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オステオポンチンと肉芽腫性疾患
四十坊典晴

【要旨】
オステオポンチンは分子内に異なる2つのインテグリン結合部位を有するリン酸化糖蛋白であり，分子内にトロンビン切断
部位やmatrix metalloproteinase-3(MMP-3)とMMP-7切断部位が存在する．オステオポンチンは構造的にはマトリックス蛋白
質と類似するが，細胞接着や遊走および細胞性免疫の制御に関与するサイトカイン様作用が良く解析されている．血中オス
テオポンチンは肉芽腫性疾患において病勢のマーカーとなる．オステオポンチンの発現は肺胞マクロファージ，T細胞，肺胞
上皮細胞でサルコイドーシス，結核症および肺線維症などの肺疾患において亢進し，肺肉芽腫形成や線維化に関する制御に
関連している．
今後の研究により診断的有用性やオステオポンチンの機能制御により治療への可能性が期待される分子である．
[日サ会誌 2005;25:3-9]
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Osteopontin and Granulomatous Diseases
Noriharu Shijubo

【ABSTRACT】
Osteopontin is a glycosylated phosphoprotein that contains two distinct integrin binding domains and that has cleavage sites
by thrombin and by matrix metalloprotease-3 (MMP-3) and MMP-7. Osteopontin structurally resembles a matrix protein and has
well-characterized cytokine-like properties including the regulation of cellular adhesion and migration and cell-mediated immunity. Circulating ostenponin is a marker of disease activity in granulomatous disorders. Osteopotin expression is increased in
alveolar macrophages, T cells and alveolar epithelial cells in a range of lung diseases such as sarcoidosis, tuberculosis, and lung
fibrosis and has been shown to regulate aspects of pulmonary granuloma formation and fibrosis. Future investigations will
explore the diagnostic and therapeutic potentials of modulating the function of osteopontin.
[JJSOG 2005;25:3-9]
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はじめに

オステオポンチンの構造

オステオポンチンは分子内に少なくとも 2 つの異なるイ
ンテグリン結合部位を有するリン酸化糖蛋白であり 1）〜 5），
さらに，分子内にトロンビン切断部位 6） や複数の matrix

metalloproteinase-3(MMP-3) と MMP-7 切断部位 7） が存在
する．切断により，断片化されたオステオポンチンは種々
の機能が生じ，断片化およびリン酸化の程度の違いにより
オステオポンチンは異なる細胞接着性や炎症細胞の遊走活
性を有するようになるため，炎症性サイトカインの 1 つと
されている 1）〜 5）．さらにオステオポンチンは in vitro 系及
び動物実験において，i n t e r l e u k i n - 1 2 ( I L - 1 2 ) 産生や
interferon- γ(IFN- γ) 産生亢進に関与し，T helper type
1(Th1) 反応に促進的に作用する炎症性サイトカインである
と報告されている 3）．本稿では，オステオポンチンの構造
と機能に関して解説し，肉芽腫性疾患を中心にオステオポ
ンチンの意義および病態との関連についても言及する．

オステオポンチン遺伝子はヒト染色体 4q13上に存在し 2），
8）
，オステオポンチン分子は 314 個のアミノ酸から成り，蛋

白しての分子量は 32kD と予測されるが，phosphorylation
や N-linked glycosylation などの翻訳後修飾により，44kD
から 75kD の分子量となる．酸性，親水性で極めて陰性に
荷電された分子で，膜アンカードメインを欠く分泌蛋白質
である 4），5）．機能に関わる特徴的配列として，ヒトオス
テオポンチンは分子内に RGD (arginine- glycine-aspartate)
と SVVYGLR (serine-valine-valine-tyrosine-glycineleucine-arginine)の 2つのインテグリン結合部位を有する 1）．
さらに，カルシウム結合部位，2 つのヘパリン結合部位お
よびヒドロキシアパタイトの結合部位と考えられる 8 個の
アスパラギン酸残基配列 D86-D95 を持つ（Figure 1）．また，
オステオポンチン遺伝子自体が multiallelic でヒトでは少な
くとも 2 つのアレルが存在する．ヒトではアレルの違いに
よる機能は不明であるが，マウスではアレルの違いがリケッ
チア感染に対する抵抗性と相関すると報告されている 8） ．
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Schematic representation of protein structure showing binding motifs, cleavage sites, and putative
phosphorylation sites. Monoclonal antibodies (5A1, 2K1,10A16,4C1 and 1B20) and internal sequences
corresponding to the synthetic peptides (OPN1, OPN5, OPN3, OPN6 and OPN4) used as immunogens
are also shown. N-Gly, N-glycosylation; MMP, matrix metalloproteinase; O, phospholrylation sites.
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また，alternative RNA splicing により，ヒトでは 3 つの

い強固な接着であるが，RGD 配列と接着するその他のイン

splicing アイソフォームが知られており（Figure 1 のオステ
オポンチンは最もアミノ酸配列が長いアイソフォームで示
した），phosphorylation 等の差により機能的差異が生じる
可能性が推定されている 2），4） ．オステオポンチンは
SIBLING (small integrin-binding ligand, N-linked

テグリンでは近傍のアミノ酸配列が接着に影響を与えるの

glycoproteins) ファミリーに属することが知られている 5）．

り，生理的条件でどの程度接着するはいまだ不明である．

酵素によるオステオポンチン断片化と重合による修飾

また，オステオポンチンは standard CD44 受容体ではなく，
splicing variants の CD44 v6 または v7 に対して接着能を有

オステオポンチンはトロンビンにより断片化され 6），そ
の N-terminal 側には RGD と SVVYGLR のインテグリン結
合部位が表出されるようになる．α9β1 インテグリンは全

で，酵素による断片化での接着性が変化すると推定される．
SVVYGLR 配列にはα4β1，α4β7，α9β1 インテグリ
ンが接着能を有するとされるが 1），5），α4β1 とα4β7 イ
ンテグリンでは高濃度の 2 価の陽イオンの存在が必要であ

することが報告されている 5），10）．CD44v6 または v7 に対
するオステオポンチンの結合部位はいまだ不明である．

長型オステオポンチンにはほとんど接着しないが，トロン
ビンにより断片化された N - t e r m i n a l 側に対しては

オステオポンチンの発現と誘導

SVVYGLR を介した接着能が著しく高まる 1）．MMP-3 と
MMP-7 もオステオポンチンを基質とし，断片化に関与する
7）
．オステオポンチン分子内には MMP-3 に対し 3 つの開裂
部位があり，MMP-7 に対し 2 つの開裂部位がある．その中
で MMP-3 と MMP-7 の両者により SVVYGRL に含まれる
GR の間で断片化が起きるため，この部位で断片化された場
合にはα9β1 インテグリンとの接着能は消失することが推
定される 7）．また，牛オステオポンチンは transglutaminase
により，グルタミン酸とリジン間で重合される．重合によ
りコラーゲンとの結合性が著しく高まり，骨組織でその重
要性が注目されている 9）．また，線維化にも関連する可能
性が高い 5）．ヒトオステオポンチンでの報告はないが，組
織の Western blottingで高分子オステオポンチンがヒトでも
検出されることから，牛オステオポンチンでの検討に近い
Q31 を推定部位として Figure 1 に記載した．また，血中で
は分子量が大きいオステオポンチンはほとんど認めないの
で，血中では transglutaminase による重合はほとんど起こ
らないと推定される．肺組織および肉芽腫形成部位におい
てオステオポンチンの重合がどの程度おこっているかは不
明である．また，重合されたオステオポンチンをトロンビ
ンや MMP-3/MMP-7 が基質とし，断片化がおこるのか，酵
素で断片化されたオステオポンチンが他の酵素の基質とな
りうるかに関してもいまだ不明のままである．

多くの上皮細胞で発現が認められる．また，T 細胞の活性
化抗原の 1 つとして同定された early T cell activation-1

(Eta-1) がオステオポンチンと同一の分子であることが明ら
かにされている 5）．
正常肺組織ではオステオポンチンは気道上皮細胞と肺胞
マクロファージに軽度の発現を認める．病的状態ではオス
テオポンチンの発現は傷害された上皮細胞や肺胞および間
質マクロファージに強い発現を認め，T 細胞や血管内皮細
胞にも発現を認める 5）．
オステオポンチンの発現誘導を起こす分子としては種々
の増殖因子（GM-CSF，TGF-β），サイトカイン（IL-1，
IL-2，IL-3，TNF-γ），ホルモン（ビタミン D，PTH），菌
体成分（リポ多糖類，抗酸菌，完全フロインドアジュバン
ト），bone morphogenic protein, angiotensin II などが報告
されている 5）．しかし機能的に異なる種々の細胞が使用さ
れており，気道上皮細胞や肺胞上皮細胞などの肺細胞や肺
胞マクロファージや T 細胞などの免疫担当細胞にどの因子
がオステオポンチン産生亢進を誘導するかなど不明な点が
多い．また，オステオポンチン遺伝子のプロモータ領域に
特異的に反応する因子に関してもほとんどわかっていない
のが現状である．

オステオポンチン受容体

石の形成に関与することが知られている．前述したように

ヒトオステオポンチンおいては 158 から 168 番目のアミ
ノ酸残基 GRGDSVVYGLR 中に 2 つの重要なインテグリン

オステオポンチンは活性化された CD4 陽性 T 細胞に発現す
る．オステオポンチンは種々の免疫担当細胞に対し遊走活

結合部位 RGD と SVVYGLR が近接して存在する．αv ク
ラス（αvβ3，αvβ1，αvβ5），α5β1，α8β1 インテ

性を示し，活性化に関与することが知られている．代表的
な免疫担当細胞として，単球／マクロファージ 5），T 細胞

グリンは RGD 配列に接着する 5）．αvβ3 インテグリンは

6）

オステオポンチンは骨組織や腎で恒常的に発現を認め，

オステオポンチンの生物学的活性

オステオポンチンの骨代謝や種々の組織の石灰化，腎結

RGD 配列があれば，その近傍のアミノ酸配列は問題としな

，樹状細胞 11），好中球 12），NKT 細胞 12） などが挙げら
れるが，αv，α4，α9 サブユニットを有するインテグリ
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ンおよび CD44v が遊走や活性化に関与するとされる．トロ

動物実験におけるオステオポンチンとTh1反応

ンビンや MMP-3/MMP-7による異なる断片化オステオポン

オステオポンチン欠損マウスに BCGを感染された場合に

チンフラグメントになることにより，種々の免疫担当細胞
の遊走・活性化への多様な関与が推定される．また，血管

は感染が拡がり，結核の感染防御にオステオポンチンが重
要な役割を果たすことが推定される 5）．さらに，異なるオ

内皮細胞において αv β3 インテグリンは v a s c u l a r
endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2)と複合体を

ステオポンチン欠損マウスを用いたジストマ感染モデルに
おいて肉芽腫形成は著しく阻害される 13）．Ashar et al.3）は

形成し，VEGF とオステオポンチンはともに血管新生を誘

オステオポンチン欠損マウスではヘルペスウィルス 1 型感

導する分子であり，癌間質の血管新生因子としても注目さ
れている．オステオポンチンは癌細胞，線維芽細胞や平滑

染やリステリア感染において Th1 反応が著しく減弱するこ
とを見出し，さらにオステオポンチンを添加することによ

筋細胞に対しても細胞接着，遊走活性亢進作用を有するこ
とが知られ，各種臓器の浸潤転移および線維化で注目され

り IL-12産生作用と IL-10産生抑制作用は回復することを明
らかにした．

ている 5），12）．α9β1 インテグリンはリンパ脈菅内皮細胞

αvβ3 インテグリン受容体を介したオステオポンチンの

に発現を認め，オステオポンチンのリンパ脈菅新生への関
与が注目される．

反応はオステオポンチンのリン酸化の程度と IL-12産生は関
連していた．さらにオステオポンチンはリン酸化の程度と
は関連なく IL-10 産生を低下させ，この反応は CD44 依存性
であることを明らかにした．
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Circulating interferon-γ (IFN-γ), interleukin-12 (IL-12), IL-18 and osteopontin (OPN) levels in patients with pulmonary
tuberculosis and miliary tuberculosis and healthy controls. According to the radiological extent of lung lesions,
patients with pulmonary tuberculosis were divided into 3 groups: mimimal, moderately and far advanced pulmonary
tuberculosis groups. Solid diamonds indicate patients who had significant pleural effusion. The horizontal lines at 0.1
pg/ml, 5 pg/ml, 50 pg/ml and 62.5 ng/ml represent the lower limit of the IFN-γ, IL-12, IL-18 and OPN assays, respectively. Significantly higher levels of circulating IFN-γ, IL-18 and OPN are found in patients with pulmonary tuberculosis and miliary tuberculosis than healthy controls (all p < 0.0001), while there are no significant differences in
circulating IL-12 levels of patients with pulmonary tuberculosis and miliary tuberculosis and healthy controls.
Patients with miliary tuberculosis show significantly higher circulating IFN-γ (p = 0.0002), IL-12 (p = 0.0059), IL-18 (p
< 0.0001), OPN (p < 0.0001) levels than patients with pulmonary tuberculosis. Circulating IFN-γ, IL-12, IL-18 and OPN
are significantly increased according to the radiologic extent of lung lesions.
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ヒト肉芽腫性疾患におけるオステオポンチン

抗酸菌に感染したマクロファージにおいてオステオポン
5）

ルコイドーシス患者の BAL T細胞を培養しても上清中のオ
ステオポンチンは全て感度以下であり，肺胞マクロファー

チンは強発現する ．結核症においてオステオポンチンは
病変局所のマクロファージと T細胞に強い発現を認めるが，

ジからのオステオポンチン分泌が亢進している．LPS や IL12 と IL-18 で刺激した場合には IFN-γ 産生は亢進するが，

細胞外に分布するオステオポンチンの免疫反応は肉芽腫内
には認められない．血中（トロンビンで分解されるので血

培養上清中のオステオポンチンは著しく減少する．しかし
ながら，BAL 細胞をオステオポンチンとマクロファージの

漿を使用することが望ましい）では，オステオポンチンは

マーカーである CD68 の二重染色を行い，比較した場合に

断片化や重合されず，全長型として結核患者おいても認め
られる 14）．血中オステオポンチン値は肺結核症では拡がり

は，無刺激と同様に IL-12 と IL-18 で刺激した場合もオステ
オポンチンは BAL中の肺胞マクロファージとリンパ球に強

に従って増加しており，その変動は血中 IFN-γ や血中 IL18 値と並行し（Figure 2），血中 IL-18 値と強い相関を認め

く発現する 20）．このことから，細胞外へ分泌されるオステ
オポンチンの由来は T 細胞ではなく主に肺胞マクロファー

る 14）．血中オステオポンチン値は粟粒結核では著明に上昇

ジであるが，サルコイドーシスにおいては活性化された肺

する．治療効果と血中オステオポンチン値は良く相関し，
結核症の病勢を反映するマーカーとなる 14） ．Koguchi et

胞マクロファージや T 細胞の細胞内にオステオポンチン発
現が増強されていることが明らかになった．サルコイドー

al.15） も肺結核症で血中オステオポンチン値が増加するこ
とを報告し，BCG により正常ヒト末梢血単核球からの IL12p40 と IFN-γ産生は増加し，その系に抗オステオポンチ
ン単クローン抗体 10A16を添加することにより IL-12p40産
生及び IFN-γ産生が低下することを示した（抗オステオポ
ンチン単クローン抗体 10A16 の認識部位に関して Figure 1
参照）．この場合のオステオポンチン産生は単球からであっ
た．また，Koguchi et al.15） は Penicillium marneffei 感染
モデルを用い，正常ヒト末梢血単球がオステオポンチンを
産生すること，さらにその時 IL-12p40 の産生が誘導される
ことを示し，IL-12p40 産生が抗オステオポンチン単クロー
ン抗体 10A16 で阻害されることを明らかにした．抗オステ
オポンチン単クローン抗体 10A16 の認識部位はインテグリ
ン 結合部位とは異なり，新たな機能部位の存在が示唆され
るデータと考えられる．さらに，興味あることに IFN-γ受
容体を遺伝的欠損した患者が抗酸菌症になった場合には，
オステオポンチンの発現が著しく低下することが報告され
17）
，オステオポンチン誘導と IFN-γとの関連が注目される．
サルコイドーシス患者の血中オステオポンチン値は増加
する 19）〜 20）（Figure 3）．BAL 液（10 倍濃縮で測定可能）
のオステオポンチン値は全長型（OPN4-OPN1 ELISA 系は
全長型のみ検出可能，各 OPN ペプチドは Figure 1 参照）で
は差がなく，断片化されたオステオポンチンフラグメント
（OPN5-OPN1 ELISA 系では全長型と断片化されたオステ
オポンチンの N 端側を検出可能）の増加が認められる 20）．
血中と BAL 中のオステオポンチン値は正の相関を認める．
サルコイドーシス患者と健常者の BAL細胞を培養すると培
養上清中に全長型オステオポンチンが検出され，無刺激で
BAL 細胞を培養した場合，サルコイドーシス患者において
オステオポンチン分泌が亢進する（Figure 4）．BAL 付着細
胞の培養上清中ではオステオポンチンが検出されたが，サ
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Figure 3.

P=0.0302

sarcoidosis

controls

sarcoidosis

Plasma and bronchoalveolar lavage (BAL)
osteopontin levels in patient with sarcoidosis and
healthy controls; 0, I, II, III+IV, stage I, stage II, stage
III and stage IV sarcoidosis; OPN4-OPN1, osteopontin levels measured with ELISA using antibodies
against OPN4 and OPN1 peptides (detection of only
full-length osteopontin); OPN5-OPN1, osteopontin
levels measured with ELISA using antibodies
against OPN5 and OPN1 peptides (detection of fulllength osteopontin and amino-terminal fragment of
cleaved osteopontin with thrombin). OPN1, OPN4
and OPN 5 peptides are synthetic peptides of OPN
as immunogens as shown in Figure 1.
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シス患者 BAL細胞に対し合成オステオポンチンおよびヒト
初乳精製オステオポンチンで刺激しても IL-12 および

IFN-γ産生は誘導されず，細胞外にオステオポンチンを加
えても BAL細胞からの IL-12および IFN-γ産生亢進作用は
認められなかった．しかし，抗オステオポンチン単クロー
ン抗体を用いて IL-12 と IL-18 刺激下 BAL 細胞における
IFN-γ産生への影響を評価した 場合，αvβ3およびα9β1
インテグリンへの結合阻害作用を有する単クローン抗体
2K1 は IFN-γ産生にほとんど影響を与えなかったが，単ク
ローン抗体 10A16 は IFN-γ産生を著明に減少させた（抗オ
ステオポンチン単クローン抗体の認識部位に関しては
Figure 1 参照）．さらに BAL T 細胞に対する中和実験でも
単クローン抗体 10A16 のみが有意に IFN-γ 産生を抑制し
た．この結果からオステオポンチン自体が IL-12 と IL-18 刺
激以降に αvβ3 および α9β1 インテグリン受容体を介さ
ず，サルコイドーシス患者の活性化された T 細胞からの
IFN-γ産生を亢進させる可能性があり，抗オステポンチン
単クローン抗体 10A16 が認識する部位またはその近傍にお
いてオステオポンチンは IFN-γ産生誘導に関与する可能性
がある．サルコイドーシスにおいてオステオポンチンは
IFN-γ 産生促進作用を有するが，その機構は複雑であり，
今後，分子機構の解明が必要である．
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ンを発現し，細胞外に分泌されたオステオポンチンは免疫
担当細胞の病変局所への動員には重要な役割を果たす．細
胞外オステオポンチンによる IL-12の産生誘導と IL-10産生
抑制だけで説明されない Th1 反応への関与が示唆されてい
る．また，特発性間質性肺炎において血中オステオポンチ
ン値は極めて高値である 19）．肺線維化においても他臓器の
リモデリング同様にオステオポンチンは重要な分子と考え
られる．今後，Th1 反応に関与するオステオポンチンと線
維化に関与するオステオポンチンがどのような分子機構で
制御されているかを検討される必要がある．これらの研究
により診断および治療法の開発が期待される．
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肉芽腫性疾患において血中オステオポンチンは上昇が認
められ，病勢のマーカーとなる．サルコイドーシスでは活
性化された T 細胞およびマクロファージもオステオポンチ
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Osteopontin (OPN) levels in culture supernatants of
broncholaveolar lavage (BAL) cells of sarcoidosis
and healthy controls (A) and BAL adherent cells and
BAL T cells without stimulation (B) and OPN (C) and
interferon-γ (IFN-γ) levels (D) in culture supernatants of BAL cells of sarcoidosis without stimulation,
lipopolysaccharide (LPS, 1μg/ml) stimulation, and
interleukin-12 (IL-12, 7 ng/ml) and IL-18 (20 ng/ml)
stimulation. OPN levels are significantly increased in
culture supernatants of BAL fluid cells of sarcoidosis without stimulation compared with those of
healthy controls. BAL adherent cells, but not BAL T
cells, secrete OPN. In culture supernatants, IFN-γ
levels are increased with LPS stimulation, and IL-12
and IL-18 stimulation, but OPN levels are decreased.
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