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骨形成誘導活性を有する新規抗腫瘍薬の開発
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Abstract：In the bone marrow microenvironment, bone homeostasis is maintained by a balance
between bone resorption by osteoclasts and bone formation by osteoblasts. Multiple myeloma (MM)

is the most frequent malignancy that involves bone and is characterized by extensive osteolytic bone
destruction. MM cells induce osteoclastic bone resorption, and osteoclasts in turn enhance MM

cell growth and survival, thereby forming a vicious cycle between bone destruction and myeloma
expansion. Besides enhanced bone resorption, bone formation is suppressed in MM by factors derived

from MM cells and bone microenvironment. However, despite of recent advances in the treatment

of MM, MM still remains incurable, therefore, novel treatment modalities targeting bone disease are
urgently wanted.

In this review, I would like to show the role of p62-ZZ domain and Pim-2 in bone marrow

microenvironment in MM, and the efficacy of inhibitors of these molecules as the bone anabolic
actions in MM.

はじめに

性であり，骨転移による骨折は激しい疼痛による生活の

骨微小環境において，通常破骨細胞と骨芽細胞による

質の低下に加え，運動機能の障害による日常生活動作の

細胞間相互作用により骨量が維持されている。多発性骨

低下をもたらすことから，癌の骨浸潤や骨転移は進行性

髄腫や乳癌のなどの骨転移癌は，骨髄微小環境に依存し

癌患者にとって最大の脅威のひとつとなっている。した

た進展を示し，正常な骨改造による骨量維持を破綻さ

がって，癌に伴う骨病変の発症・進展機序の解明のみな

せ，広範な骨破壊性病変を形成する。この骨改造の破綻

らず，腫瘍と骨病変の進展を防止し，特にこれまでの治

は，腫瘍細胞と骨髄微小環境から産生される様々な因子

療では困難であった骨破壊喪失部に骨再生をもたらすこ

により，破骨細胞の形成促進や活性化が亢進し，さらに

とのできる治療法の開発が，多発性骨髄腫や骨転移癌患

骨髄間質細胞の骨芽細胞分化を強力に抑制することで，

者に対する治療に残された重要な課題である。そのた

腫瘍増殖をもたらしながら，急速な骨喪失をももたら

め，我々は新規機序による腫瘍抑制とともに破骨細胞形

すという悪循環を形成している

1, 2）

。現在，これら骨破

壊性の癌に対しては新規薬の臨床応用により，癌患者の

成を抑制し骨再生をもたらす治療薬の開発を目指した研
究を進めている。

生命予後の改善が得られつつある。しかしながら，現有
の治療では依然治癒が困難であり，さらに骨喪失は進行
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p62 の結合ドメイン
Sequestosome 1（p62）はアダプター蛋白であり，NF-κB や p38 MAPK
経路など様々な細胞内情報伝達系を媒介するプラットフォームとして
作用する。各ドメインには，各種受容体のアダプター分子特異的に結
合するドメインがある。

１．p62-ZZ ドメインと骨髄腫の生存・増殖と骨髄腫骨
病変形成における役割

間質細胞を介した腫瘍進展や破骨細胞形成に重要な役割
を担っていることが明らかとなった 11）。

骨髄腫微小環境において，骨髄間質細胞は骨病変形

さらに，この研究を発展すべく，p62-ZZ ドメインの

成や腫瘍進展を促進する 3, 4, 5）。骨髄間質細胞は恒常的に

タンパク質３次元構造結晶解析を行い，ドッキングスタ

vascular cell adhesion molecule 1（VCAM-1）を発現してい

ディーによる薬剤設計とバーチャルスクリーニングの結

るが，骨髄腫骨微小環境においてはさらに高発現し

果，新規 p62-ZZ 特異的阻害剤（XRK3F2）を合成した。

antigen-4（VLA-4, α4β1 インテグリン）を高発現してい

κB 経路の活性化は抑制したが，IL-1β による NF-κB 経

ており，一方骨髄腫細胞はその受容体である very late
。骨髄腫細胞の VLA4 と骨髄間質細胞の VCAM-1

る

6, 7）

との接着は骨髄腫細胞の生存・増殖を促進させ治療抵抗

この阻害剤は骨髄間質細胞において，TNF-α による NF-

路の活性化は抑制しなかったことから，p62-ZZ ドメイ
ンの特異的阻害剤であることが明らかとなった。また，

性の獲得に重要な役割を演じているほか，骨髄間質細胞

骨髄間質細胞において XRK3F2 処理により TNF-α によ

of nuclear factor kappa-B ligand（RANKL）や Interleukin-6

細胞と骨髄間質細胞との接着も抑制された。骨髄間質細

からの Tumor necrosis factor-α（TNF-α），receptor activator

り誘導される VCAM-1 の発現誘導が抑制され，骨髄腫

（IL-6）などの産生を促進し，骨髄腫細胞の骨髄内の集

胞から産生される IL-6 は骨髄腫細胞の生存・増殖に重

積や生存・増殖・抗癌剤による治療抵抗性の獲得のみな

要な役割を担っているが，XRK3F2 処理により骨髄間質

らず，骨吸収促進を誘導する 8, 9）。骨髄間質細胞からの
このようなサイトカインの産生は NF-κB，p38 mitogen-

activated protein kinase（MAPK），Jun N-terminal kinase
（JNK）など様々な細胞内情報伝達系の活性化により惹
起される。

p62（Sequestosome 1）は主に６つのタンパク質結合ド

細胞からの IL-6 の産生も顕著に抑制された。一方，破
骨細胞形成においても，TNF-α による破骨細胞形成は
顕著に抑制したが RANKL による破骨細胞形成は一部抑
制した。また，TNF-α により誘導される骨髄間質細胞
からの RANKL 産生も XRK3F2 処理により抑制されたこ
とから，p62-ZZ 阻害は直接的に破骨細胞分化を抑制す

メインを持ち，複数のタンパク質との相互作用を介し

るだけでなく，骨髄間質細胞の RANKL 発現を介した破

て，前述した経路を含むさまざまな細胞内情報伝達系を

骨細胞形成も抑制すると考えられる。さらに，骨髄腫細

調節するいわばハブとして機能するタンパク質である
10）

（図１） 。我々は，これまでに骨髄腫骨髄間質細胞の
p62 が機能亢進し，骨髄間質細胞からの VCAM-1，IL-6
や RANKL 産生が誘導され，腫瘍進展や破骨細胞形成を
促進していることを報告した 10）。さらに，p62 のどのド
メインが主に上記因子を産生し，腫瘍進展や破骨細胞
形成促進に関与しているのかを，各ドメインの deletion
construct を作成し，p62 ノックアウトマウスより樹立し
た骨髄間質細胞へ導入したところ，ZZ ドメインが骨髄

胞株および骨髄腫患者より単離した CD138 陽性骨髄腫
細胞に XRK3F2 を処理すると，用量依存的に増殖を抑制
し，カスパーゼ依存性細胞死を誘導した。
２．p62-ZZ ドメイン特異的阻害剤を用いた骨髄腫治療
効果
これまでの検討で，XRK3F2 は骨髄腫のみならず，骨
髄微小環境を標的としうる治療薬の候補となりうること
が in vitro の実験系で明らかとなった。そこで，骨髄腫
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p62 の骨髄腫腫瘍進展と骨病変形成における役割
骨髄腫においては p62 の機能が恒常的に活性化している。骨髄腫における骨髄間質
細胞も p62-ZZ ドメインを介し，VCAM-1 や IL-6 の産生が制御され，腫瘍進展や治
療抵抗性に寄与しているのに加え，RANKL 発現も制御することで，破骨細胞形成
にも重要な役割を担っている。

モデルマウスを用いて，XRK3F2 の治療効果を検討した。

る遺伝子やタンパク質の網羅的な解析を行い，骨髄腫

りマウス骨髄腫細胞株 5TGM1 を移植し，腫瘍生着後，

ナーゼを見出した 13）。また，Pim-2 キナーゼは固形がん

モデルマウスは C57BL/KaLwRij マウスの脛骨近位端よ
XRK3F2 を 40 mg/kg/day ２週間腹腔内投与した。骨髄腫
の腫瘍マーカーである血清 IgG2b の濃度は治療群・非治
療群ともに変化はなかったが，興味深いことに XRK3F2

細胞において発現が大きく充進する因子として Pim-2 キ
に比べ造血器腫傷で高発現しており，さらに造血器腫
蕩の中でも特に骨髄腫細胞に構成的に高発現している
が，骨髄腫細胞を骨髄間質細胞や破骨細胞と共存させ

治療群においては病変部（腫瘍近傍）に顕著な骨形成が

ると骨髄問質細胞や破骨細胞が産生する JL-6 や BAFF，

XRK3F2 のみ投与しても，骨形成効果は認められなかっ

協調的に作用し骨髄腫細胞の Pim-2 発現は著明に増加

X 線学的・組織学的に認められた。一方，正常マウスに
た。骨髄腫細胞と骨髄間質細胞を共培養すると，骨髄
間質細胞および骨髄腫細胞からの TNF-α 産生が高まる

APRIL，TNF-α などの TNF ファミリーサイトカインが
し，骨髄腫細胞は抗アポトーシス活性を獲得しているこ
とがわかっており，Pim 阻害剤を用いた臨床治験は既に

が，XRK3F2 を処理するとこの上昇が抑制されることか

開始されている。

る TNF-α の産生の抑制によるものと考えられる。以上

４．Pim-2キナーゼの破骨細胞分化・活性化における役割

ら，in vivo での病変部の骨形成の回復は，XRK3F2 によ
より，p62-ZZ ドメインは骨髄腫の増殖のみならず，骨

また，我々は以前，骨髄腫細胞だけでなく骨髄間質細

病変形成を制御する枢軸的な因子であることが明らかと

胞においても骨髄腫細胞との相互作用により Pim-2 が発

なった（図２）。

現誘導され，Pim-2 が腫瘍進展と骨芽細胞分化の抑制を
もたらす重要なシグナルを媒介していることを報告し

３．Pim-2 キナーゼと骨髄腫の生存・増殖における役割
Pim キナーゼは増殖因子およびサイトカインに応答

た 14）。しかしながら，骨髄腫骨病変部における骨破壊へ

の Pim-2 の役割については不明であり，破骨細胞分化・

して誘導され機能するセリンスレオニンキナーゼであ

活性化における Pim-2 の役割については報告がなかった

り，細胞の生存・増殖および糖やアミノ酸の輸送やエネ

ため，詳細な検討を行った。

ルギー産生など細胞の機能や代謝に重要な役割を演じ
る 12）。多くのヒトの悪性腫蕩においてこれらの Pim キ
ナーゼの過剰発現が明らかになっており，われわれは，
骨病変部での骨髄腫細胞の治療抵抗性の獲得機序の解明
と新規治療標的の探索のために，骨髄間質細胞および破
骨細胞との共存により骨髄腫細胞において発現が変化す

組織学的解析において，骨髄腫モデルマウスの骨

病変部では，骨髄腫のみならず，カテプシン K 陽性

成熟破骨細胞でも Pim-2 の発現が認められた。また，
RAW264.7 細胞を用いた RANKL による破骨細胞分化系
においても，NFATc1 や c-fos などの破骨細胞分化マー
カーの上昇に伴って Pim-2 の発現も上昇することが明ら
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Pim-2 の骨髄腫腫瘍進展と骨病変形成における役割
骨髄腫においては，Pim-2 は恒常的に高発現しているが，微小環境側との相互作用
により，さらに発現が誘導される。骨髄腫骨髄微小環境において，Pim-2 は骨髄間
質細胞および破骨細胞にその発現が誘導され，骨形成を阻害し，骨吸収を促進する
重要な機能調節因子として作用している。

かとなり，この上昇は NF-κB シグナルにより誘導され

と同時に骨髄微小環境を標的とし得る骨病変改善作用を

ることが明らかとなった。

有する新規抗骨髄腫薬となりうることが考えられる。

割 を 検 討 す る た め に，Pim-2 阻 害 剤 で あ る SMI-16a を

５．治療薬としての展望

次 に， 破 骨 細 胞 分 化・ 活 性 化 に お け る Pim-2 の 役

RAW264.7 細胞に処理したところ，RANKL による破骨

現在，骨浸潤・骨転移癌がもたらす進行性の骨破壊や

細胞分化が顕著に抑制され，骨吸収能も顕著に抑制し

抗癌剤投与に伴うがん治療誘発性骨量減少に対し，骨吸

の結果であった。RANKL による破骨細胞分化において

ているが，破骨細胞から骨芽細胞への共役機構も抑制

Pim-2 阻害は NF-κB シグナル経路へは影響をしなかった

なっている顎骨壊死との関連性が指摘されている。ま

た。Pim-2 特異的 siRNA を用いた実験においても同様
は NF-κB シグナル経路が重要な役割を演じているが，

収抑制薬の denosumab や bisphosphonate が臨床応用され
してしまい，特に bisphosphonate は歯科領域でも問題に

ことから別の経路が考えられた。また，NFATc1 は破骨

た，最近臨床応用されたリコンビナント PTH は反復投

細胞分化におけるマスター制御因子であり，RANKL に

与にて骨肉腫の惹起させる危険があり，現在臨床試験中

よるカルシウムシグナルが必須となるが 15），Pim-2 阻害
により RANKL により誘導されるカルシウムオシレー
ションが抑制されたことから，Pim-2 は細胞内カルシウ

の抗 DKK-1 抗体は腫瘍促進シグナルである Wnt 作用を
高めることより腫瘍を増殖させる危険がある。このよう
な新規骨形成誘導薬には腫瘍増殖の危惧があるのに対

ムを制御することで破骨細胞分化に重要な役割を果たし

し，p62-ZZ 阻害薬や Pim-2 阻害薬は抗腫瘍作用を有す

ていることが明らかとなった。しかしながら，詳細な機

る上にこれまでに治療では回復が見込められなかった骨

序については今後の検討課題である。

喪失部への骨形成誘導作用があり，p62-ZZ ドメインや

よる治療効果を検討した。モデルマウスは，本邦では

骨破壊性腫瘍の治療のみならず，骨粗鬆症・関節リウマ

最後に，骨髄腫モデルマウスを用いて Pim-2 阻害剤に

C57BL/KaLwRij マウスは導入されていないため，SCID

マウスの脛骨近位端よりマウス骨髄腫細胞株 5TGM1 を

Pim-2 は骨髄腫や乳癌や口腔癌の骨浸潤・骨転移などの
チや歯周病などの骨疾患における標的分子となりうるこ
とが考えられる。

移植するモデルを使用し，SMI-16a は腫瘍生着後，20

mg/kg/day ２週間腹腔内投与した。組織学的解析により，
非治療群ではカテプシン K 陽性破骨細胞が多数認めら
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