老人性骨粗鬆症
の治療においては、骨の形成を促進することに加えて、脂肪細胞の蓄積を抑制することに
より、より症状が改善できることが期待されている。
【０００５】
　また、前記続発性骨粗鬆症は、メタボリック症候群との関連が示唆されている。メタボ
リック症候群は、糖代謝や脂質代謝などの代謝異常が重なる病態をいう。現在、メタボリ
ック症候群の治療には、例えばチアゾリジン誘導体などの、脂肪細胞の蓄積を抑制する薬
剤が効果的に用いられている。しかしながら、チアゾリジン誘導体は、その副作用として
、骨の形成が抑制され、続発性骨粗鬆症を引き起こしやすくなるという問題がある。この
点からも、骨の形成を促進しつつ、脂肪細胞の蓄積を抑制できる薬剤が強く求められてい
る。
【０００６】
　一方、線虫の１６,７５７遺伝子に関して脂肪蓄積に関するスクリーニングが行われた
結果、脂肪蓄積量を減少させる３０５遺伝子及び増加させる１１２遺伝子の、計４１７遺
伝子が同定された（非特許文献１参照）。ただし、線虫と哺乳動物とでは、生物種として
大きく乖離しているために、線虫で機能が明らかな遺伝子に対する哺乳動物におけるホモ
ログ遺伝子が、そのまま哺乳動物で同じ機能を有するケースは、必ずしも多くはない。前
記ホモログ遺伝子が、哺乳動物において骨の形成に関与することについては知られておら
ず、特に、前記ホモログ遺伝子のうち、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子、ｍａｐ４ｋ４遺
伝子、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子については、哺乳動物にお
いて骨の形成に関与することについては全く知られていない。
【０００７】
　したがって、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を制御（抑制／促進）することができ
、かつ、脂肪細胞への分化を制御（抑制／促進）することができる骨芽細胞分化促進剤は
、未だ満足なものが提供されていないのが現状である。
【非特許文献１】Ａｓｈｒａｆｉ　ｅｔ　ａｌ．（Ｎａｔｕｒｅ，２００３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を制御（抑制／促進）することが
でき、特に、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を制御（抑制／促進）しつつ、脂肪細胞
への分化を制御（抑制／促進）することができる骨芽細胞分化促進剤及び抑制剤並びに骨
形成促進剤、骨粗鬆症の治療薬、抗肥満薬及びスクリーニング方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するため、本発明者らは鋭意検討した結果、以下のような知見を得た。
即ち、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子、ｍａｐ４ｋ４遺伝子、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａ
ｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子が、哺乳動物において、間葉系幹細胞から骨芽細胞の分化を
制御（抑制／促進）する機能を有していること、更には、間葉系幹細胞から骨芽細胞への
分化及び脂肪細胞への分化の両方を制御（抑制／促進）する機能を有しているという知見
である。
　前記ｅｌｋ１遺伝子、前記ｄｂｉ遺伝子、前記ｍａｐ４ｋ４遺伝子、前記ｏｓｂｐｌ２
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遺伝子、前記ｒａｂ７遺伝子及び前記ｖｄｐ遺伝子は、線虫の遺伝子のホモログであり、
前記線虫の遺伝子は、脂肪の蓄積に関与することが知られている。
　しかしながら、前記ｅｌｋ１遺伝子、前記ｄｂｉ遺伝子、前記ｍａｐ４ｋ４遺伝子、前
記ｏｓｂｐｌ２遺伝子、前記ｒａｂ７遺伝子及び前記ｖｄｐ遺伝子が、哺乳動物において
、間葉系幹細胞から骨芽細胞の分化を制御（抑制／促進）する機能を有していること、更
には、間葉系幹細胞から骨芽細胞の分化を制御（抑制／促進）する機能を有しつつ、脂肪
細胞の分化を制御（抑制／促進）する機能を有していることは、従来知られておらず、本
発明者らによる新たな知見である。
【００１０】
　本発明は、本発明者らによる前記知見に基づくものであり、前記課題を解決するための
手段としては、以下の通りである。
＜１＞　間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を促進する骨芽細胞分化促進剤であって、
　ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子、ｍａｐ４ｋ４遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の
、発現を抑制する核酸鎖を有効成分として含有することを特徴とする骨芽細胞分化促進剤
である。
＜２＞　核酸鎖がｓｉＲＮＡである＜１＞に記載の骨芽細胞分化促進剤である。
＜３＞　間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を抑制する骨芽細胞分化抑制剤であって、
　ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子
の、発現を抑制する核酸鎖を有効成分として含有することを特徴とする骨芽細胞分化抑制
剤である。
＜４＞　核酸鎖がｓｉＲＮＡである＜３＞に記載の骨芽細胞分化抑制剤である。
＜５＞　＜１＞から＜２＞のいずれかに記載の骨芽細胞分化促進剤を含む骨形成促進剤で
ある。
＜６＞　＜１＞から＜２＞のいずれかに記載の骨芽細胞分化促進剤を含む骨粗鬆症の治療
薬である。
＜７＞　＜１＞から＜２＞のいずれかに記載の骨芽細胞分化促進剤を含む抗肥満薬である
。
＜８＞　間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を促進し、かつ、脂肪細胞への分化を抑制す
る作用を有する物質のスクリーニング方法であって、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子及び
ｍａｐ４ｋ４遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現の抑制を指標とすることを特
徴とするスクリーニング方法である。
＜９＞　間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を抑制し、かつ、脂肪細胞への分化を抑制す
る作用を有する物質のスクリーニング方法であって、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝
子及びｖｄｐ遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現の抑制を指標とすることを特
徴とするスクリーニング方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によると、前記従来における諸問題を解決することができ、間葉系幹細胞から骨
芽細胞への分化を制御（抑制／促進）することができ、特に、間葉系幹細胞から骨芽細胞
への分化を制御（抑制／促進）しつつ、脂肪細胞への分化を制御（抑制／促進）すること
ができる骨芽細胞分化促進剤及び抑制剤並びに骨形成促進剤、骨粗鬆症の治療薬、抗肥満
薬及びスクリーニング方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
（骨芽細胞分化促進剤）
　本発明の骨芽細胞分化促進剤は、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子、ｍａｐ４ｋ４遺伝子
のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現を抑制する核酸鎖を有効成分として含み、更に必
要に応じてその他の成分を含有してなる。
【００１３】
＜有効成分＞
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－ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子、ｍａｐ４ｋ４遺伝子－
　前記骨芽細胞分化促進剤における前記ｅｌｋ１遺伝子、前記ｄｂｉ遺伝子、前記ｍａｐ
４ｋ４遺伝子は、それぞれ、線虫の遺伝子Ｃ３７Ｆ５．１、Ｃ４４Ｅ４．６、ＺＣ５０４
．４のホモログ遺伝子である。前記Ｃ３７Ｆ５．１、前記Ｃ４４Ｅ４．６、前記ＺＣ５０
４．４の各遺伝子は、線虫において脂肪の蓄積に関与することが知られている。しかしな
がら、哺乳動物の間葉系幹細胞において、前記ｅｌｋ１遺伝子、前記ｄｂｉ遺伝子、前記
ｍａｐ４ｋ４遺伝子の発現を抑制した場合に、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化が促進
されること、特に、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化が促進されつつ、間葉系幹細胞か
ら脂肪細胞への分化が抑制されることは、従来全く知られていない。
【００１４】
　前記ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子の塩基配列は、例えば、ヒ
ト、マウスにおいて公知であり、その配列はＧｅｎｅＢａｎｋ（ＮＣＢＩ）などの公共の
データベースを通じて容易に入手することができる（例えば、ヒトｅｌｋ１遺伝子：ＮＣ
ＢＩ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＮＭ＿００１１１４１２３、ヒトｄｂｉ遺伝
子：ＮＣＢＩ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＮＭ＿００１０７９８６２、ヒトｍ
ａｐ４ｋ４遺伝子：ＮＣＢＩ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＮＭ＿００４８３４
）。また、公共データベースにその配列が登録されていない哺乳動物の場合には、常法に
より、配列が既知の哺乳動物の遺伝子との相同性を利用して、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺
伝子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子をクローニングし、配列を決定することができる。
【００１５】
－発現を抑制する核酸鎖－
　ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子（適宜、「標的遺伝子」と称す
る。）のうちいずれかの発現を抑制するための核酸鎖（以下、単に「核酸鎖」と称する。
）としては、特に制限はなく、遺伝子発現の抑制に用いられる公知の核酸鎖の中から、目
的に応じて適宜選択することができ、例えば、ｓｉＲＮＡ、ｓｈＲＮＡ、ｍｉＲＮＡ、ア
ンチセンスＲＮＡ、アンチセンスＤＮＡなどが挙げられる。中でも、遺伝子の発現抑制効
果が高い点で、ｓｉＲＮＡが好ましい。
【００１６】
　前記ｓｉＲＮＡとは、１８～２９塩基長の小分子二本鎖ＲＮＡであり、前記ｓｉＲＮＡ
のアンチセンス鎖（ガイド鎖）と相補的な配列をもつ標的遺伝子のｍＲＮＡを切断し、標
的遺伝子の発現を抑制する機能を有する。
　前記ｓｉＲＮＡは、標的配列に対応するヌクレオチド配列に対応するセンス鎖と、前記
センス鎖に相補的なヌクレオチド配列を有するアンチセンス鎖とを含んでなる。前記標的
配列としては、前記ｅｌｋ１遺伝子、前記ｄｂｉ遺伝子及び前記ｍａｐ４ｋ４遺伝子のう
ちいずれか１つの遺伝子の、部分配列であれば特に制限はなく、目的に応じて標的配列を
選択することができる。
　前記ｓｉＲＮＡの末端構造としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、平滑末端を有するものであってもよいし、突出末端（オーバーハング）
を有するものであってもよい。
【００１７】
　前記ｓｈＲＮＡとは、１８～２９塩基程度のｄｓＲＮＡ領域と３～９塩基程度のｌｏｏ
ｐ領域を含む一本鎖ＲＮＡであるが、ｓｈＲＮＡは、生体内で発現されることにより、塩
基対を形成してヘアピン状の二本鎖ＲＮＡとなる。その後、ｓｈＲＮＡはＤｉｃｅｒ（Ｒ
Ｎａｓｅ　ＩＩＩ酵素）により切断されて、ｓｉＲＮＡとなり、標的遺伝子の発現抑制に
機能することができる。
　前記ｓｈＲＮＡの末端構造としても、前記ｓｉＲＮＡ同様、特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができ、例えば、平滑末端を有するものであってもよいし、突出末
端（オーバーハング）を有するものであってもよい。
【００１８】
　前記ｍｉＲＮＡは、細胞内在性の、２０～２５塩基程度の非コードＲＮＡである。ｍｉ
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ＲＮＡは、ゲノムＤＮＡ上のｍｉＲＮＡ遺伝子から、まず数百～数千塩基程度の長さの一
次転写物（ｐｒｉ－ｍｉＲＮＡ）として転写され、次いで、プロセシングを受け、約６０
～７０塩基程度のヘアピン構造を有するｐｒｅ－ｍｉＲＮＡとなる。その後、核から細胞
質内に移り、更にプロセシングを受けて、２０～２５塩基程度の二本鎖の成熟ｍｉＲＮＡ
となる。成熟ｍｉＲＮＡは、そのうちの一本鎖がＲＩＳＣと呼ばれるタンパク質と複合体
を形成し、標的遺伝子のｍＲＮＡに作用することで、標的遺伝子の翻訳を阻害する働きを
することが知られている。
【００１９】
　前記アンチセンスＲＮＡ又はアンチセンスＤＮＡは、前記ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝
子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子のうちいずれかの遺伝子から転写されるｍＲＮＡと相補的な塩
基配列を有するＲＮＡ又はＤＮＡである。
【００２０】
　前記核酸鎖は、目的に応じて適宜修飾を施していてもよい。例えば、核酸分解酵素（ヌ
クレアーゼ）に対する耐性を付与し、培養液中や生体中における安定性を向上させる等の
目的から、前記核酸鎖に、２’Ｏ－ｍｅｔｈｙｌ化修飾や、ホスホロチオエート化（Ｓ化
）修飾、ＬＮＡ（Ｌｏｃｋｅｄ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ）修飾等を施すことができる
。また、例えば、細胞への導入効率を高める等の目的から、前記核酸鎖の末端に、ナノ粒
子、コレステロール、細胞膜通過ペプチド等の修飾を施すこともできる。なお、前記核酸
鎖にこのような修飾を施す方法としては、特に制限はなく、従来公知の手法を適宜利用す
ることができる。
　前記核酸鎖は、１種類単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
　前記骨芽細胞分化促進剤中の、前記有効成分（核酸鎖）の含有量としては、特に制限は
なく、目的に応じて適宜選択することができる。また、前記骨芽細胞分化促進剤は、前記
有効成分（核酸鎖）そのものであってもよい。
【００２１】
　前記核酸鎖は、既存のＤＮＡ／ＲＮＡ自動合成装置等を利用して化学的に合成すること
ができる。また、市販品を入手することもできるし、各核酸鎖の合成受託会社に合成を依
頼することにより入手することもできる。また、各核酸鎖の発現ベクターを構築し、前記
発現ベクターを細胞内に導入することにより、細胞内の反応を利用して前記核酸鎖を作製
することもできる。
　特に前記核酸鎖がｓｉＲＮＡの場合には、所望のセンス鎖とアンチセンス鎖とに相当す
る１８～２９塩基長の一本鎖ＲＮＡを、それぞれ既存のＤＮＡ／ＲＮＡ自動合成装置等を
利用して化学的に合成し、それらをアニーリングすることにより作製することができる。
【００２２】
　前記核酸鎖が、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を促進するか否かは、例えば、前記
核酸鎖を、哺乳動物の間葉系幹細胞に導入したときに、前記核酸鎖を導入しない細胞（コ
ントロール）と比べて、細胞内のＡＬＰ（アルカリフォスファターゼ）タンパク質の活性
が亢進されたか否かを検討することによって確認することができる。
　前記導入方法としては、特に制限はなく、公知の手法の中から目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、トランスフェクション試薬を用いる方法、エレクトロポレーショ
ンによる方法、磁気粒子を用いる方法、ウイルス感染を利用する方法などが挙げられる。
【００２３】
＜その他の成分＞
　前記その他の成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、前記有効成分を所望の濃度に希釈等するための、水、各種緩衝液などが挙げられ
る。
　また、前記その他の成分としては、間葉系幹細胞に前記有効成分を導入するための、導
入用試薬なども挙げられる。前記導入用試薬としては、特に制限はなく、目的に応じて適
宜選択することができるが、例えば、Ｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎ　２０００（Ｉｎｖｉｔ
ｒｏｇｅｎ社）などが挙げられる。
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　前記骨芽細胞分化促進剤中の、前記その他の成分の含有量としても、特に制限はなく、
目的に応じて適宜選択することができる。
【００２４】
　前記骨芽細胞分化促進剤の使用方法としては、特に制限はなく、例えば、前記骨芽細胞
分化促進剤を間葉系幹細胞に導入することにより使用することができる。前記骨芽細胞分
化促進剤の間葉系幹細胞への導入方法としては、特に制限はなく、例えば、従来公知の核
酸導入方法を適宜利用することができる。
【００２５】
　前記間葉系幹細胞の入手方法としても、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができ、例えば、個体の骨髄等から単離することにより得ることもできるし、或いは、
既にクローン化された間葉系幹細胞として各種機関から入手することもできる。このよう
な既にクローン化された間葉系幹細胞としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができるが、例えば、マウスの細胞として、マウスＳＴ２細胞、マウスＮＲＧ細
胞、マウスＤＦＡＴ－Ｄ１細胞などが挙げられる。前記マウスＳＴ２細胞及び前記マウス
ＮＲＧ細胞は、それぞれ独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター（ＢＲＣ）か
ら入手可能である。
【００２６】
　前記骨芽細胞分化促進剤によれば、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子、ｍａｐ４ｋ４遺伝
子のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現を抑制する核酸鎖を有効成分として含むので、
間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を好適に促進することができ、特に、間葉系幹細胞か
ら骨芽細胞の分化を好適に促進しつつ、脂肪細胞への分化を好適に抑制することができる
。
　したがって、前記骨芽細胞分化促進剤は、例えば、間葉系幹細胞、骨芽細胞、脂肪細胞
の分化機構を研究するための試薬として、更には、後述する本発明の骨形成促進剤、骨粗
鬆症の治療薬、抗肥満薬として、好適に利用可能である。
【００２７】
（骨芽細胞分化抑制剤）
　本発明の骨芽細胞分化抑制剤は、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子、ｖｄｐ遺伝子
のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現を抑制する核酸鎖を有効成分として含み、更に必
要に応じてその他の成分を含有してなる。
【００２８】
＜有効成分＞
－ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子、ｖｄｐ遺伝子－
　前記骨芽細胞分化抑制剤における前記ｏｓｂｐｌ２遺伝子、前記ｒａｂ７遺伝子、前記
ｖｄｐ遺伝子は、それぞれ、線虫の遺伝子Ｆ１４Ｈ８．１、Ｗ０３Ｃ９．３、Ｋ０９Ｂ１
１．９のホモログ遺伝子である。前記Ｆ１４Ｈ８．１、前記Ｗ０３Ｃ９．３、前記Ｋ０９
Ｂ１１．９の各遺伝子は、線虫において脂肪の蓄積に関与することが知られている。しか
しながら、哺乳動物の間葉系幹細胞において、前記ｏｓｂｐｌ２遺伝子、前記ｒａｂ７遺
伝子、前記ｖｄｐ遺伝子の発現を抑制した場合に、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化が
抑制されること、特に、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化が抑制されつつ、間葉系幹細
胞から脂肪細胞への分化が抑制されることは、従来全く知られていない。
【００２９】
　前記ｏｓｂｐｌ２遺伝子、前記ｒａｂ７遺伝子、前記ｖｄｐ遺伝子の塩基配列は、例え
ば、ヒト、マウスにおいて公知であり、その配列はＧｅｎｅＢａｎｋ（ＮＣＢＩ）などの
公共のデータベースを通じて容易に入手することができる（例えば、ヒトｏｓｂｐｌ２遺
伝子：ＮＣＢＩ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＮＭ＿０１４８３５、ヒトｒａｂ
７遺伝子：ＮＣＢＩ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＮＭ＿００４６３７、ヒトｖ
ｄｐ遺伝子：ＮＣＢＩ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＮＭ＿００３７１５）。ま
た、公共データベースにその配列が登録されていない哺乳動物の場合には、常法により、
配列が既知の哺乳動物の遺伝子との相同性を利用して、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺
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伝子、ｖｄｐ遺伝子をクローニングし、配列を決定することができる。
【００３０】
－発現を抑制する核酸鎖－
　前記発現を抑制するための核酸鎖については、標的とする塩基配列が、ｏｓｂｐｌ２遺
伝子、ｒａｂ７遺伝子、ｖｄｐ遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の塩基配列であるこ
と以外は、前記骨芽細胞分化促進剤の項目で説明したものと同様である。
【００３１】
　前記核酸鎖が、間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を抑制するか否かは、例えば、前記
核酸鎖を、哺乳動物の間葉系幹細胞に導入したときに、前記核酸鎖を導入しない細胞（コ
ントロール）と比べて、細胞内のＡＬＰ（アルカリフォスファターゼ）タンパク質の活性
が減少したか否かを検討することによって確認することができる。
　前記導入方法としては、特に制限はなく、公知の手法の中から目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、トランスフェクション試薬を用いる方法、エレクトロポレーショ
ンによる方法、磁気粒子を用いる方法、ウイルス感染を利用する方法などが挙げられる。
【００３２】
＜その他の成分＞
　前記その他の成分については、前記骨芽細胞分化促進剤の項目で説明したものと同様で
ある。
【００３３】
　前記骨芽細胞分化抑制剤の使用方法、及び適用対象となる間葉系幹細胞については、前
記骨芽細胞分化促進剤の項目で説明したものと同様である。
【００３４】
　前記骨芽細胞分化抑制剤によれば、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子、ｖｄｐ遺伝
子のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現を抑制する核酸鎖を有効成分として含むので、
間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を好適に抑制することができ、特に、間葉系幹細胞か
ら骨芽細胞の分化を好適に抑制しつつ、脂肪細胞への分化を好適に抑制することができる
。
　したがって、前記骨芽細胞分化抑制剤は、例えば、間葉系幹細胞、骨芽細胞、脂肪細胞
の分化機構を研究するための試薬として好適に利用可能である。
【００３５】
（骨形成促進剤、骨粗鬆症の治療薬、抗肥満薬）
　本発明の骨形成促進剤、骨粗鬆症の治療薬及び抗肥満薬は、前記した本発明の骨芽細胞
分化促進剤を含有し、更に必要に応じてその他の成分を含有してなる。
【００３６】
＜骨芽細胞分化促進剤＞
　前記骨芽細胞分化促進剤としては、前記した本発明の骨芽細胞分化促進剤の項目に記載
した通りである。
　前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬、前記抗肥満薬における、前記骨芽細胞分化
促進剤の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。ま
た、前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬は、前記骨芽細胞分化促
進剤そのものであってもよい。
【００３７】
＜その他の成分＞
　前記その他の成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、医薬的に許容され得る担体などが挙げられる。前記担体としても、特に制限はな
く、例えば、前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬の剤型等に応じ
て適宜選択することができる。また、前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記
抗肥満薬中の前記その他の成分の含有量としても、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択することができる。
【００３８】
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　前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬の剤型としては、特に制限
はなく、例えば、後述するような所望の投与方法に応じて適宜選択することができ、例え
ば、経口固形剤（錠剤、被覆錠剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤等）、経口液剤（内服液剤
、シロップ剤、エリキシル剤等）、注射剤（溶液、懸濁液、用事溶解用固形剤等）、軟膏
剤、貼付剤、ゲル剤、クリーム剤、外用散剤、スプレー剤、吸入散剤などが挙げられる。
【００３９】
　前記経口固形剤としては、例えば、前記骨芽細胞分化促進剤に、賦形剤、更には必要に
応じて結合剤、崩壊剤、滑沢剤、着色剤、矯味・矯臭剤等の添加剤を加え、常法により製
造することができる。
　前記賦形剤としては、例えば、乳糖、白糖、塩化ナトリウム、ブドウ糖、デンプン、炭
酸カルシウム、カオリン、微結晶セルロース、珪酸などが挙げられる。前記結合剤として
は、例えば、水、エタノール、プロパノール、単シロップ、ブドウ糖液、デンプン液、ゼ
ラチン液、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプ
ロピルスターチ、メチルセルロース、エチルセルロース、シェラック、リン酸カルシウム
、ポリビニルピロリドンなどが挙げられる。前記崩壊剤としては、例えば、乾燥デンプン
、アルギン酸ナトリウム、カンテン末、炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウム、ラウリル
硫酸ナトリウム、ステアリン酸モノグリセリド、乳糖などが挙げられる。前記滑沢剤とし
ては、例えば、精製タルク、ステアリン酸塩、ホウ砂、ポリエチレングリコールなどが挙
げられる。前記着色剤としては、例えば、酸化チタン、酸化鉄などが挙げられる。前記矯
味・矯臭剤としては、例えば、白糖、橙皮、クエン酸、酒石酸などが挙げられる。
【００４０】
　前記経口液剤としては、例えば、前記骨芽細胞分化促進剤に、矯味・矯臭剤、緩衝剤、
安定化剤等の添加剤を加え、常法により製造することができる。
　前記矯味・矯臭剤としては、例えば、白糖、橙皮、クエン酸、酒石酸などが挙げられる
。前記緩衝剤としては、例えば、クエン酸ナトリウムなどが挙げられる。前記安定化剤と
しては、例えば、トラガント、アラビアゴム、ゼラチンなどが挙げられる。
【００４１】
　前記注射剤としては、例えば、前記骨芽細胞分化促進剤に、ｐＨ調節剤、緩衝剤、安定
化剤、等張化剤、局所麻酔剤等を添加し、常法により皮下用、筋肉内用、静脈内用等の注
射剤を製造することができる。
　前記ｐＨ調節剤及び前記緩衝剤としては、例えば、クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウ
ム、リン酸ナトリウムなどが挙げられる。前記安定化剤としては、例えば、ピロ亜硫酸ナ
トリウム、ＥＤＴＡ、チオグリコール酸、チオ乳酸などが挙げられる。前記等張化剤とし
ては、例えば、塩化ナトリウム、ブドウ糖などが挙げられる。前記局所麻酔剤としては、
例えば、塩酸プロカイン、塩酸リドカインなどが挙げられる。
【００４２】
　前記軟膏剤としては、例えば、前記骨芽細胞分化促進剤に、公知の基剤、安定剤、湿潤
剤、保存剤等を配合し、常法により混合し、製造することができる。
　前記基剤としては、例えば、流動パラフィン、白色ワセリン、サラシミツロウ、オクチ
ルドデシルアルコール、パラフィンなどが挙げられる。前記保存剤としては、例えば、パ
ラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピルなど
が挙げられる。
【００４３】
　前記貼付剤としては、例えば、公知の支持体に前記軟膏剤としてのクリーム剤、ゲル剤
、ペースト剤等を、常法により塗布し、製造することができる。前記支持体としては、例
えば、綿、スフ、化学繊維からなる織布、不織布、軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリ
ウレタン等のフィルム、発泡体シートなどが挙げられる。
【００４４】
＜投与＞
　前記骨形成促進剤は、含有される前記骨芽細胞分化促進剤の作用により、骨の形成を促
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進することができ、特に、脂肪の蓄積を低減しつつ、骨の形成を促進することができるの
で、例えば、骨粗鬆症、骨形成不全、発達期における成長阻害などの予防乃至治療に好適
である。
　前記骨粗鬆症の治療薬は、含有される前記骨芽細胞分化促進剤の作用により、骨の形成
を促進することができ、特に、脂肪の蓄積を低減しつつ、骨の形成を促進することができ
るので、骨粗鬆症の予防乃至治療に好適である。骨粗鬆症の中でも、特に、老人性骨粗鬆
症の予防乃至治療に好適である。
　前記抗肥満薬は、含有される前記骨芽細胞分化促進剤の作用により、骨の形成を促進し
つつ、脂肪の蓄積を低減することができるので、例えば、肥満、糖尿病、高脂血症、高血
圧、メタボリック症候群などの予防乃至治療に好適である。
【００４５】
　前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬の投与対象動物としては、
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ヒト、マウス、ラット
、ウシ、ブタ、サル、イヌ、ネコなどが挙げられるが、これらの中でも、ヒトが特に好ま
しい。
【００４６】
　前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬の投与方法としては、特に
制限はなく、例えば、前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬の剤型
、疾患の種類、患者の状態等に応じて、局所投与、全身投与のいずれかを選択することが
できる。例えば、局所投与においては、前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前
記抗肥満薬を、所望の部位に直接注入することにより投与することができる。前記注入に
は、注射等の従来公知の手法を適宜利用することができる。また、全身投与（例えば、経
口投与、腹腔内投与、血液中への投与等）においては、前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症
の治療薬及び前記抗肥満薬の有効成分（核酸鎖）が所望の部位まで安定に、かつ効率良く
送達されるよう、従来公知の薬剤送達技術を適宜応用することが好ましい。
【００４７】
　前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬の投与量としては、特に制
限はなく、投与対象である患者の年齢、体重、所望の効果の程度等に応じて適宜選択する
ことができるが、例えば、成人への１日の投与あたり、有効成分（核酸鎖）の量として、
１～１００ｍｇが好ましい。
　また、前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬の投与回数としても
、特に制限はなく、投与対象である患者の年齢、体重、所望の効果の程度等に応じて、適
宜選択することができる。
【００４８】
　前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬の投与時期としては、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、前記疾患に対して、予防的
に投与されてもよいし、治療的に投与されてもよい。中でも、前記骨形成促進剤、前記骨
粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬は、骨形成作用に優れ、かつ、脂肪蓄積抑制作用に優れ
ることから、前記骨形成促進剤、前記骨粗鬆症の治療薬及び前記抗肥満薬は、前記疾患の
出来る限り早期の段階に投与されることが望ましいと考えられる。
【００４９】
（第１のスクリーニング方法）
　本発明の第１のスクリーニング方法は、骨芽細胞への分化を促進し、かつ、脂肪細胞へ
の分化を抑制する作用を有する物質のスクリーニング方法であって、ｅｌｋ１遺伝子、ｄ
ｂｉ遺伝子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現の抑制を指標
とすることを特徴とする。
【００５０】
　前記第１のスクリーニング方法としては、例えば、（ａ）間葉系幹細胞に被験物質を投
与する工程、（ｂ）被験物質を投与された間葉系幹細胞、及び、被験物質を投与されない
間葉系幹細胞における、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子のうち少



(11) JP 2010-30956 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

なくとも１つの遺伝子の、発現量を測定する工程、（ｃ）被験物質を投与されない間葉系
幹細胞に比べ、被験物質を投与された間葉系幹細胞の方で、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝
子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の発現量が抑制されている場合
に、その被験物質を選択する工程、を含む方法などが挙げられる。
【００５１】
－（ａ）工程－
　前記（ａ）工程における被験物質としては、特に制限はなく、各種候補物質の中から、
目的に応じて適宜選択することができる。前記被験物質の投与方法としては、特に制限は
なく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、細胞へのトランスフェクション、
実験動物の組織への投与などが挙げられる。
【００５２】
－（ｂ）工程－
　前記（ｂ）工程における、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子のう
ち少なくとも１つの遺伝子の、発現量を測定する方法としては、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択することができ、例えば、ｍＲＮＡレベルの発現量の測定、タンパクレベ
ルの発現量の測定、などが挙げられる。ｍＲＮＡレベルの発現量の評価方法及びタンパク
レベルの発現量の測定方法は、公知の方法の中から、目的に応じて適宜選択することがで
き、例えば、ｍＲＮＡに特異的に結合するプローブ、プライマーを利用する方法、タンパ
ク質に特異的に結合する抗体を利用する方法などが挙げられる。
【００５３】
－（ｃ）工程－
　前記（ｃ）工程において、被験物質を投与されない間葉系幹細胞に比べ、被験物質を投
与された間葉系幹細胞の方で、ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子及びｍａｐ４ｋ４遺伝子の
うち少なくとも１つの遺伝子の発現量が抑制されている場合には、前記被験物質が骨芽細
胞の分化を促進し、かつ、脂肪細胞の分化を抑制する物質として、選択することができる
。
　なお、発現量の比較を行う場合には、前記ｅｌｋ１遺伝子、前記ｄｂｉ遺伝子及び前記
ｍａｐ４ｋ４遺伝子のうち、いずれかの遺伝子の発現量のみを比較してもよく、２つ以上
の遺伝子の発現量を組合せて比較してもよい。
【００５４】
（第２のスクリーニング方法）
　本発明の第２のスクリーニング方法は、骨芽細胞への分化を抑制し、かつ、脂肪細胞へ
の分化を抑制する作用を有する物質のスクリーニング方法であって、ｏｓｂｐｌ２遺伝子
、ｒａｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の、発現の抑制を指標
とすることを特徴とする。
【００５５】
　前記第２のスクーニング方法としては、例えば、（ａ）間葉系幹細胞に被験物質を投与
する工程、（ｂ）被験物質を投与された間葉系幹細胞、及び、被験物質を投与されない間
葉系幹細胞における、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子のうち少な
くとも１つの遺伝子の、発現量を測定する工程、（ｃ）被験物質を投与されない間葉系幹
細胞に比べ、被験物質を投与された間葉系幹細胞の方で、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７
遺伝子及びｖｄｐ遺伝子のうち少なくとも１つの遺伝子の発現量が抑制されている場合に
、その被験物質を選択する工程、を含む方法などが挙げられる。
【００５６】
－（ａ）工程－
　前記（ａ）工程における被験物質としては、特に制限はなく、各種候補物質の中から、
目的に応じて適宜選択することができる。前記被験物質の投与方法としては、特に制限は
なく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、細胞内へのトランスフェクション
、実験動物の組織への投与などが挙げられる。
【００５７】
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－（ｂ）工程－
　前記（ｂ）工程における、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子のう
ち少なくとも１つの遺伝子の、発現量を測定する方法としては、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択することができ、例えば、ｍＲＮＡレベルの発現量の測定、タンパクレベ
ルの発現量の測定、などが挙げられる。ｍＲＮＡレベルの発現量の評価方法及びタンパク
レベルの発現量の測定方法は、公知の方法の中から、目的に応じて適宜選択することがで
き、例えば、ｍＲＮＡに特異的に結合するプローブ、プライマーを利用する方法、タンパ
ク質に特異的に結合する抗体を利用する方法などが挙げられる。
【００５８】
－（ｃ）工程－
　前記（ｃ）工程において、被験物質を投与されない間葉系幹細胞に比べ、被験物質を投
与された間葉系幹細胞の方で、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７遺伝子及びｖｄｐ遺伝子の
うち少なくとも１つの遺伝子の発現量が抑制されている場合には、前記被験物質が間葉系
幹細胞から骨芽細胞の分化を抑制し、かつ、脂肪細胞の分化を抑制する物質として、選択
することができる。
　なお、発現量の比較を行う場合には、前記ｏｓｂｐｌ２遺伝子、前記ｒａｂ７遺伝子及
び前記ｖｄｐ遺伝子のうち、いずれかの遺伝子の発現量のみを比較してもよく、２つ以上
の遺伝子の発現量を組合せて比較してもよい。
【実施例】
【００５９】
　以下に本発明の実施例を説明するが、本発明は、これらの実施例に何ら限定されるもの
ではない。
【００６０】
　下記実施例１及び２は、線虫のマウスホモログ遺伝子が、間葉系幹細胞から脂肪細胞へ
の分化を抑制すると同時に、骨芽細胞への分化を促進又は抑制することを示した実施例で
ある。
【００６１】
＜実施例１＞
－脂肪細胞分化誘導－
－－ｓｉＲＮＡの調製及び細胞への添加－－
　ｅｌｋ１遺伝子、ｄｂｉ遺伝子、ｍａｐ４ｋ４遺伝子、ｏｓｂｐｌ２遺伝子、ｒａｂ７
遺伝子及びｖｄｐ遺伝子の発現を抑制する二本鎖ＲＮＡとネガティブコントロールは、Ａ
ｍｂｉｏｎ（Ａｕｓｔｉｎ、テキサス州）及びＱＩＡＧＥＮでそれぞれ購入した。
　前記二本鎖ＲＮＡ約１５０ｎｇとリポフェクトアミン２０００試薬（Ｉｎｖｉｔｒｏｇ
ｅｎ）２μｌを添付のプロトコールに従い混和して調製した。
【００６２】
　細胞株として、マウス脂肪細胞由来の前駆脂肪細胞株（本発明において、「間葉系幹細
胞」に相当する。）である、ＤＦＡＴ－Ｄ１細胞（日本大学・加野浩一郎博士より譲渡い
ただいた。）を用いた。ＤＦＡＴ－Ｄ１細胞は、１０％ＦＢＳを含有するＤＭＥＭ培地で
３７℃、ＣＯ２濃度５％の条件下で１日間培養し、３００,０００個／ｍｌの濃度で２４
ウェルプレートに播種した。上記二本鎖ＲＮＡを含有する混和した溶液を１ウェルあたり
最終濃度２０ｎＭとなるように添加した。４時間後に培養液を脂肪細胞分化誘導培地とし
て調製した１０％ＦＢＳ、０．５ｍＭ　３－イソブチル－１－メチルキサンチン、０．２
５μＭデキサメタゾン、５μｇ／ｍｌインスリン、及び１μＭ　ｒｏｓｉｇｌｉｔａｚｏ
ｎｅを含有するＤＭＥＭ培地に交換した。脂肪細胞分化誘導培地に交換した日を０日目と
した。
【００６３】
－－脂肪細胞への分化誘導及び遺伝子発現量の測定－－
　脂肪細胞分化誘導培地に交換して３７℃、５％ＣＯ２濃度の条件下で２日間培養した後
、０．１％トリプシン溶液を用いてＤＦＡＴ－Ｄ１細胞を回収し、ｔｏｔａｌＲＮＡをＲ
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Ｎｅａｓｙカラム（Ｑｉａｇｅｎ、ドイツ）に添付のプロトコールに従い抽出した。抽出
したｔｏｔａｌＲＮＡを逆転写酵素により１ｓｔ　ｓｔｒａｎｄ　ｃＤＮＡを合成し、得
られた１ｓｔ　ｓｔｒａｎｄ　ｃＤＮＡを鋳型としてＲＴ－ＰＣＲを行い、遺伝子発現量
を測定した。遺伝子発現量の測定は、逆転写産物をテンプレートとしてＭｘ３０００Ｐ（
Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ、Ｌａ　Ｊｏｌｌａ、カリフォルニア州）とＰｏｗｅｒ　ＳＹＢＲ
　Ｇｒｅｅｎ　ＰＣＲ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｍｉｘ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ
、Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ、カリフォルニア州）を用いて添付のプロトコールに従い行っ
た。
【００６４】
－－Ｎｉｌｅ　Ｒｅｄによる脂肪染色－－
　脂肪細胞への分化誘導を確認するために、上記と同様に、脂肪細胞分化誘導培地に交換
して３７℃、５％ＣＯ２濃度の条件下で４日間培養したＤＦＡＴ－Ｄ１細胞をＮｉｌｅ　
Ｒｅｄを用いて細胞内に蓄積した脂肪を染色した。
　まず、４日間培養したＤＦＡＴ－Ｄ１細胞を回収し、ＰＢＳで３回洗浄した後、１０％
ホルマリンを含有するリン酸緩衝液で固定し、１時間室温に放置した。Ｎｉｌｅ　Ｒｅｄ
をアセトンに溶解し、最終的に１ｇ／ｍｌとなるようにＰＢＳで調製したものを固定した
ＤＦＡＴ－Ｄ１細胞に加えて、室温で１０分間培養した。その後、蛍光顕微鏡により蛍光
強度脂肪蓄積の増減を確認すると共に、Ｎｉｌｅ　Ｒｅｄの発光量を、Ｗａｌｌａｃ　１
４２０　Ｍｕｌｔｉｌａｂｅｌ　ｃｏｕｎｔｅｒ（ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ　Ｌｉｆｅ　
ａｎｄ　Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｔｕｒｋｕ，　Ｆｉｎｌａｎｄ）で
測定した（ｅｘｃｉｔａｔｉｏｎ　４８５ｎｍ；ｅｍｉｓｓｉｏｎ　５３５ｎｍ）。結果
を図１に示す。
　なお、図１中、「ＮＣ」は、ネガティブコントロール、すなわち影響がないことがわか
っている対照区を表す。
【００６５】
＜実施例２＞
－骨芽細胞分化誘導－
－－ｓｉＲＮＡの調製及び細胞への添加－－
　実施例１と同様の方法によりｓｉＲＮＡの調製を行った。更に、脂肪細胞分化誘導と同
様に、細胞株としてＤＦＡＴ－Ｄ１を用いた。ＤＦＡＴ－Ｄ１細胞は、１０％ＦＢＳを含
有するＤＭＥＭ培地で、３７℃、ＣＯ２濃度５％の条件下で培養した。上記二本鎖ＲＮＡ
を含有する混和した溶液を２０ｎＭとなるようにＤＦＡＴ－Ｄ１細胞の培養液に直接加え
た。４時間後に培養液を骨芽細胞分化誘導培地として調製した１０％ＦＢＳ、及び１００
ｎｇ／ｍｌのＢＭＰ４を含有するＤＭＥＭ培地に交換した。骨芽細胞分化誘導培地に交換
した日を０日目とした。
【００６６】
－－骨芽細胞への分化誘導及び遺伝子発現量の測定－－
　骨芽細胞分化誘導培地に交換して３７℃、５％ＣＯ２濃度の条件下で１日間培養した後
、０．１％トリプシン溶液を用いてＤＦＡＴ－Ｄ１細胞を回収し、上記と同様にｔｏｔａ
ｌＲＮＡを抽出した後２本鎖ｃＤＮＡを得て遺伝子発現量の測定を行った。遺伝子発現量
の測定は、１．１と同様に、逆転写産物をテンプレートとしてＭｘ３０００Ｐ（Ｓｔｒａ
ｔａｇｅｎｅ、Ｌａ　Ｊｏｌｌａ、カリフォルニア州）とＰｏｗｅｒ　ＳＹＢＲ　Ｇｒｅ
ｅｎ　ＰＣＲ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｍｉｘ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ、Ｆｏｓ
ｔｅｒ　Ｃｉｔｙ、カリフォルニア州）を用いて添付のプロトコールに従い行った。
【００６７】
－－アルカリフォスファターゼ染色－－
　骨芽細胞への分化誘導を確認するために、上記と同様に、骨芽細胞分化誘導培地に交換
して３７℃、５％ＣＯ２濃度の条件下で６日間培養したＤＦＡＴ－Ｄ１細胞をアルカリフ
ォスファターゼ染色法により分析した。
　ＤＦＡＴ－Ｄ１細胞をＰＢＳで３回洗浄した後、１０％ホルマリン溶液を細胞に加えて
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室温で２０分間放置し、アセトンとエタノールを等量含んだ溶液で１分間固定し、ＰＢＳ
で洗浄した。ＤＦＡＴ－Ｄ１細胞を固定した。
　次いで、アルカリフォスファターゼ染色溶液として、１ｍｇのＮａｐｈｔｈｏｌ　ＡＳ
－ＭＸ（Ｓｉｇｍａ、セントルイス　ミズリー州）を５０μｌのＮ，Ｎ－ジメチルホルム
アミド（和光純薬、日本）に溶解し、２ｍＭのＭｇＣｌ２を含有する１０ｍｌの０．１Ｍ
Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．５）に溶解させて、さらに、６ｍｇのＦａｓｔ　ｂｌ
ｕｅ　ＢＢ　ｓａｌｔ（Ｓｉｇｍａ、セントルイス　ミズリー州）を加えて、４５μｍの
フィルターで濾過したものを、固定したＤＦＡＴ－Ｄ１細胞に加えて、３７℃で２０分間
培養した。その後、光学顕微鏡を用いて染色された領域を観察し、骨芽細胞蓄積の増減を
確認した。
　一方で、上記固定したＤＦＡＴ－Ｄ１細胞について、ｐＮＰＰ　ｓｏｌｕｔｉｏｎを加
えて３０分間室温で培養し、分光光度計を用いて加水分解されたｐＮＰＰを測定した（波
長４０５ｎｍ）。結果を図２に示す。
　なお、図２中、「ＮＣ」は、ネガティブコントロール、すなわち影響がないことがわか
っている対照区を表す。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明の骨芽細胞分化促進剤及び抑制剤は、間葉系幹細胞、骨芽細胞、脂肪細胞の分化
機構を研究するための試薬として好適に利用できる。更に、本発明の骨芽細胞分化促進剤
は、骨形成促進剤、骨粗鬆症の治療薬、抗肥満薬として好適に利用できる。
　また、本発明のスクリーニング方法により探索される物質は、間葉系幹細胞、骨芽細胞
、脂肪細胞の分化機構を研究するための試薬、医薬などとして利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】図１は、実施例１の結果を示す図である。
【図２】図２は、実施例２の結果を示す図である。
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