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(57)【要約】
【課題】骨腫瘍を治療又は予防することを課題とする。
【解決手段】スクレロスチンを含む、骨腫瘍を治療又は予防するための組成物、及びスク
レロスチンを使用した骨腫瘍の治療方法を提供することを課題とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
スクレロスチンを含む、骨腫瘍の治療又は予防のための組成物。
【請求項２】
前記骨腫瘍が、悪性骨腫瘍である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
前記悪性骨腫瘍が、原発性悪性骨腫瘍又は転移性骨腫瘍である、請求項２に記載の組成
物。
【請求項４】
前記原発性悪性骨腫瘍が、骨肉腫、軟骨肉腫、骨髄腫、悪性リンパ腫、Ewing肉腫、骨
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未分化多型肉腫、又は脊索腫である請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
前記転移性骨腫瘍が、転移がんである、請求項３に記載の組成物。
【請求項６】
前記組成物は、他の化学療法剤と組み合わせて使用される、請求項１から５のいずれか
一項に記載の組成物。
【請求項７】
前記組成物は、骨吸収抑制剤と組み合わせて使用される、請求項１から６のいずれか一
項に記載の組成物。
【請求項８】
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前記組成物は、骨腫瘍の浸潤、又は転移を抑制するために使用される、請求項１から７
に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
スクレロスチンを用いた骨腫瘍の治療又は予防に関する技術が開示される。
【背景技術】
【０００２】
悪性腫瘍のうち、非上皮性悪性腫瘍の肉腫は上皮性悪性腫瘍のがんと比較し頻度が少な
く、その種類の多さもあり病態・病因解析が進んでいるとは言えない。
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【０００３】
そのため有効な治療法の確立していない腫瘍も多い。現在、悪性骨腫瘍に対する治療は
、手術と化学療法や放射線治療を組み合わせて行われている。悪性骨腫瘍の中で最も頻度
の高い骨肉腫に対しては１９９０年代に現行の抗がん剤の多剤併用療法が開始され、５年
生存率は約１０％から７０％以上にまで改善した。しかし初診時に肺転移を有し手術適応
のない症例（５年生存率約５０％）や、治療後の早期再発例（３年生存率約０％）など、
予後不良な症例が数多く存在する。近年、他のがん腫に対する化学療法は分子標的薬など
の新規薬剤が多数開発されているが、悪性骨腫瘍に対する適応はなく、その効果も限定的
である。
【０００４】
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古典的Ｗｎｔ経路に対する阻害因子のひとつであるスクレロスチンは、骨細胞から分泌
されるタンパク質である。骨組織に特異性が高く、古典的Ｗｎｔ経路を阻害することによ
り骨形成を抑制し骨粗鬆症の原因となる（非特許文献１〜３）。抗スクレロスチン抗体は
、骨形成促進剤として海外ではすでに骨粗鬆症治療に臨床応用されている（非特許文献４
）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】van Bezooijen RL, et al. J Exp Med. 2004 Mar 15;199(6):805‑14.
【非特許文献２】Moester M, et al. Calcif Tissue Int. 2010 Aug;87(2):99‑107.
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【非特許文献３】Weivoda MM, Curr Osteoporos Rep. 2014
【非特許文献４】McClung MR, N Engl J Med. 2014 Jan 30;370(5):412‑20.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
悪性骨腫瘍をターゲットとする、新規抗がん剤の開発が切望されているにもかかわらず
、悪性骨腫瘍に対する有効な治療薬は２０年以上新規開発がなされていないのが現状であ
る。
【０００７】
本発明は、スクレロスチンの骨腫瘍に対する作用を利用し、骨腫瘍を治療又は予防する
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ことを一課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者は、鋭意研究を重ねたところ、スクレロスチンに骨腫瘍細胞の増殖を抑制する
作用があることを見出した。また、スクレロスチンに骨腫瘍細胞の遊走を抑制する作用が
あることを見出した。本発明は、当該知見に基づいて完成されたものであり、以下の態様
を含む。
【０００９】
（１）組成物
項１．スクレロスチンを含む、骨腫瘍の治療又は予防のための組成物。
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項２．前記スクレロスチンが、下記（ａ）のアミノ酸配列を有する、項１に記載の組成物
；
（ａ）配列番号１の２８番目から２１０番目のアミノ酸配列。
項３．前記スクレロスチンが、下記（ｂ）のアミノ酸配列を有し、かつ前記スクレロスチ
ンは骨形成抑制作用を有する、項１に記載の組成物；
（ｂ）配列番号１の２８番目から２１０番目のアミノ酸配列との同一性が８０％以上であ
るアミノ酸配列。
項４．同一性が９０％以上である、項３に記載の組成物。
項５．同一性が９５％以上である、項３に記載の組成物。
（ｂ）配列番号１の２８番目から２１０番目のアミノ酸配列とのアミノ酸配列。
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項６．前記（ｂ）のアミノ酸配列において、配列番号１の１１７番目のアスパラギンに相
当する部位は保存されている、項３から項５のいずれか一項に記載の組成物。
項７．前記（ｂ）のアミノ酸配列において、配列番号１の１１５番目から１２７番目の領
域に相当する領域は保存されている、項３から項５のいずれか一項に記載の組成物。
項８．前記スクレロスチンが、真核細胞によって合成されたものである、項１から項７の
いずれか一項に記載の組成物。
項９．前記スクレロスチンが、リコンビナントタンパク質である、項８に記載の組成物。
項１０．前記骨腫瘍が、悪性骨腫瘍である、項１から項９のいずれか一項に記載の組成物
。
項１１．前記悪性骨腫瘍が、原発性悪性骨腫瘍又は転移性骨腫瘍である、項１０に記載の
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組成物。
項１２．前記原発性悪性骨腫瘍が、骨肉腫、軟骨肉腫、骨髄腫、悪性リンパ腫、Ewing肉
腫、骨未分化多型肉腫、又は脊索腫等である項１１に記載の組成物。
項１３．前記転移性骨腫瘍が、転移がんである、項１１に記載の組成物。
項１４．前記組成物は、他の化学療法剤と組み合わせて使用される、項１から項１３のい
ずれか一項に記載の組成物。
項１５．前記組成物は、骨吸収抑制剤と組み合わせて使用される、項１から項１４のいず
れか一項に記載の組成物。
項１６．前記組成物は、骨腫瘍の浸潤、又は転移を抑制するために使用される、項１から
項１５に記載の組成物。

50

(4)

JP 2019‑99512 A 2019.6.24

【００１０】
（２）治療方法
項１．骨腫瘍を有する個体にスクレロスチンを投与する工程を含む、骨腫瘍の治療方法。
項２．前記スクレロスチンが、下記（ａ）のアミノ酸配列を有する、項１に記載の治療方
法；
（ａ）配列番号１の２８番目から２１０番目のアミノ酸配列。
項３．前記スクレロスチンが、下記（ｂ）のアミノ酸配列を有し、かつ前記スクレロスチ
ンは骨形成抑制作用を有する、項１に記載の治療方法；
（ｂ）配列番号１の２８番目から２１０番目のアミノ酸配列との同一性が８０％以上であ
るアミノ酸配列。
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項４．同一性が９０％以上である、項３に記載の治療方法。
項５．同一性が９５％以上である、項３に記載の治療方法。
項６．前記（ｂ）のアミノ酸配列において、配列番号１の１１７番目のアスパラギンに相
当する部位は保存されている、項３に記載の治療方法。
項７．前記（ｂ）のアミノ酸配列において、配列番号１の１１５番目から１２７番目の領
域に相当する領域は保存されている、項３に記載の治療方法。
項８．前記スクレロスチンが、真核細胞によって合成されたものである、項１に記載の治
療方法。
項９．前記スクレロスチンが、リコンビナントタンパク質である、項８に記載の治療方法
20

。
項１０．前記骨腫瘍が、悪性骨腫瘍である、項１から項９のいずれか一項に記載の治療方
法。
項１１．前記悪性骨腫瘍が、原発性悪性骨腫瘍又は転移性骨腫瘍である、項１０に記載の
治療方法。
項１２．前記原発性悪性骨腫瘍が、骨肉腫、軟骨肉腫、骨髄腫、悪性リンパ腫、Ewing肉
腫、骨未分化多型肉腫、又は脊索腫等である項１１に記載の治療方法。
項１３．前記転移性骨腫瘍が、転移がんである、項１１に記載の治療方法。
項１４．他の化学療法剤を投与する工程をさらに含む、項１に記載の治療方法。
項１５．骨吸収抑制剤を投与する工程をさらに含む、項１に記載の治療方法。
項１６．骨腫瘍を除去した個体にスクレロスチンを投与する工程を含む、骨腫瘍の治療方
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法。
【発明の効果】
【００１１】
骨腫瘍細胞の増殖、及び／又は骨腫瘍細胞の遊走を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】alamarBlue assayで測定した細胞数をグラフで示す。白棒はコントロール群を示
し、黒棒はスクレロスチン添加群を示す。**:p<0.01。
【図２】Scratch assayの位相差顕微鏡画像を示す。コントロール群とスクレロスチン100
ng/ml添加群について、スクラッチ開始後、５時間後、７時間後の細胞の様子を示す。
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【図３】Scratch assayで細胞を剥がした間隙部分の面積の変化量をグラフで示す。白棒
はコントロール群を示し、黒棒はスクレロスチン添加群を示す。*:p<0.05。
【図４】Aは、Migration assayの概要を示す図である。Bは、Migration assayの結果を示
すグラフである。白棒はコントロール群を示し、黒棒はスクレロスチン添加群を示す。*:
p<0.05。
【図５】骨肉腫モデルマウスにおける腫瘍体積（mm3）をグラフで示す。白棒はコントロ
ール群を示し、黒棒はスクレロスチン投与群を示す。*:p<0.05。
【図６】Aは、骨肉腫モデルマウスの生存率を示す。コントロール群を破線で、スクレロ
スチン80ng/g（体重）投与群を実線で示す。有意差は、p=0.001であった。Bは、Migratio
n assayの結果を示すグラフである。白棒はコントロール群を示し、黒棒はスクレロスチ
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ン投与群を示す。*:p<0.05。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
１．組成物
組成物は、スクレロスチンを含むことが好ましい。
スクレロスチンは、様々な動物、鳥類、魚類由来の野生型及びバリアントのスクレロス
チンに由来するアミノ酸配列を有するペプチドであり得る。例えば、スクレロスチンは、
下記（ａ−１）、（ａ−２）、（ｂ−１）、（ｂ−２）、（ｂ−３）、（ｃ−１）、（ｃ
−２）又は（ｃ−３）のアミノ酸配列であることが好ましい。
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【００１４】
（ａ−１）ヒト

スクレロスチンのアミノ酸配列である、配列番号１の２８番目から２１

０番目のアミノ酸配列、
（ａ−２）配列番号１の２４番目から２１０番目のアミノ酸配列、
（ｂ−１）配列番号１の２８番目から２１０番目のアミノ酸配列との同一性が、８０％以
上、８５％以上、９０％以上、９１％以上、９２％以上、９３％以上、９４％以上、９５
％以上、９６％以上、９７％以上、９８％以上、９９％以上であるアミノ酸配列、
（ｂ−２）前記（ｂ−１）のアミノ酸配列において、配列番号１の１１７番目のアスパラ
ギンに相当する部位は保存されているアミノ酸配列、
（ｂ−３）前記（ｂ−１）のアミノ酸配列において、配列番号１の１１５番目から１２７
20

番目の領域に相当する領域は保存されているアミノ酸配列、
（ｃ−１）マウス

スクレロスチンのアミノ酸配列である、配列番号２の２８番目から２

１１番目のアミノ酸配列、
（ｃ−２）配列番号２の２４番目から２１１番目のアミノ酸配列、
（ｃ−３）チンパンジー、アカゲザル、タイリクオオカミ、ウシ、ニワトリ、ラット、ゼ
ブラフィッシュ等のスクレロスチンのアミノ酸配列（例えば、Ｔｈｅ
Ｃｅｎｔｅｒ
ＣＢＩ）

ｆｏｒ

Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ

Ｓｅｑｕｅｎｃｅ：

Ｎａｔｉｏｎａｌ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

（Ｎ

ＸＰ＿００１１５３６５３．１、

ＸＰ＿００１１１３７０１．１、ＸＰ＿５４８０７１．２、ＮＰ＿００１１５９９８６．
１、ＮＰ＿０８５０７３．１、ＸＰ＿００４９４８６０８．１、ＸＰ＿００１３４０６８
３．１等）であって、配列番号１の２８番目から２１０番目のアミノ酸配列との同一性が
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、８０％以上、８５％以上、９０％以上、９１％以上、９２％以上、９３％以上、９４％
以上、９５％以上、９６％以上、９７％以上、９８％以上、９９％以上であるアミノ酸配
列。
【００１５】
「アミノ酸配列を有する」とは、アミノ酸配列を含むこと、アミノ酸配列からなること
が含まれる。また、上述のアミノ酸配列を有する場合には、１ペプチド内で前記（ａ−１
）、（ａ−２）、（ｂ−１）、（ｂ−２）、（ｂ−３）、（ｃ−１）、（ｃ−２）又は（
ｃ−３）のアミノ酸配列が連続していることが好ましい。
【００１６】
「同一性」とは、市販の又は電気通信回線（インターネット）を通じて利用可能な解析
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ツールを用いて算出することができ、例えば、ＮＣＢＩの相同性アルゴリズムＢＬＡＳＴ
（Ｂａｓｉｃ ｌｏｃａｌ ａｌｉｇｎｍｅｎｔ ｓｅａｒｃｈ ｔｏｏｌ）ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｎｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／ＢＬＡＳＴ／においてデフォルト（初期設
定）のパラメータを用いることにより、算出することができる。
【００１７】
「配列番号１の１１７番目のアスパラギンに相当する部位は保存されている」とは、配
列番号１のアミノ酸配列と他のスクレロスチンのアミノ酸配列間でアラインメントを解析
した際に、他のスクレロスチンのアミノ酸配列において、配列番号１の１１７番目のアス
パラギンに対応する部分が同じアスパラギンであることを意味する。
【００１８】
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「配列番号１の１１５番目から１２７番目の領域に相当する領域は保存されている」と
は、配列番号１のアミノ酸配列と他のスクレロスチンのアミノ酸配列間でアラインメント
を解析した際に、他のスクレロスチンのアミノ酸配列において、配列番号１の１１５番目
から１２７番目の領域に対応する部分が、配列番号１の１１５番目から１２７番目と同じ
アミノ酸配列であることを意味する。
【００１９】
前記（ａ−１）、（ａ−２）、（ｂ−１）、（ｂ−２）、（ｂ−３）、（ｃ−１）、（
ｃ−２）又は（ｃ−３）のアミノ酸配列を有するスクレロスチンは、骨肉腫細胞の増殖抑
制作用、骨肉腫細胞の遊走抑制作用及び骨形成抑制作用よりなる群から選択される少なく
とも一種の作用を有することが好ましい。
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【００２０】
骨肉腫細胞の増殖抑制作用、及び骨肉腫細胞の遊走抑制作用の有無は、後述する実施例
に記載の方法に従って確認することができる。
【００２１】
骨形成抑制作用は、前記（ａ−１）、（ａ−２）、（ｂ−１）、（ｂ−２）、（ｂ−３
）、（ｃ−１）、（ｃ−２）又は（ｃ−３）のアミノ酸配列を有するスクレロスチンを、
例えばマウスに投与した際に、骨量が減少するか否かで判定することができる。若しくは
、ｉｎ

ｖｉｔｒｏ実験において、前記（ａ−１）、（ａ−２）、（ｂ−１）、（ｂ−２

）、（ｂ−３）、（ｃ−１）、（ｃ−２）又は（ｃ−３）のアミノ酸配列を有するスクレ
ロスチンが、古典的Ｗｎｔ経路（Ｗｎｔ／β−ｃａｔｅｎｉｎ経路）を抑制するか否かを
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指標として、骨形成抑制作用を確認することができる。例えば、ＦｒｉｚｚｌｅｄとＬｒ
ｐ５／６の受容体複合体を発現する細胞に、前記（ａ−１）、（ａ−２）、（ｂ−１）、
（ｂ−２）、（ｂ−３）、（ｃ−１）、（ｃ−２）又は（ｃ−３）のアミノ酸配列を有す
るスクレロスチンとＷｎｔとを作用させ、β−ｃａｔｅｎｉｎの細胞質内への蓄積が抑制
されることをウエスタンブロッティングや免疫染色等で評価することによって、骨吸収抑
制作用があるか否かを判定することができる。または、ＦｒｉｚｚｌｅｄとＬｒｐ５／６
の受容体複合体を発現する細胞に、前記（ａ−１）、（ａ−２）、（ｂ−１）、（ｂ−２
）、（ｂ−３）、（ｃ−１）、（ｃ−２）又は（ｃ−３）のアミノ酸配列を有するスクレ
ロスチンとＷｎｔとを作用させ、古典的Ｗｎｔ経路の標的遺伝子であるＡｘｉｎ２やＣｙ
ｃｌｉｎ

ＤなどのｍＲＮＡの発現抑制を、例えばリアルタイムＰＣＲで評価することに
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よって、骨吸収抑制作用があるか否かを判定することができる。
【００２２】
スクレロスチンは、自然界に存在するものを精製し取得してもよいが、リコンビナント
ペプチド（遺伝子組換えペプチド）又は化学合成ペプチドとして取得してもよい。リコン
ビナントペプチドを作製する際の宿主としては、大腸菌又は真核細胞（酵母、昆虫細胞、
哺乳類細胞、鳥類細胞等）を用いることができるが、好ましくは真核細胞、より好ましく
は哺乳類細胞を用いることができる。リコンビナントペプチドを作製する際のベクターと
しては、プラスミドベクター、ウイルスベクター等の公知のベクターを使用することがで
きる。
【００２３】
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リコンビナントペプチドは、例えばＨｉｓタグ、ＧＳＴタグ、ＦＬＡＧタグ、ＭＡＴタ
グ、Ｍｙｃタグ、ＨＡタグ、イムノグロブリンＦｃ部分等のアミノ酸配列を含んでいても
よい。
【００２４】
スクレロスチンは、糖質、脂質等の自然界で付加されうる修飾基によって修飾されてい
てもよい。また、スクレロスチンは、ポリエチレングリコール等の化合物によって修飾さ
れていてもよい。
【００２５】
スクレロスチンは、そのまま組成物として用いてもよいが、好ましくは、適当な担体ま
たは添加剤を組み合わせて組成物として調製される。前記組成物には、医薬組成物及び飲
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食品組成物を含む。医薬組成物の調製に用いられる担体や添加剤としては、医薬組成物の
剤形に応じて通常の薬剤に汎用される各種のもの、例えば賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢
剤、着色剤、矯味剤、矯臭剤、界面活性剤等を例示できる。
【００２６】
医薬組成物が経口投与されるものである場合の剤形は、特に制限されないが、錠剤、散
剤、顆粒剤、カプセル剤（硬質カプセル剤及び軟質カプセル剤を含む）、液剤、丸剤、懸
濁剤、及び乳剤等を例示できる。また医薬組成物が、非経口投与されるものである場合に
は、注射剤、点滴剤、坐剤、点鼻剤、及び経肺投与剤等を例示できる。医薬組成物は非経
口投与されることが好ましい。
【００２７】
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医薬組成物が、錠剤、散剤、顆粒剤、丸剤、カプセル剤等の経口用固形組成物である場
合の調製に際しては、担体として例えば乳糖、白糖、塩化ナトリウム、ブドウ糖、尿素、
デンプン、炭酸カルシウム、カオリン、結晶セルロース、ケイ酸、メチルセルロース、グ
リセリン、アルギン酸ナトリウム、アラビアゴム等の賦形剤；単シロップ、プドウ糖液、
デンプン液、ゼラチン溶液、ポリビニルアルコール、ポリビニルエーテル、ポリビニルピ
ロリドン、カルボキシメチルセルロース、セラック、メチルセルロース、エチルセルロー
ス、水、エタノール、リン酸カリウム等の結合剤；乾燥デンプン、アルギン酸ナトリウム
、カンテン末、ラミナラン末、炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウム、ポリオキシエチレ
ンソルビタン脂肪酸エステル類、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸モノグリセリド
、デンプン、乳糖等の崩壊剤；白糖、ステアリン酸、カカオバター、水素添加油等の崩壊
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抑制剤；ラウリル硫酸ナトリウム等の吸収促進剤；グリセリン、デンプン等の保湿剤；デ
ンプン、乳糖、カオリン、ベントナイト、コロイド状ケイ酸等の吸着剤；精製タルク、ス
テアリン酸塩、ホウ酸末、ポリエチレングリコール等の滑沢剤等を使用できる。更に錠剤
は必要に応じ通常の剤皮を施した錠剤、例えば糖衣錠、ゼラチン被包錠、腸溶被錠、フイ
ルムコーティング錠、二重錠、多層錠等とすることができる。
【００２８】
医薬組成物が、丸剤の経口用固形組成物である場合の調製に際しては、担体として、例
えばブドウ糖、乳糖、デンプン、カカオ脂、硬化植物油、カオリン、タルク等の賦形剤；
アラビアゴム末、トラガント末、ゼラチン等の結合剤；ラミナラン、カンテン等の崩壊剤
等を使用できる。
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【００２９】
医薬組成物が、カプセル剤の経口用固形組成物である場合の調製に際しては、カプセル
剤はスクレロスチンを上記で例示した各種の担体と混合し、硬質カプセル、または軟質カ
プセル等に充填して調製される。
【００３０】
医薬組成物が液剤の場合には、水性又は油性の懸濁液、溶液、シロップ、エリキシル剤
であってもよく、通常の添加剤を用いて常法に従い、調製される。
【００３１】
医薬組成物が注射剤の場合の調製に際しては、担体として例えば水、エチルアルコール
、マクロゴール、プロピレングリコール、エトキシ化イソステアリルアルコール、ポリオ
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キシ化イソステアリルアルコール、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等の
希釈剤；クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、リン酸ナトリウム等のｐＨ調整剤；リン
酸二カリウム、リン酸三ナトリウム、リン酸水素ナトリウム、クエン酸ナトリウム等の緩
衝剤；ピロ亜硫酸ナトリウム、ＥＤＴＡ、チオグリコール酸、チオ乳酸等の安定化剤；凍
結乾燥した際の成形剤として例えばマンニトール、イノシトール、マルトース、シュクロ
ース、ラクトース等の糖類を使用できる。なお、この場合等張性の溶液を調整するに十分
な量のブドウ糖或いはグリセリンを医薬製剤中に含有せしめてもよく、また通常の溶解補
助剤、無痛化剤、局所麻酔剤等を添加しても良い。これらの担体を添加して、常法により
皮下、筋肉内、静脈内用注射剤を製造することができる。
【００３２】
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上記製剤が点滴剤の場合には、投与化合物を生理食塩水、リンゲル液等を基本とした等
張電解質輸液製剤に溶解して調製することができる。
【００３３】
医薬組成物の投与量としては、本発明の効果が奏される限り特に限定されず、剤型、患
者の年齢、性別、病状の程度等によって適宜設定され得るが、例えば、スクレロスチンの
量に換算して体表面積当たり０．０１〜１００ｍｇ程度投与することができる。
【００３４】
飲食品組成物には、一般食品、保健機能食品（機能性表示食品、栄養機能食品、特定保
健用食品）が含まれる。保健機能食品の定義および分類は、日本の健康増進法、および食
品衛生法に定めるところによる。
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【００３５】
また、飲食品組成物には、ペット（イヌ、ネコ、ハムスター、ウサギ、トリなど）に対
する飲食品（ペットフード）、および家畜（牛、豚、家禽類）に対する飲食品（飼料組成
物）も含まれる。
【００３６】
飲食品組成物としては、特に制限されることはないが、例えば飲料（例：乳飲料、乳酸
菌飲料、果汁入り清涼飲料、炭酸飲料、果汁飲料、野菜飲料、野菜・果実飲料、アルコー
ル飲料、スポーツ飲料、粉末飲料、茶飲料など）、冷菓（例：ゼリー、ババロア、プリン
など）、氷菓（例：アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、シャーベット）、菓
子類（例：クッキー、ビスケット、おかき、飴類、チョコレート類、ガム類）、パン類、
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麺類（例：中華麺、パスタ、うどん、蕎麦、素麺）、スープ類（粉末または固形スープを
含む）、調味料（例：ドレッシング、ジュレ、ソース、マヨネーズ様ソース、たれ）など
を挙げることができる。
【００３７】
また、飲食品組成物は、上記形態を有する飲食品の他に、サプリメント形態の飲食品組
成物、小児用食品（ベビーフードを含む）および病者用食品（要介護者用食品、および嚥
下困難者用食品を含む）を含む。このようなサプリメント形態の飲食品組成物、小児用食
品又は病者用食品として調製する場合、継続的な摂取が容易にできるように、例えば、液
剤（ドリンク剤）、シロップ剤、ドライシロップ剤、ゼリー製剤（用時調製用のものを含
む。以下同じ）、顆粒剤、散剤、丸剤、錠剤、カプセル剤（硬カプセル剤、軟カプセル剤
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）、トローチ剤、チュアブル剤等の製剤形態に調製することが好ましい。好ましくは、液
剤（ドリンク剤）、ゼリー製剤、顆粒剤、錠剤、カプセル剤（硬カプセル剤、軟カプセル
剤）であり、より好ましくは液剤（ドリンク剤）、ゼリー製剤である。これらは、上述の
医薬組成物と同様に公知の方法に従って調製することができる。
【００３８】
各国の国内法において、飲食品組成物に疾患との関係を表示することが禁じられている
場合には、上記疾患との関係を国内法に抵触しない表示形式に変更することができる。
【００３９】
飲食品組成物の接種量としては、本発明の効果が奏される限り特に限定されず、剤型、
接種対象者の年齢、性別、病状の程度等によって適宜設定され得るが、例えば、上記スク
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レロスチンの量に換算して体表面積当たり０．０１〜１００ｍｇ程度接種することができ
る。
【００４０】
組成物は、骨腫瘍の治療、予防、改善のために使用することができる。ここで、「治療
」には、骨腫瘍の増殖を抑制すること、骨腫瘍を消失させること、骨腫瘍の浸潤若しくは
転移を抑制すること、及び／又は他の抗腫瘍療法（放射線治療、腫瘍部の切除、化学療法
等）を補助することを含む。「予防」には、骨腫瘍を発生させないこと、及び／又は骨腫
瘍の再発を抑制することが含まれる。「改善」には、骨腫瘍を縮小させること、及び／又
は骨腫瘍の浸潤若しくは転移を減らすことが含まれる。
【００４１】
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骨腫瘍には、良性骨腫瘍及び悪性骨腫瘍が含まれる。組成物の投与又は摂取対象疾患と
して好ましくは、悪性骨腫瘍である。前記悪性骨腫瘍には、原発性悪性骨腫瘍及び転移性
骨腫瘍が含まれる。前記原発性悪性骨腫瘍には、骨肉腫、軟骨肉腫、骨髄腫、悪性リンパ
腫、Ｅｗｉｎｇ肉腫、骨未分化多型肉腫、又は脊索腫等が含まれる。前記転移性骨腫瘍に
は、がん（上皮性悪性腫瘍）又は肉腫（非上皮性悪性腫瘍）の転移腫瘍が含まれる。組成
物の投与又は接種対象疾患として好ましくは転移がんである。転移がんの原発がんとして
は、肺がん、乳がん、前立腺がん、腎臓がん、肝臓がん、胃がん等を挙げることができる
。
【００４２】
組成物は、他の抗腫瘍療法（放射線治療、腫瘍部の切除、化学療法等）と併用すること
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ができる。
【００４３】
組成物と、他の抗腫瘍療法との併用方法は、本発明の効果を奏する使用の態様であれば
よく、特に制限されない。例えば、他の抗腫瘍療法の開始と同時に組成物を並行して使用
してもよい。あるいは他の抗腫瘍療法の開始に先立って、または他の抗腫瘍療法の開始後
に組成物の使用を開始してもよい。この場合、他の抗腫瘍療法が放射線治療、他の化学療
法剤を用いた化学療法の場合には、組成物の使用と他の抗腫瘍療法を交互に行ってもよい
。さらに、他の抗腫瘍療法が放射線治療、他の化学療法剤を用いた化学療法の場合には、
他の抗腫瘍療法を開始後、腫瘍の組織の縮小度合い等に併せて、他の抗腫瘍療法の途中か
ら、組成物を併用使用してもよく、また逆に組成物使用開始後、その途中から他の抗腫瘍

20

療法を開始してもよい。
【００４４】
例えば、化学療法は、抗がん剤、ホルモン剤、免疫賦活剤等の化学療法剤を投与する治
療である。スクレロスチン以外の化学療法剤としては、例えばシクロホスファミド、イホ
スファミド、ブスルファン、メルファラン、ベンダムスチン塩酸塩、ニムスチン塩酸塩、
ラニムスチン、ダガルバジン、プロカルバジン塩酸塩テモゾロミド等のアルキル化薬；メ
トトレキサート、ペメトレキセドナトリウム、フルオロウラシル、ドキシフルリジン、カ
ペシタビン、テガフール、シタラビン、シタラビンオクホスファート水和物、エノシタビ
ン、ゲムシタビン塩酸塩、メルカプトプリン水和物、フルダラビンリン酸エステル、ネラ
ラビン、ペントスタチン、クラドリビン、レボホリナートカルシウム、ホリナートカルシ
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ウム、ヒドロキシカルバミド、Ｌ−アスパラギナーゼ、アザシチジン等の代謝拮抗薬；ド
キソルビシン塩酸塩、ダウノルビシン塩酸塩、ピラルビシン、エピルビシン塩酸塩、イダ
ルビシン塩酸塩、アクラルビシン塩酸塩、アムルビシン塩酸塩、ミトキサントロン塩酸塩
、マイトマイシンＣ、アクチノマイシンＤ、ブレオマイシン、ペプロマイシン硫酸塩、ジ
ノスタチンスチラマー等の抗腫瘍性抗生物質；ビンクリスチン硫酸塩、ビンブラスチン硫
酸塩、ビンデシン硫酸塩、ビノレルビン酒石酸塩、パクリタキセル、ドセタキセル水和物
、エリブリンメシル酸塩等の微小血管阻害薬；アナストロゾール、エキセメスタン、レト
ロゾール、タモキシフェンクエン酸塩、トレミフェンクエン酸塩、フルベストラント、フ
ルタミド、ビカルタミド、メドロキシプロゲステロン酢酸エステル、エストラムスチンリ
ン酸エステルナトリウム水和物、ゴセレリン酢酸塩、リュープロレリン酢酸塩等のホルモ
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ン剤；シスプラチン、ミリプラチン水和物、カルボプラチン、ネダプラチン、オキサリプ
ラチン等の白金製剤；イリノテカン塩酸塩水和物、ノギテカン塩酸塩等のトポイソメラー
ゼＩ阻害薬；エトポシド、ソブゾキサン等のトポイソメラーゼＩＩ阻害薬；インターフェ
ロンガンマ−１ａ、テセロイキン、セルモロイキン等のサイトカイン；トラツズマブ、リ
ツキシマブ、ゲムツズマブオゾガマイシン、ベバシズマブ、セツキシマブ等の抗体薬；イ
ブリツモマブ

チウキセタン配合剤等の放射免疫療法薬；ゲフィチニブ、イマチニブメシ

ル、ボルテゾミブ、エルロチニブ塩酸塩、ソラフェニブトシル酸塩、スニチニブリンゴ酸
塩、サリドマイド、ニロチニブ塩酸塩水和物、ダサチニブ水和物、ラパチニブトシル酸塩
水和物、エベロリムス、レナリドミド水和物、デキサメタゾン、テムシロリムス、ボリノ
スタット、トレチノイン、タミバロテン等の分子標的薬；ＯＫ−４３２、乾燥ＢＣＧ、か
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わらたけ多糖体製剤、レンチナン、ウベニメクス等の非特異的免疫賦活薬；アセグラトン
、ポルフィマーナトリウム、タラポルフィンナトリウム、エタノール、三酸化ヒ素等を挙
げることができる。
【００４５】
これらの化学療法剤は、単独で用いても、組み合わせて用いてもよい。投与量は、薬剤
毎に、公知の投与量にしたがって、患者の状態、腫瘍の大きさ、進行度に応じて、適宜設
定できる。
【００４６】
放射線治療は、患部に、エックス線照射もしくは電子線照射を行うことによって実施す
ることができる。ここでエックス線照射の条件は、腫瘍の進行度や大きさなどによって異
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なるが、通常１回線量１．５〜３Ｇｙ，好ましくは２Ｇｙ程度の照射を、週に２〜５回、
好ましくは週４〜５回程度、１〜５週間にわたって行う方法を挙げることができる。総線
量としては２０〜８０Ｇｙ，好ましくは４０〜８０Ｇｙ程度、より好ましくは５０〜７０
Ｇｙ程度を挙げることができる。また電子線照射の条件は、やはり腫瘍の進行度や大きさ
などによって異なるが、通常１回線量２〜５Ｇｙ、好ましくは４Ｇｙ程度の照射を、週１
〜５回、好ましくは週２〜３回程度、１〜５週間にわたって行う方法を挙げることができ
る。総線量としては３０〜８０Ｇｙ、好ましくは４０〜７０Ｇｙ程度を挙げることができ
る。
【００４７】
スクレロスチンは、投与によって骨量の減少を引き起こす可能性があるため、骨吸収抑
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制剤と併用することが好ましい。
【００４８】
骨吸収抑制剤としては、デノスマブ等の抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体薬；エストリ
オール、エストロゲン、エストラジオール等の女性ホルモン薬；ラロキシフェン、バゼド
キシフェン等の選択的エストロゲン受容体モジュレーター薬；エルカトニン、サケカルシ
トニン等のカルシトニン薬；エチドロン酸二ナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム、リ
セドロン酸ナトリウム、ミノドロン酸、イバンドロン酸等のビスホスホネート薬等を挙げ
ることができる。
【００４９】
これらの骨吸収抑制剤は、単独で用いても、組み合わせて用いてもよい。投与量は、薬
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剤毎に、公知の投与量にしたがって、患者の骨量等に応じて、適宜設定できる。
【００５０】
組成物と、骨吸収抑制剤との併用方法は、本発明の効果を奏する使用の態様であればよ
く、特に制限されない。例えば、組成物の使用開始と同時に骨吸収抑制剤を並行して使用
してもよい。あるいは組成物の使用開始に先立って、または組成物の使用開始後に骨吸収
抑制剤の使用を開始してもよい。この場合、他の抗腫瘍療法が放射線治療、他の化学療法
剤を用いた化学療法の場合には、組成物の使用と骨吸収抑制剤の使用を交互に行ってもよ
い。さらに、組成物の使用開始後、骨量変化に併せて、組成物の使用途中から、骨吸収抑
制剤を併用使用してもよい。
【００５１】

40

２．治療方法
治療には、スクレロスチンを用いることが好ましい。好ましくは、骨腫瘍を有する個体
（好ましくは、ヒト）にスクレロスチンを投与する工程を含む、骨腫瘍の治療方法である
。治療方法は、他の化学療法剤を投与する工程をさらに含んでいてもよい。また、治療方
法は、骨吸収抑制剤を投与する工程と組み合わせてもよい。さらに、他の抗腫瘍療法によ
り、骨腫瘍が除去された個体に対して、骨腫瘍の転移を防ぐために、又は転移している腫
瘍細胞を増殖させないためにスクレロスチンを投与してもよい。
【００５２】
スクレロスチンについては、上記組成物の項の説明をここに援用する。
【００５３】

50

(11)

JP 2019‑99512 A 2019.6.24

またスクレロスチンを用いた治療方法は、スクレロスチンをそのまま用いてもよく、前
記組成物を用いて行ってもよい。スクレロスチンの投与量は、上記組成物の項の説明をこ
こに援用する。
【００５４】
また、「骨腫瘍」、「抗腫瘍療法」、「骨吸収抑制剤」の説明についても上記組成物の
項の説明をここに援用する。
【実施例】
【００５５】
以下に実施例を用いて、本願発明をより具体的に説明するが、本願発明は実施例に限定
10

して解釈されるものではない。
また、実施例に記載する動物実験は信州大学動物実験等実験規程に従って行った。
【００５６】
１．リコンビナント

スクレロスチン

本実施例において、ヒト骨肉腫細胞株HOS細胞を用いた実験には、リコンビナント

ス

クレロスチンとして、SOST, Human, Recombinant, Carrier‑free 25μg 1406‑ST‑025/CF
（R&D Systems社）を用いた。前記ヒト

リコンビナント

スクレロスチンは、NCBIの登

録番号UniProtKB/Swiss‑Prot: Q9BQB4.1（配列番号１）に示されるアミノ酸配列の24番目
のグルタミンから213番目のチロシンまでのペプチドであり、N末端側に7つのヒスチジン
残基からなるヒスタグを有する。
20

【００５７】
また、骨肉腫マウスモデルを用いた実験には、リコンビナント

スクレロスチンとして

、SOST, Mouse, Recombinant, Carrier‑free 25μg 1589‑ST‑025/CF（R&D社Systems社）
を用いた。前記マウス

リコンビナント

スクレロスチンは、NCBI Reference Sequence:

NP̲077769.4（配列番号２）に示されるアミノ酸配列の24番目のグルタミンから211番目
のチロシンまでのペプチドであり、N末端側に7つのヒスチジン残基からなるヒスタグを有
する。
【００５８】
前記ヒト及びマウスのリコンビナント

スクレロスチンは、マウスNS0由来ミエローマ

細胞株に発現させたものである。
30

【００５９】
前記ヒト

リコンビナント

スクレロスチンは滅菌したPBSに200μg/mlとなるように溶

解し、ストック液とした。前記マウス

リコンビナント

スクレロスチンも同様にストッ

ク液を調製した。
【００６０】
２．実施例１：スクレロスチンの腫瘍細胞の増殖抑制効果
HOS細胞を使って、スクレロスチンが腫瘍細胞の増殖に対してどのような作用を示すか
検討した。
【００６１】
（１）方法
細胞の増殖能は、alamarBlue assay（alamarBlue試薬：invitrogen社

alamaeBlue

DA
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L1100）で評価した。はじめに、HOS細胞を10％FBSと抗生物質を含むαMEM培地で37℃、５
％炭酸ガス存在下で培養した。 HOS細胞を4×10＾5個／ディッシュとなるように10 cm デ
ィッシュに播種し、スクレロスチンを含まない培地で培養するコントロール群と、スクレ
ロスチン100ng/mlの存在下で培養するスクレロスチン添加群とにわけ、３日間培養した。
各群のｎ数は１とした。
【００６２】
培養終了後、各群のそれぞれのディッシュから細胞浮遊液を調製した。細胞濃度は、1
×10＾4個/mlとし、スクレロスチンを含まない培地で細胞浮遊液を調製した。各細胞浮遊
液を96 wellプレートに100μl/wellとなるようにn=8で分注し、細胞を接着させるため、
４時間静置した。培地を除去することなく、alamarBlue試薬10μlを各ウェルに添加した
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。
【００６３】
alamarBlue試薬添加時と、alamarBlue試薬を添加してから1時間後に各ウェルの蛍光強
度を測定した。各ウェルについて1時間後の蛍光強度から添加時の蛍光強度を引いた減算
値を算出した。この各ウェルの減算値を使って各群の平均、標準誤差を算出した。二群間
の差はステューデントt検定で検定した。
【００６４】
（２）結果
alamarBlue assayの結果を、図１に示す。白棒はコントロール群を示し、黒棒はスクレ
ロスチン添加群を示す。スクレロスチン添加群では有意に（p<0.01）細胞数の増加が抑制

10

されていた。このことから、スクレロスチンには、悪性骨腫瘍細胞株の増殖を抑制する効
果があることが示された。
【００６５】
３．実施例２：スクレロスチンによる腫瘍細胞の遊走抑制効果（１）
HOS細胞を使って、スクレロスチンが腫瘍細胞の遊走に対してどのような作用を示すか
検討した。
【００６６】
（１）方法
細胞の遊走能は、Scratch assayで評価した。
はじめに、HOS細胞を4×10＾4/mlとなるように培地に浮遊させ、500μlずつ24wellプレ
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ートに分注した。コントロール群はスクレロスチンを含まない培地で、スクレロスチン添
加群はスクレロスチン100ng/mlの存在下で３日間培養した。各群のｎ数は３とした。
【００６７】
培養終了後に、全てのウェルの培地をスクレロスチンを含まない培地に交換した。その
後、ピペットチップを使用しウェルの底に付着している細胞の一部を、一定の幅となるよ
うに剥離した。剥離後、剥離細胞を含む浮遊細胞を除去するためにスクレロスチンを含ま
ない培地で各ウェルの培地交換を行い、プレートを37℃、５％炭酸ガス存在下に静置した
。剥離後培養開始時、前記培養開始から５時間後、及び７時間後に位相差顕微鏡下で剥離
された間隙部分を撮像した。間隙部分の面積変化は、Image J softwareで撮像した画像の
間隙部分の面積を測定することにより定量化した。各ウェルについて、開始時の面積から
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５時間後の面積を引いた減算値を算出した。この各ウェルの減算値を使って各群の平均、
標準誤差を算出した。二群間の差はステューデントt検定で検定した。
【００６８】
（２）結果
Scratch assayにおける、剥離後培養開始時、前記培養開始から５時間後、及び７時間
後の間隙部分の様子を図２に示す。画像の目視による観察において、コントロール群はス
クレロスチン添加群と比較して、５時間後及び７時間後に経時的に間隙に細胞が広がって
いた。これに対してスクレロスチン添加群は、細胞の広がりがコントロール群よりも遅れ
ていた。この遅れを間隙部分の面積で定量的に評価したグラフを図３に示す。白棒はコン
トロール群を示し、黒棒はスクレロスチン添加群を示す。スクレロスチン添加群では有意
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に（p<0.05）間隙面積の減少が抑えられていた。このことから、スクレロスチンには、悪
性骨腫瘍細胞株の遊走を抑制する効果があることが示された。
【００６９】
４．実施例３：スクレロスチンによる腫瘍細胞の遊走抑制効果（２）
さらにスクレロスチンの遊走能に対する効果を評価するため、Migration assayを行っ
て、スクレロスチンの効果を評価した。
【００７０】
（１）方法
実施例１と同様に、はじめにHOS細胞をスクレロスチンを含まない培地で培養するコン
トロール群と、スクレロスチン100ng/mlの存在下で培養するスクレロスチン添加群とにわ
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け、３日間培養した。各群のｎ数は１とした。
【００７１】
培養終了後、市販のキットCytoSelectTM 96‑well Cell Migration Assay (８μm), Flu
orometric（CBL社）を使って、Migration assayを行った。Migration assayの概要を図４
Aに示す。図４Aに示す２重に重なった２つのウェルの内側のウェルに、キットに添付のプ
ロトコールにしたがって細胞浮遊液

（血清フリー培地で作製したもの）を添加した。各

群n数は5とした。外側のウェルには10％BSA混合培地を使用することでBSAの濃度勾配を作
成した。キットに添付のプロトコールにしたがい、細胞浮遊液添加から一定時間後に内側
のウェルの底に空けられている孔（直径８μm）を通過して、外側のウェルに遊走してく
10

る細胞の数を蛍光強度で測定した。
【００７２】
各群のそれぞれの細胞について蛍光強度を求め、前記蛍光強度の各群の平均、標準誤差
を算出した。二群間の差はステューデントt検定で検定した。
【００７３】
（２）結果
Migration assayの結果を図４Bに示す。白棒はコントロール群を示し、黒棒はスクレロ
スチン添加群を示す。スクレロスチン添加群では有意に（p<0.05）遊走が抑えられていた
。このことから、スクレロスチンには、悪性骨腫瘍細胞株の遊走を抑制する効果があるこ
とが、Migration assayにおいても示された。
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【００７４】
５．実施例４：骨肉腫モデルマウスおけるスクレロスチンの効果
骨肉腫モデルマウスを作製し、このモデルマウスにスクレロスチンを投与することで、
スクレロスチンのin vivoにおける抗腫瘍効果を評価した。
【００７５】
（１）方法
ｉ．骨肉腫モデルマウスの作製
骨肉腫モデルマウスは、C3H/HeSlcマウスに、マウス骨肉腫細胞株LM8細胞を移植して作
製した。3週齢で日本エスエルシー社から購入したマウスを1週間訓化し、4週齢となった
マウスに、PBSに懸濁したLM8細胞を、マウス一匹あたり1×10＾6個となるように、左背部
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皮下に移植した。
【００７６】
ｉｉ．スクレロスチンの投与
スクレロスチンを、LM8細胞移植日から、目標血中濃度

1μg/ml （in vitro実験の10

倍）となるように、骨肉腫モデルマウスの腹腔内に注射した。具体的には、スクレロスチ
ン投与群には、マウスの体重1 gあたりスクレロスチン80ngを1日1回、連続7日間腹腔内に
注射した。またコントロール群には、スクレロスチンに代えてスクレロスチン溶液と同容
積のPBSを投与した。
【００７７】
コントロール群及びスクレロスチン投与群の各マウスについて平均生存期間（日数）、
腫瘍体積（目視、マイクロCT）、及び死亡時肺転移の有無を検討した。
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【００７８】
安楽死基準は、腫瘍長径17 mm以上、運動障害、摂餌障害、異常な攻撃性、及び腫瘍の
潰瘍形成の少なくとも一つが認められた場合とした。
【００７９】
生存曲線はカプランマイヤー法により作成し、生存曲線の二群間の差はログランク検定
で検定した。また、平均生存期間の二群間の差はステューデントt検定で検定した。
【００８０】
（２）結果
LM8細胞の移植後１週間での各群の腫瘍体積を、図５に示す。白棒はコントロール群を
示し、黒棒はスクレロスチン投与群を示す。スクレロスチン投与群は、コントロール群と
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比較して有意に（p<0.05）腫瘍体積の増加が抑制されていた。このことから実施例１にお
いてin vitroで確認された腫瘍増殖の抑制効果が、in vivoでも認められることが示され
た。
【００８１】
生存曲線を図６Aに示す。点線はコントロール群、実線はスクレロスチン投与群を示す
。平均生存期間のグラフを図６Bに示す。白棒はコントロール群を示し、黒棒はスクレロ
スチン投与群を示す。生存曲線でも、コントロール群と比較してスクレロスチン投与群で
は有意に（p=0.001）良好な成績となった。また、平均生存期間も、コントロール群と比
較してスクレロスチン投与群では有意に（p<0.05）延長していた。
10

【００８２】
本実施例において、骨肉腫モデルマウスにおいて、スクレロスチン投与は、腫瘍体積の
増加を抑制するとともに、予後を改善することが示された。さらに、スクレロスチンは、
骨腫瘍の治療に効果的であると考えられた。
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