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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

はじめに

遺伝子改変マウスは生命科学研究において非常に
有用である。特に Cre/loxPシステムを用いた時期
組織特異的な遺伝子破壊マウス（ノックアウトマウ
ス）は特定遺伝子の高次機能を知るための不可欠な
ツールとなっている。本稿では Cre/loxPシステム
を用いた遺伝子組換え法と硬組織研究における実際
の使用例について我々が作成した閉経後骨粗鬆症モ
デルマウスを例に解説する。

Cre/loxP システムとは

Cre/loxPシステムとは大腸菌に感染するバクテ
リオファージ P１から発見された遺伝子組換え反応
を指す。バクテリオファージ P１がもつ Cre リコン
ビナーゼは TypeⅠトポイソメラーゼの一種であ
り，３４塩基対からなる特異的な DNA 配列（loxP配
列）を認識し，２つの loxP間で DNA 組換え反応に伴
う遺伝子欠損がおこる（図１）。これを応用し，任意
の遺伝子の両端を loxP配列で挟みこんだ個体にお
いて細胞種特異的発現遺伝子のプロモーター下で
Cre リコンビナーゼを発現させることで組織特異的
な遺伝子破壊を行なう事ができる。

破骨細胞特異的Cre リコンビナーゼ発現マウスの樹立

破骨細胞はターンオーバーが早く，生体内での生
存期間は約２週間，試験管内では僅か１日程度であ
る。そのため，破骨細胞における遺伝子機能解析は
非常に困難であった。我々は破骨細胞の分化途中に
おいて Cre リコンビナーゼを発現する遺伝子改変
マウスを樹立することができれば，様々な遺伝子の
破骨細胞における役割を生体レベルで明らかにする
ことが出来ると考え，破骨細胞特異的発現遺伝子と
して知られている TRAP（酒石酸抵抗性酸性ホス
ファターゼ）と Cathepsin K の遺伝子座にそれぞれ
Cre リコンビナーゼ遺伝子を直接挿入した Cre ノッ
クインマウス２系統の開発を行った１）。図２，３は
それぞれの Cre マウスを CAG-CAT-Z テスターマ
ウスと交配した胎生１６．５日胚の X-gal 染色結果であ
る。青く染まっている組織が Cre リコンビナーゼ
による特異的 DNA 組換えが起きた事を示してい

る。これまで破骨細胞特異的マーカーとされてきた
TRAP は破骨細胞以外の組織でも高発現している
ことが示された一方で，Cathepsin K-Cre では顎骨
や長管骨など石灰化が進行している硬組織特異的な
染色が確認され，実際の骨組織切片においても骨表
面に吸着した破骨細胞でのみ組換えが確認出来た

（図４）。これにより破骨細胞特異的 Cre リコンビ
ナーゼ発現マウスの樹立に成功したと判断した。

破骨細胞特異的女性ホルモン受容体遺伝子破壊マウス

閉経後骨粗鬆症が卵巣機能の低下に伴うエストロ
ゲン欠乏に起因する事は良く知られている２）が，女
性ホルモン受容体（ERα）の全身性ノックアウトマウ
スでは明確な骨量の低下が起きないため詳細なメカ
ニズムは不明であった。われわれは全身で ERα を
破壊する事による性ホルモン分泌異常が骨量低下を
防いでいる可能性を考え，Cathepsin K-Cre マウス
と floxed ERα マウスを交配する事で，性ホルモン
分泌異常を回避した破骨細胞特異的 ERα ノックア
ウトマウス（ERαΔOc/Oc）の作出を行なった１）。その結
果，ERαΔOc/Oc マウスはメス個体においてのみ骨量
の低下が起きていた（図５）。さらに ERαΔOc/Oc マウ
スでは骨吸収・骨形成が共に亢進した閉経後骨粗鬆
症に極めてよく似た表現型を示す事が明らかとなっ
た（図６）。また，卵巣切除（OVX）を行なった場合，
野生型マウスでは骨密度の低下が観察されるのに対
し， ERαΔOc/Oc マウスでは有意な現象が認められず，
逆にエストロゲンを投与した場合でも，野生型マウ
スでは大理石骨病によく似た大幅な骨量増加が起き
たのに対し，ERαΔOc/Oc マウスでは目立った変化は
観察されなかった（図７）。以上の結果から，女性ホ
ルモンは破骨細胞の ERα に直接作用することで骨
量維持に関与している事が明らかとなった。
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図１ Cre/loxPシステムの概念図。Cre リコンビ
ナーゼによって loxP間の DNA が欠失する。

図２，図３ テスターマウスと交配した胎生１６．５日
齢のTRAP-CreマウスとCathepsin K-Creマウ
ス。X-gal 染色によって青く染まった部分が Cre
依存的な DNA 組換えが起きた組織を示してい
る。

図４ テスターマウスと交配した Cathepsin K-Cre
マウス骨組織の X-gal 染色写真。破骨細胞特異
的な DNA 組換えが起きている事が確認出来
る。（図３，図４は文献１より引用）

図５ 破骨細部特異的 ERα ノックアウトマウス大
腿骨の軟Ｘ線写真。メスのノックアウトマウス
でのみ骨量の低下が観察される。

図６ 破骨細部特異的 ERα ノックアウトマウス骨
組織のカルセイン二重標識と TRAP 染色。破
骨細胞特異的 ERα ノックアウトマウスでは骨
形成と骨吸収の亢進が起きている。

図７ エストロゲン補充実験の結果。破骨細胞特異
的 ERα ノックアウトマウスではエストロゲン
の骨増強効果は限定的である。（図５－図７は
文献１より改変）




