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は じ め に

Urist は，１９６５年に牛骨の０．６Ｍ脱灰後の不溶

性成分（脱灰骨基質）をラットの皮下組織内に埋入

すると異所性の骨形成を誘導することを報告し

た１）。彼はこのタンパク質には骨形成能があると

着目し，Bone morphogenetic protein（BMP）と命

名した。以来，多くの研究者によってUrist の研

究を支持する報告が積み重ねられ，BMPは骨形

成を惹起する生理活性物質として基礎研究だけで

なく臨床医学でも注目されるようになり，骨折や

損傷等による骨欠損の治療に対する研究が主とし

て整形外科領域で行われるようになった。その後

BMPのアミノ酸構造解析，および相同性の解析

が進むにつれ，その生物学的意義は個体発生過程

に不可欠なサイトカインであることが判明した。

現在では，臨床応用に対する研究も整形外科，歯

科・口腔外科の分野で行われるようになり，ヒト

遺伝子組換え型BMP（rhBMP）を使用した治験の

報告が多くなされている２～４）。

BMPは，これまでに多数の分子種がクローニ

ングされており，TGF－βスーパーファミリー

に属するタンパク質であることが報告されてい

る。BMPの生理学的機能は単に骨形成を誘導す

るだけでなく，細胞増殖，細胞分化，器官発生，

器官形成，アポトーシスにおける調節因子として

関与するなど多岐にわたることが明らかにされて

いる５～９）。また，BMPの発現部位は骨組織とその

隣接組織に限らず，消化器系では胃１０），循環器系

では心臓１１），神経系では脳，脊髄，末梢神経１２，１３）

に認められることが報告されている。今回は，近

年研究成果に著しい進展のみられるBMPサブタ
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イプについて，遺伝子多型性との関連性，産生す

る臓器組織および生理的機能の多様性を中心に知

識を整理し考察を行った。

１．BMPの分子特異性

１）BMPの構造

BMPは，３９６個のアミノ酸からなる前駆体タン

パク質が SCPs（subtilisin－like－convertases）に

よりArg－Ｘ－Ｘ－Arg の部位で切断された

後，そのクラスターである１１４個のアミノ酸のサ

ブユニットで構成された二量体タンパク質であ

る１４～１７）。このサブユニットは，Ｃ末端側成熟領域

の SH基を利用してジスルフィド結合している。

最近になり切断部位下流でのアミノ酸配列は切断

効率を決定し，Ｎ末端領域は生合成タンパク質の

安定性を決定していることがわかってきた１４，１８）。

TGF－βファミリーの結晶構造の分析から，モノ
マーのコア部は６つのシステイン残基の結合部か

ら成っている１６）。また，このシステイン残基のＣ

末端領域の空間的な配列は全てのTGF－βファ

ミリーメンバーにおいて共通のものである１９，２０）。

一般に BMPは立体構造を形成するために，各モ

ノマーに分子間ジスルフィド結合を行うための７

つ目のシステインをもっている（図１）。しかし，

GDF３や GDF９などの一部のサブタイプはこの

システインを持たない１６，２１）。したがって，これら

のサブタイプはダイマー形成に際し，共有結合を

必要としないと考えられる。

２）分子生物学的分類

BMPは分子型の解析から，いくつかのサブタ

イプが集まってグループを形成する。現在，BMP

様の物質は哺乳類だけでも約２０種類のサブタイプ

が報告され，これらを総称してBMPファミリー

と呼んでいる２２）。さらにアミノ酸配列の相同性か

らもっと大きなグループ，すなわちTGF－β
スーパーファミリーを形成することが明らかにさ

れた（図２）。BMPファミリーに属するサブタイ

プの種類は研究が進むにつれ哺乳類だけでなく，

ショウジョウバエにもDpp や Screw のような

BMP類似物質が同定され，動物・種間を越えて

図２ TGF－βスーパーファミリー．TGF－βスー
パーファミリーのサブファミリーとそれらのアミ
ノ酸配列相同性を表す。TGF－βスーパーファ
ミリーは個体発生において多様な関与を持つ細胞
外タンパク質である。これにはTGF－β，activ-
ins，BMPs，growth and differentiation factor
（GDFs），Nodal といった多くのタンパク質が含
まれるが，特にそのアミノ酸配列の相同性からい
くつかのサブファミリーに細分化される。主なサ
ブファミリーとしてTGF－βサブファミリー，
activin サブファミリー，Dpp サブファミリー，６０
Ａサブファミリー，そしてその他といったものに
分けることができる。

図１ BMP－７（OP－１）モノマーサブユニットの構造
概念図

モノマーサブユニットはTGF－βスーパーファミ
リーに共通の特徴である７つのシステイン残基を持
つ。モノマー内のコア部は６つシステイン残基が形成
する３つのジスルフィド結合（Cys－６７－Cys－１３６，
Cys－７１－Cys－１３８，Cys－３８－Cys－１０４）より成る。
また７番目のシステイン残基は他のモノマーとの共有
結合により二量体を形成する。
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多く存在することが明らかにされた２３）（図３）。

したがって，その命名法はOPs（osteogenic pro-

teins），CDMPs（cartilage－derived morphoge-

netic proteins），GDFs（growth and differentia-

tion factors）のほか，６０Ａ，Dbl－１，Nodal，Daf

－７，UNC－１２９など多岐にわたっている。しか

しながら，その後BMP－１はメタプロテアーゼの

一種であることがわかり，現在TGF－βスー

パーファミリーには含まれていない。また，これ

ら異種動物間のBMPサブタイプについて同一性

を調べたものでは，ショウジョウバエのDpp の

構造と BMP－２およびBMP－４の構造が類似

し，Gbb－６０Aの構造とBMP－７の構造が類似し

ていることが明らかにされている１９）。

２．BMPの生理学的機能

１）BMPの生理作用の多様性

BMPは異所性骨形成の誘導因子として単離さ

れた。しかし，多くのBMPのサブタイプが分離

されその生理作用が調べられるようになると，そ

の機能が骨・軟骨形成誘導に対する賦活作用だけ

ではなく，互いに協調しながら細胞の分化，誘導

を制御していると考えられるようになってきた。

BMPは in vivo において未分化間葉系細胞を軟骨

細胞や骨芽細胞に分化させ最終的に造血骨髄を有

する異所性骨組織を形成する。BMPを筋肉内に

移植すると３～７日で移植片周囲より未分化間葉

系細胞の増殖，軟骨細胞への分化が観察され，そ

の後，周辺部より軟骨細胞の肥大化，軟骨基質の

石灰化，血管侵入が生じ，骨芽細胞の出現により

骨基質産生が始まる。こうした内軟骨性骨形成過

程を経て，移植後３週目には，移植骨全体が骨基

質に置き換えられる。また，rhBMP－４をヌード

マウス背部筋膜下に移植すると軟骨形成や類骨の

直接形成が観察される。このようにBMPは局所

の環境に依存して未分化間葉系細胞を軟骨や骨芽

細胞へと分化させる作用を有すると考えられ

た２，１６，２４）。しかしながら，最近の研究では，いくつ

かのBMPサブタイプには皮下に注入しても新生

骨形成を誘導しないものがあること２５），および発

生初期における中胚葉の形成，腎機能の回復２６），

中枢神経系，眼，心臓，肺，腎臓，精巣，骨格，

筋肉などの器官形成に関わっていることから，

BMPには多様な生理学的機能のあることが明ら

かになってきた。

以上のようにBMPの分布は広範であり，かつ

発達の経過によりその分布領域も異なっている。

また，BMPの局在が見られるのも骨組織だけで

なく，上皮－間充織相互作用の起こる部位である

ことが多い５，１０）。さらに発達の様々な段階におけ

る生理作用も多様であることが明らかとなり，現

在では多機能性のサイトカインとして位置付けら

れるようになった７，１２）。

図３ BMPファミリーの樹系図．サブタイプとその
アミノ酸相同性を表す。水平線の枝分かれ部位は
BMPファミリーにおける他のサブタイプとの相
同性の差異を表す。
BMP分子はそのアミノ酸配列の相同性により

さらにサブグループに分けることができる。例え
ば，BMP－２は BMP－４と非常に高い相同性を示
すが，BMP－２と GDF－９では３０％程度の相同性
しかない。（図は文献２３，２９から引用）

和泉，他：BMPの多型性と機能特性７６６
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２）BMPノックアウトマウスによる生理学的機

能の解析

BMPファミリーの機能の多様性を調べるの

に，先天性欠損マウス，あるいはノックアウトマ

ウスを用いて表現型を観察した結果が報告されて

いる。BMPファミリーの主なノックアウトマウ

ス表現型を表１に示した。BMP－２や BMP－４の

ノックアウトマウスは中胚葉形成不全というよう

な異常を発現し発生初期に死に到る１６，２７）。一方，

BMPの中には，その発現部位が比較的限局して

いる場合や機能的に重複する類似因子に代償され

ることにより，胎生後期まで生き延びることや生

まれてくるものもある。BMPファミリーの欠損

マウスに現れる症状のうち，骨・軟骨異常に関す

るものではBMP－５，GDF－５，GDF－１１に臓器

形成異常の報告がある１，１６）。BMP－５が先天的に欠

損したマウスは short ear mouse と呼ばれるよう

に耳介の低形成のために耳が小さいのが特徴的で

あるが，その他の特徴として，頭蓋骨が幅広で鼻

が短く胸骨や肋骨に萎縮などの異常がみられる。

これらの事実は，BMPが体幹部の骨の形成に関

与していることの根拠と考えられる。BMP－５，

－７のダブルノックアウトマウスを作成すると，

骨格形成が開始する前に胎生初期で死亡すること

から，BMP－５と BMP－７の両者の欠損は器官形

成と機能維持と関係のあることが示唆され

る１６，２８）。GDF－５が先天的に欠損したマウスは

brachypodism mouse と呼ばれるように，手足が

短く，手指骨の数が正常よりも少ないことが特徴

である。この事実はGDF－５が体幹部ではなく四

肢の骨形成への関与を示唆している１，１６）。GDF－

１１が欠損したマウスは胴体が長く，尾が短くな

る。したがって，GDF－１１は骨形成に関与する

というよりは，それぞれの脊椎骨が頭から尾部間

での存在すべき位置の決定に大きく関与している

と予想される１，２７）。

BMP－７（OP－１）のノックアウトマウスでは，

腎糸球体の無形成，眼の欠損，骨格異常が認めら

れる２７，２９，３０）。BMP－８Ｂ，GDF－９は限局した発現

パターンを示し，欠損により精巣や卵巣の発育異

常が示された１，１６，２７）。GDF－８は骨格筋に，BMP－

１０は心筋にそれぞれ特異的に発現しており，GDF

－８ノックアウトマウスでは筋肉の倍増したマウ

スが生まれてくる３１）。GDF－１０ノックアウトマウ

スには特に異常は見られないことから，機能的に

重複（代償）する物質の存在が考えられる２７）。この

ようにBMPの作用はその発現パターンと同様に

多様であり，さらにレセプターの欠損もこうした

サブタイプの作用を反映した表現型を複雑な形で

示すことが知られている。

３．各臓器におけるBMP

１）消化管

消化管の発生には様々なBMPが関与してい

表１ BMPノックアウトマウスとその表現型

BMPノックアウト
マウス

効果 その他

BMP－２ 羊膜・漿膜の異常，
心臓の異常

中胚葉形成不全によ
り発生初期に死亡。
心臓原基の形成が正
常な位置に起こらな
い。

BMP－４ 原腸形成の異常 中胚葉形成不全によ
り発生初期に死亡。
心臓原基の形成が正
常な位置に起こらな
い。

BMP－５ 耳介の低形成（short
ear mouse），頭蓋
骨の幅広，短い鼻，
胸骨・肋骨に異常

体幹部の骨形成に関
与していると考えら
れている。

BMP－７／OP－１ 腎糸球体の無形成，
眼の欠損，骨格の異
常

BMP－８ 精巣・卵巣の異常

BMP－９ 精巣・卵巣の異常

GDF－５ 手足が短い
（brachypodism mo-
use），手指骨の異常

四肢骨の形成に関与
していると考えられ
ている。

GDF－８ 骨格筋の肥大化 GDF－１１に最も 構
造が類似する。

GDF－１０ 特に異常なし 他のリガンドにより
代償されると考えら
れている。

GDF－１１ 胴体が長い，尾が短
い

脊椎骨の位置関係の
決定に関与の可能性
があると考えられて
いる。

歯科学報 Vol．１０２，No．１０（２００２） ７６７
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る。前胃では腺形成の直前から間充織（mesen-

chyme）においてBMP－２，BMP－４，BMP－７が

発現する。BMP－４およびBMP－７は，前胃に隣

接する食道や砂嚢でも継続して発現し，BMP－２

は前胃間充織だけで腺形成開始時に一過性に発現

する。以上のことから，BMP－２は前胃腺形成に

関与しており，BMP－４は結合組織の分化に関与

していると考えられている１０，３２，３３）。

２）心筋

心筋細胞分化におけるBMPの関与では，Dpp

／BMPは心臓予定中胚葉から心筋細胞への分化

という心臓発生の初期段階に重要な働きをするこ

とが明らかとなっている。Dpp（ショウジョウバ

エ）は脊椎動物のBMP－２，BMP－４に相同性の

高い分子であるが，発生初期に心特異的転写因子

である tinman の発現を背側中胚葉（心予定領域）

に限局させることがわかった。ニワトリ胚におい

てBMP－２は心臓予定領域に隣接する内胚葉に発

現しており，心臓予定領域でない前方中胚葉に

BMP－２を作用させると拍動する心筋細胞が誘導

された。また，BMP－２，BMP－４のノックアウ

トマウスでは心臓原基が予定領域に形成されない

などの発生異常を来たした１１，３４，３５）。

３）神経系

神経系に関与しているBMPは BMP－２，BMP

－４，BMP－７の三種類が報告されている１２）。BMP

による神経系への作用としてその生理学的機能と

しては神経誘導阻害が上げられる。BMP－４，

BMP－７は神経誘導が起こる前から外胚葉で発現

しており，外胚葉細胞を表皮細胞へと分化誘導す

る。しかし，このBMPの作用をキナーゼ活性の

欠失したBMP受容体を発現させ阻害すると外胚

葉細胞は神経細胞へと分化するようになることか

ら，BMPの作用を阻害することにより神経誘導

が起こることが明らかにされている１３）。また，BMP

は末梢神経系構成細胞のもととなる神経堤細胞の

幹細胞のニューロンへの分化を誘導するが，中枢

神経系の神経幹細胞や神経前駆細胞に対してはそ

のニューロンへの分化を抑制する３６，３７）。

表２ 唾液腺におけるBMP mRNAの発現

唾液腺
mRNA 顎下腺 耳下腺 舌下腺 その他

BMP－１ ○ヒト ○ヒト ND 多形性腺腫（ヒト）

BMP－２ ○ヒト ○ヒト ND 口蓋腺（ヒト）
多形性腺腫（ヒト）

BMP－３ ○ヒト ○ヒト ND 口蓋腺（ヒト）
多形性腺腫（ヒト）

BMP－４ ○ヒト ○ヒト ND 口蓋腺（ヒト）
多形性腺腫（ヒト）

BMP－６ ○ヒト
（腺房細
胞部）

ND ND 耳下腺・顎下腺の
多形性腺腫と基底
細胞腺腫，腺房細
胞癌，腺様嚢胞
癌，粘表皮癌（ヒ
ト）

BMP－７ ○ヒト ○ヒト ○ラット 多形性腺腫（ヒト）

（○：その発現を示す。ND：報告なし。）

表３ 唾液腺におけるBMPの局在

唾液腺
polypeptides 顎下腺 耳下腺 舌下腺 その他

BMP２ ○マウス
（embryo）
○ヒト

ND ND ・腫瘍唾液腺の非
新生部導管細胞
（介在部，線条部）
・多形性腺腫：�
tubulo－ ductal
構造の管腔側／
非管腔側細胞，
�plasmacytoid
cell，�軟骨様
組織部腫瘍細胞
�粘液部星状細
胞

BMP３ ○マウス
（導管部
細胞）

ND ○マウス
（導管部
細胞）

ND

BMP４ ○マウス
（embryo）

ND ND ND

BMP６ ○ヒト
（漿液腺
細胞）

○ヒト
（漿液腺
細胞，線
条 部 細
胞，導管
部細胞）

ND ヒト
・大唾液腺多形性
腺腫：�軟骨組
織管腔細胞，�
tubulo－glandular
structure の in-
ner ductal cell
／outer ductal
cell，�粘液様
組織の筋上皮細
胞
・腺房細胞癌：腺
房様腫瘍細胞

BMP７ ○（マウス
embryo）

ND ND ND

（○：その局在を示す。ND：報告なし。）
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４）唾液腺

口腔領域においても数種のBMPの発現と局在

部位が同定されている。BMP－２，BMP－４は下

顎弓のパターニングや歯蕾形成に関与しているこ

とが示されており３８），やはり上皮－間充織相互作

用の起こる部位にてその存在がみとめられてい

る５，３９，４０）。唾液腺もその発生は口窩を覆う上皮組織

の間充織への陥入にて形成が始まる。それゆえ唾

液腺においてもBMPの存在が深く関与している

と考えられる。

現在，唾液腺において発現するBMPは，ヒト

の顎下腺，耳下腺にはBMP－１，BMP－２，BMP

－３，BMP－４，BMP－６，BMP－７が，口蓋腺に

はBMP－２，BMP－３，BMP－４，BMP－７の存在

が報告されている４１，４２）。ラットでは舌下腺にBMP

－７の発現が報告されている４３）（表２）。局在に

関しては，ヒトではBMP－２は顎下腺に，BMP

－６は耳下腺と顎下腺に局在することが報告され

ている４２，４４）。マウスでは，顎下腺からBMP－２，

BMP－３，BMP－４，BMP－７，舌下腺からはBMP

－３の存在することが報告されている５，４５）（表

３）。以上のように，唾液腺にもBMPのサブタ

イプの存在が示されているが，その生理的意義に

ついてはあまり研究がなされてはいない。

お わ り に

BMPは発見された当初骨誘導活性のあるタン

パク質として注目され，骨移植代替材料としての

臨床応用を中心に研究が進んできた。しかし，研

究が進むにつれ，多くのサブタイプを包含する

ファミリーを形成し，多彩な生理機能を持つ活性

分子であることが明らかになってきた。その作用

は新生骨組織の誘導能だけでなく，初期胚での背

腹軸の決定そして様々な臓器における上皮－間充

織相互作用による形態形成やアポトーシスの誘導

など多様な機能を有する。今後歯科領域において

新たな治療方法の開発に向け，欠損した組織の復

元，機能低下に陥った臓器組織の機能回復など臨

床に向けた治療応用の研究が行われるであろう。
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Bone morphogenetic protein（BMP）was originally identified as a molecule that induces bone for-

mation. However, recent molecular biological analysis revealed alarge number of subtypes in the BMP

family, comprising a majority of the transforming growth factor－β（TGF－β）superfamily.

BMPs are multifunction proteins, as beinginvolved in dorsal－ventral pattern formation in the

early embryo, morphogenesis, differentiation, apoqtosis and tissue regeneration. They are distributed

not only in bone and cartilage tissues but in a wide range of organs such as nerves, the cardiovascular

system, kidneys, and digestive organs. It is currently recognized that BMPs are cytokines functioning

as a signal protein for morphogenesis. There are likely more applications of BMPs in a variety of or-

gans in the human body, such as tissue regeneration and induction for the purpose of restoring func-

tions, including bone related treatment. （The Shikwa Gakuho，１０２：７６４～７７１，２００２）
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