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(57)【要約】
　本発明は、例えば、合成オキシステロールに関する。その化合物を必要とする対象を治
療する方法を含むそれらの化合物の使用方法、並びに本発明の方法を実施するための医薬
組成物及びキットについても記載する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ｉを有する化合物であって、
【化１】

式中、ＪはＨ又はＯＨであり、
ＬはＨ又はＯＨであり、
Ｊ及びＬの少なくとも１つはＨであり、
Ｊ及びＬの少なくとも１つはＯＨであり、
Ｒ１は炭素１～６個のアルカン、炭素２～６個のアルケン及びメチルで置換されていても
よいフェニルからなる群から選択され、
但し、Ｒ１は３－メチルブチルではなく、
ＪがＯＨであるとき、Ｒ１は３－メチル－２－ブテニルではなく、
ＬがＯＨであるとき、Ｒ１はｎ－プロピルではない化合物。
【請求項２】
　ＪがＯＨであり、ＬがＨであり、
Ｒ１が、炭素５～６個のアルカン、炭素５～６個のアルケン、及びメチルで置換されてい
てもよいフェニルからなる群から選択される、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　ＪがＯＨであり、ＬがＨであり、
Ｒ１が３－メチル－３－ブテニルである、Ｏｘｙ１３である請求項１に記載の化合物。
【請求項４】
　ＪがＯＨであり、ＬがＨであり、
Ｒ１が４－メチルペンチルである、Ｏｘｙ１２である請求項１に記載の化合物。
【請求項５】
　ＪがＯＨであり、ＬがＨであり、
Ｒ１が３－メチルフェニルである、Ｏｘｙ１１である請求項１に記載の化合物。
【請求項６】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨであり、
Ｒ１が炭素１～６個のアルカンである、請求項１に記載の化合物。
【請求項７】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨであり、
Ｒ１がメチルである、Ｏｘｙ４である請求項１に記載の化合物。
【請求項８】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨであり、
Ｒ１がエチルである、Ｏｘｙ３である請求項１に記載の化合物。
【請求項９】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨであり、
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Ｒ１が４－メチルペンチルである、Ｏｘｙ７である請求項１に記載の化合物。
【請求項１０】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨであり、
Ｒ１がｎ－ブチルである、Ｏｘｙ９である請求項１に記載の化合物。
【請求項１１】
　式Ｉの化合物
【化２】

（式中、ＪはＨ又はＯＨであり、
ＬはＨ又はＯＨであり、
Ｊ及びＬの少なくとも１つはＯＨであり、
Ｒ１は炭素１～６個のアルカン、炭素２～６個のアルケン、及びメチルによって置換され
ていてもよいフェニルからなる群から選択され、
但し、Ｊ及びＬの１つがＨであるとき、Ｒ１は３－メチルブチルではない）
と薬学的に許容される担体とを含む医薬組成物。
【請求項１２】
　ＪがＯＨであり、ＬがＨである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　Ｒ１が、炭素５～６個のアルカン、炭素５～６個のアルケン、及びメチルで置換されて
いてもよいフェニルからなる群から選択される、請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　式中Ｒ１が３－メチル－２－ブテニルではない、請求項１３に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　ＪがＯＨであり、ＬがＨであり、
Ｒ１が３－メチルフェニルである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　ＪがＯＨであり、ＬがＨであり、
Ｒ１が４－メチルペンチルである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　ＪがＯＨであり、ＬがＨであり、
Ｒ１が３－メチル－３－ブテニルである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　ＪがＯＨであり、ＬがＨであり、
Ｒ１が３－メチル－２－ブテニルである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　Ｒ１が炭素１～６個のアルカンである、請求項１９に記載の医薬組成物。
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【請求項２１】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨであり、
Ｒ１がメチルである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項２２】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨであり、
Ｒ１がエチルである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項２３】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨであり、
Ｒ１がｎ－ブチルである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項２４】
　ＪがＨであり、ＬがＯＨであり、
Ｒ１が４－メチルペンチルである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項２５】
　ＪがＯＨであり、ＬがＯＨである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項２６】
　Ｒ１が炭素１～６個のアルカンである、請求項２５に記載の医薬組成物。
【請求項２７】
　ＪがＯＨであり、ＬがＯＨであり、
Ｒ１が３－メチルブチルである、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項２８】
　Ｏｘｙ３、Ｏｘｙ４、Ｏｘｙ７、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏ
ｘｙ１４及びＯｘｙ１５の少なくとも２つを含む医薬組成物。
【請求項２９】
　２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール、２２（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール、又
は２２（Ｒ）－ヒドロキシコレステロールの少なくとも１つをさらに含む、請求項１１又
は請求項２８に記載の医薬組成物。
【請求項３０】
　副甲状腺ホルモン、フッ化ナトリウム、インスリン様増殖因子Ｉ（ＩＬＧＦ－１）、イ
ンスリン様増殖因子II（ＩＬＧＦ－II）、トランスフォーミング成長因子ベータ（ＴＧＦ
－β）、チトクロームＰ４５０阻害剤、ホスホリパーゼ活性化剤、アラキドン酸、ＣＯＸ
酵素活性化剤、骨形成プロスタノイド、ＥＲＫ活性化剤、ＢＭＰ２、４、７及び１４から
なる群から選択される少なくとも１つの追加の作用物質をさらに含む、請求項１１、２８
又は２９のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項３１】
　Ｏｘｙ３、Ｏｘｙ４、Ｏｘｙ７、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏ
ｘｙ１４又はＯｘｙ１５のオキシステロール、及びオキシステロール結合タンパク質又は
受容体を含む複合体。
【請求項３２】
　インビトロにある、請求項３１に記載の複合体。
【請求項３３】
　対象内にある、請求項３１に記載の複合体。
【請求項３４】
　容器内にあってもよい、請求項１１に記載の医薬組成物を含むキット。
【請求項３５】
　細胞又は組織におけるヘッジホッグ（Ｈｈ）経路媒介応答を調節する方法であって、細
胞又は組織と有効量のＯｘｙ１２、Ｏｘｙ１３又はＯｘｙ１４を接触させるステップを含
む方法。
【請求項３６】
　細胞又は組織がインビトロにある、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
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　細胞又は組織が対象内にある、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　経路媒介応答が、骨形態形成、骨増殖若しくは毛髪増殖の刺激、又は脂肪細胞形態形成
若しくは脂肪細胞増殖の阻害である、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　骨折若しくは骨粗鬆症の対象又は骨の炎症、肥満、癌、神経障害、脱毛症、心血管障害
、若しくは骨関節炎に罹患した対象を治療する方法であって、Ｏｘｙ３、Ｏｘｙ４、Ｏｘ
ｙ７、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ１５を含む医薬組成
物の有効量を対象に投与するステップを含む方法。
【請求項４０】
　哺乳動物間葉幹細胞の骨芽細胞分化を誘導する方法であって、Ｏｘｙ７、Ｏｘｙ９、Ｏ
ｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ１５を含む医薬組成物の有効
量と細胞を接触させるステップを含む方法。
【請求項４１】
　哺乳動物間葉細胞を、副甲状腺ホルモン、フッ化ナトリウム、インスリン様増殖因子Ｉ
（ＩＬＧＦ－１）、インスリン様増殖因子II（ＩＬＧＦ－II）及びトランスフォーミング
成長因子ベータ（ＴＧＦ－β）からなる群から選択される少なくとも１つの第２の薬剤で
処理するステップをさらに含む、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　哺乳動物間葉細胞を、チトクロームＰ４５０阻害剤、ホスホリパーゼ活性化剤、アラキ
ドン酸、ＣＯＸ酵素活性化剤、骨形成プロスタノイド及びＥＲＫ活性化剤からなる群から
選択される少なくとも１つの第２の薬剤で処理するステップをさらに含む、請求項４０に
記載の方法。
【請求項４３】
　未処理細胞の生物学的マーカーのレベルよりも高いレベルの骨芽細胞分化の生物学的マ
ーカーを発現させるために哺乳動物細胞を刺激する方法であって、哺乳動物細胞をＯｘｙ
７、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ１５を含む
医薬組成物の有効量に曝露することを含む方法。
【請求項４４】
　生物学的マーカーが、アルカリホスファターゼ活性、カルシウム取り込み、石灰化及び
／又はオステオカルシンｍＲＮＡの発現である、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　哺乳動物細胞が、間葉幹細胞、骨芽前駆細胞及び頭蓋冠器官培養中の細胞からなる群か
ら選択される、請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
　骨芽細胞への骨髄間質細胞の分化を増大させるために対象を治療する方法であって、Ｏ
ｘｙ７、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ１５を
含む医薬組成物を治療有効量で、効果的な剤形で、選択された間隔で投与して、骨組織に
存在する骨芽細胞の数を増加させるステップを含む方法。
【請求項４７】
　骨形成を誘導するために患者を治療する方法であって、Ｏｘｙ７、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ１
１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ１５を含む医薬組成物を治療有効量
で、効果的な剤形で、選択された間隔で投与して、骨重量を増加させるステップを含む方
法。
【請求項４８】
　骨粗鬆症の臨床症状を示す患者を治療する方法であって、Ｏｘｙ７、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ
１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ１５を含む医薬組成物を治療有効
量で、効果的な剤形で、選択された間隔で投与して、骨粗鬆症の徴候を軽減するステップ
を含む方法。
【請求項４９】
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　骨形成を誘導するために対象を治療する方法であって、
　哺乳動物間葉幹細胞を収集するステップと、
　哺乳動物間葉幹細胞をＯｘｙ７、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏ
ｘｙ１４又はＯｘｙ１５の少なくとも１つで処理するステップであって、少なくとも１つ
のオキシステロールが間葉幹細胞を誘導して骨芽細胞分化の少なくとも１つの細胞マーカ
ーを発現させるステップと、
　分化した細胞を対象に投与するステップと
を含む方法。
【請求項５０】
　表面を有する基質を含む、ヒト体内で使用するための移植片であって、前記移植片の少
なくとも表面が、周囲の骨組織において骨形成を誘導するのに十分な量の、Ｏｘｙ７、Ｏ
ｘｙ９、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ１５の少なくとも
１つを含む医薬組成物を含む移植片。
【請求項５１】
　基質が、ピン、ねじ、プレート又は人工関節の形状に形成される、請求項５０に記載の
移植片。
【請求項５２】
　哺乳動物間葉幹細胞の脂肪細胞分化を阻害する方法であって、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２
、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ１５を含む医薬組成物の有効量と間葉幹細胞を接触
させるステップを含む方法。
【請求項５３】
　細胞がインビトロにある、請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　細胞が対象内にある、請求項５２に記載の方法。
【請求項５５】
　創傷治癒、血管新生、骨形態形成若しくは骨増殖の増加、体重減少、増毛、軟骨産生の
促進を必要とする対象、又は神経障害に罹患した対象を治療する方法であって、Ｏｘｙ７
、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ１５の配合物
を含む医薬組成物の有効量を対象に投与するステップを含む方法。
【請求項５６】
　増毛の必要な対象を治療する方法であって、Ｏｘｙ３、Ｏｘｙ４、Ｏｘｙ７、Ｏｘｙ８
、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ１０、Ｏｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４又はＯｘｙ
１５の配合物を含む医薬組成物の有効量を対象に投与するステップを含む方法。
【請求項５７】
　インビトロアッセイでヘッジホッグ経路媒介活性の調節因子を同定する方法であって、
Ｇｌｉ１プロモーターの活性を刺激する能力について候補となるオキシステロールをスク
リーニングするステップを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、いずれも参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年２月２７日出願
の米国仮出願第６０／７７６９９０号、２００５年５月２２日出願の同第６０／８０２７
３７号及び２００６年５月３１日出願の同第６０／８０９７３６号の出願日の利益を請求
するものである。
【０００２】
　本発明の態様は、ＮＩＨ／ＮＩＡ助成金番号ＩＰ６０－ＡＧ１０４１５及びＮＩＨ／Ｎ
ＩＡＵＳ助成金番号Ｒ０１－ＡＲ０５０４２６によって提供された合衆国政府の支援を受
けてなされた。政府は、本発明において特定の権利を有する。
【背景技術】
【０００３】
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　オキシステロールは、循環系並びにヒト及び動物の組織に存在するコレステロールの酸
化誘導体の大きなファミリーを形成する。現在までにヒト血漿中で同定されているオキシ
ステロールには、７α－ヒドロキシコレステロール、２４Ｓ－ヒドロキシコレステロール
並びに４α－及び４β－ヒドロキシコレステロールが含まれ、５～５００ｎｇ／ｍｌの範
囲の濃度で存在している。これらのオキシステロールは、循環系における半減期が０．５
～６０時間と様々で、そのレベルは、加齢、薬剤による介入及び疾患の過程によって変化
し得る。オキシステロールは、自動酸化によって脂質過酸化の二次的な副産物として、又
はほとんどが酵素チトクロームＰ４５０ファミリーの構成要素である特定のモノオキシゲ
ナーゼの作用によって形成され得る。これらの酵素の例は、７α－ヒドロキシコレステロ
ールを形成するコレステロール７α－ヒドロキシラーゼ（ＣＹＰ７Ａ１）、２５－ヒドロ
キシコレステロールを形成するコレステロール２５－ヒドロキシラーゼ、２４Ｓ－ヒドロ
キシコレステロールを形成するコレステロール２４Ｓ－ヒドロキシラーゼ（ＣＹＰ４６）
などである。さらに、オキシステロールは、食事から摂取することができる。チトクロー
ムＰ４５０酵素はまた、オキシステロールのさらなる酸化及び最終的に系から除去される
ことになる活性型若しくは不活性型代謝物への代謝に関与する。ある種のオキシステロー
ルは、コレステロール代謝に潜在的な効果を有しているので、そのプロセスへの関与は近
年広く研究されている。さらに、アテローム性動脈硬化病変にオキシステロールが存在し
ているために、この障害の病理におけるそれらの潜在的役割の研究が促されてきた。特定
のオキシステロールの役割は、細胞分化、炎症、アポトーシス及びステロイド産生を含む
様々な生理学的プロセスに関与してきた。さらに、生きている生命体にはコレステロール
が豊富にあり、我々の環境には酸化促進的特性があり、それらの産生には数多くの酵素的
及び非酵素的経路があるので、オキシステロールが生物システムにおいて他のまだ同定さ
れていない役割を担っていることがわかっても驚くことではないだろう。
【０００４】
　最近、細胞分化においてオキシステロールが役割を担っている可能性がいくつかの報告
によって示されている。特定のオキシステロールは、インビトロにおいてヒト表皮細胞の
分化を誘導するが、単球の分化はオキシステロール７－ケトコレステロールによって誘導
され得る。我々は以前の報告で、特定のオキシステロールは多能性間葉細胞の骨芽細胞へ
の分化を誘導するが、脂肪細胞への分化は阻害することを示した。オキシステロールによ
る表皮細胞の分化は、核内ホルモン受容体、肝臓Ｘ受容体β（ＬＸＲβ）によって媒介さ
れる。オーファン核内受容体として最初に同定されたＬＸＲα及びＬＸＲβは、オキシス
テロールの受容体として作用する。しかし、オキシステロールの効果の多くは、ＬＸＲ依
存性機構によって媒介される。特異的ＬＸＲリガンドによるＬＸＲの活性化は、間葉細胞
の骨形成分化を刺激するのではなく、阻害するので、これらには間葉細胞への効果が含ま
れる。さらに、ＬＸＲ欠損マウスから得られたＭＳＣは、骨形成オキシステロール並びに
その野生型に応答することができた。マイトジェン活性化タンパク質キナーゼ（ＭＡＰＫ
）などのシグナル伝達分子の活性化を調節できる他のオキシステロール結合タンパク質が
報告されている。
【０００５】
　ヘッジホッグ分子は、組織パターン形成、有糸分裂誘発、形態形成、細胞分化及び胚発
生を含む様々なプロセスにおいて重要な役割を果たすことが示されてきた。胚発生におけ
る役割に加えて、ヘッジホッグシグナル伝達は、組織／器官の完全性及び機能の生後発達
及び維持に極めて重大な役割を果たす。遺伝子操作マウスを使用した研究によって、ヘッ
ジホッグシグナル伝達はインビトロ及びインビボにおける骨格形成期間並びに骨芽細胞の
発達において重要であることが示された。ヘッジホッグシグナル伝達はまた、骨形成誘発
の役割を果たすことに加えて、多能性間葉細胞、Ｃ３Ｈ－１０Ｔ　１／２に適用すると脂
肪生成を阻害する。
【０００６】
　ヘッジホッグシグナル伝達は、原形質膜タンパク質、キナーゼ、ホスファターゼ並びに
ヘッジホッグ分子の混合及び分配を促進する因子を含むシグナル伝達分子の非常に複雑な
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ネットワークに関与する。生産／シグナル伝達細胞のサブセットからのヘッジホッグ分子
の産生には、その合成、自己プロセシング及び脂質修飾が関与する。脂質の機能性に不可
欠であると思われるヘッジホッグの脂質修飾には、コレステロール分子の自己切断ヘッジ
ホッグ分子のＣ末端ドメインへの付加及びそのＮ末端ドメインのパルミトイル化が関与す
る。他の付属因子の働きによって、ヘッジホッグ分子はシグナル伝達細胞の原形質膜に輸
送され、細胞外環境に放出され、応答細胞まで輸送される。
【０００７】
　ヘッジホッグ分子がないと、応答細胞の原形質膜上に存在するＰａｔｈｅｄ（Ｐｔｃｈ
）が、別の原形質膜関連シグナル変換分子、Ｓｍｏｏｔｈｅｎｅｄ（Ｓｍｏ）の活性化を
阻害することによって、ヘッジホッグシグナル伝達を沈黙状態に維持する。ヘッジホッグ
が存在すると、ＰｔｃｈによるＳｍｏの阻害が緩和され、Ｓｍｏはヘッジホッグ調節遺伝
子の転写を調節するためのシグナルを変換する。この転写調節には、部分的には、Ｇｌｉ
及びその７５ｋｄ転写抑制因子から１５５ｋｄ転写活性化因子への変換を調節する付属分
子の複合体の構成要素が非常に入り組んだ相互作用を行った後、細胞質から核内へ進入す
るＣｉ／Ｇｌｉ転写因子が関与する。この極めて複雑なシグナル伝達ネットワークの詳細
は、徹底的に検討されている。(Cohen (2003) Am J Med Gen 123A, 5-28; Mullor et al.
 (2002) Trends Cell Bio 12, 562-569)。
【非特許文献１】Cohen (2003) Am J Med Gen 123A, 5-28
【非特許文献２】Mullor et al. (2002) Trends Cell Bio 12, 562-569
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、例えば、新規合成オキシステロールに関する。オキシステロールは、骨形態
形成若しくは骨増殖の刺激、及び／又は脂肪細胞形態形成若しくは脂肪細胞増殖の阻害を
含む様々な活性のいずれかを示すことができ、したがって、それらの生理学的現象によっ
て媒介される症状若しくはそれらの生理学的現象の異常発現を示す症状を治療するために
使用することができる。本発明者等は、ある種のオキシステロールがヘッジホッグ（Ｈｈ
、hedgehog）シグナル伝達経路を刺激することによって作用することを本明細書で報告す
る。したがって、天然に生じる分子並びに合成分子を含むオキシステロールは、インビト
ロ又はインビボ（対象中において）この経路を増強することができ、Ｈｈ経路の要素によ
って媒介される症状を治療するために使用することができる。
【０００９】
　本発明のオキシステロール及びそれらを使用するための方法、例えば、適切な対象を治
療するための方法の利点には、化合物の製造が安価で、投与（例えば、局所的若しくは全
身的）が容易であることができ、高い効果と効力を示すことが含まれる。骨形態形成タン
パク質（ＢＭＰ、Bone morphogenic protein）は、骨治癒を促進するために使用すること
ができるが、非常に大量のタンパク質を必要とする。本発明のオキシステロールは、ある
種のＢＭＰと相乗的に作用し、それらを本発明のオキシステロールと同時投与するとき、
必要とされるタンパク質の用量は少ない。これは、本発明のオキシステロールの別の利点
である。ある実施形態では、本発明の化合物の投与によって、例えば、美容上敏感な領域
に瘢痕化をもたらし得る手術の回避を可能にする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の一態様は、式Ｉによって表されるオキシステロール（例えば、単離されたオキ
システロール）である。
【００１１】
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【化１】

【００１２】
　式Ｉでは、Ｊは水素（Ｈ、hydrogen）又はヒドロキシル（ＯＨ、hydroxyl）であること
ができ、Ｌは水素（Ｈ）又はヒドロキシル（ＯＨ）であることができ、Ｒ１は炭素１～６
個の直鎖若しくは分枝鎖のアルカン、炭素２～６個の直鎖若しくは分枝鎖のアルケン、又
はメチルで置換されていてもよいフェニルであることができる。例えば、Ｊ及びＬの少な
くとも１つはヒドロキシル（ＯＨ）であることができ、且つ／又はＪ及びＬの少なくとも
１つは水素（Ｈ）であることができる。例えば、Ｒ１は３－メチルブチル以外であること
ができる。例えば、ＪがＯＨであるとき、Ｒ１は３－メチル－２－ブテニル以外であるこ
とができ、ＬがＯＨであるとき、Ｒ１はｎ－プロピル以外であることができる。
【００１３】
　本発明の一実施形態では、Ｊはヒドロキシル（ＯＨ）であり、Ｌは水素（Ｈ）である。
Ｒ１は炭素５～６個のアルカン、例えば、３－メチルブチル以外の炭素５～６個のアルカ
ンであることができる。例えば、Ｒ１は４－メチルペンチル（Ｏｘｙ１２）であることが
できる。Ｒ１は炭素５～６個のアルケン、例えば、３－メチルブテニル以外の炭素５～６
個のアルケンであることができる。例えば、Ｒ１は３－メチル－３－ブテニル（Ｏｘｙ１
３）であることができる。Ｒ１はメチルで置換されていてもよいフェニルであることがで
きる。例えば、Ｒ１は３－メチルフェニル（Ｏｘｙ１１）であることができる。
【００１４】
　別の実施形態では、Ｊは水素（Ｈ）であり、Ｌはヒドロキシル（ＯＨ）である。Ｒ１は
、炭素１～６個のアルカンであることができる。例えば、Ｒ１は、メチル（Ｏｘｙ４）、
エチル（Ｏｘｙ３）、ｎ－ブチル（Ｏｘｙ９）又は４－メチルペンチル（Ｏｘｙ７）であ
ることができる。
【００１５】
　別の実施形態では、Ｊはヒドロキシル（ＯＨ）であり、Ｋはヒドロキシル（ＯＨ）であ
る。Ｒ１は、炭素数１～６個のアルカンであることができる。例えば、Ｒ１は３－メチル
ブチル（Ｏｘｙ１５及びＯｘｙ１６）であることができる。
【００１６】
　別の実施形態では、化合物は式Ｉを有し、ＪはＨ又はＯＨであり、ＬはＨ又はＯＨであ
る。Ｊ及びＬの少なくとも１つはＨであり、Ｊ及びＬの少なくとも１つはＯＨである。Ｒ
１は、炭素１～６個のアルカン、炭素２～６個のアルケン、及びメチルで置換されていて
もよいフェニルからなる群から選択される。Ｒ１は、３－メチルブチルではない。ＪがＯ
Ｈであるとき、Ｒ１は３－メチル－２－ブテニルではない。ＬがＯＨであるとき、Ｒ１は
ｎ－プロピルではない。
【００１７】
　一実施形態は、式Ｉを有する化合物及び薬学的に許容される担体を含む医薬組成物であ
る。ＪはＨ又はＯＨであり、ＬはＨ又はＯＨである。Ｊ及びＬの少なくとも１つはＯＨで
ある。Ｒ１は、炭素１～６個のアルカン、炭素２～６個のアルケン、及びメチルで置換さ
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れていてもよいフェニルからなる群から選択される。Ｊ及びＬの１つがＨであるとき、Ｒ
１は３－メチルブチルではない。別の実施形態では、この医薬組成物はさらに少なくとも
１個の追加のオキシステロールを含む。
【００１８】
　一実施形態では、医薬組成物は、Ｏｘｙ３、Ｏｘｙ４、Ｏｘｙ７、Ｏｘｙ９、Ｏｘｙ１
１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４及びＯｘｙ１５の少なくとも２つを含む。この
医薬組成物は、２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール、２２（Ｓ）－ヒドロキシコレス
テロール、又は２２（Ｒ）－ヒドロキシコレステロールの少なくとも１つ又は任意のその
他のオキシステロールをさらに含めることができる。一実施形態では、この医薬組成物は
Ｏｘｙ１６を含む。
【００１９】
　本発明の別の態様は、本発明のオキシステロール、及び様々な細胞内オキシステロール
結合分子（例えば、タンパク質、受容体など）のいずれかを含む複合体（インビトロ又は
インビボ）であり、その例は当業者には明らかであろう。
【００２０】
　本明細書で使用したように、単数形「１つの（ａ）」「１つの（ａｎ）」及び「その（
ｔｈｅ）」は、文脈上別段明らかな指示がない限り、複数の指示対象を含む。例えば、「
１つの（ａｎ）」オキシステロール」は、同一又は異なっていてよい複数のオキシステロ
ール、例えば、２、３、４、５つ又はそれ以上のオキシステロールを含む。
【００２１】
　本発明の別の態様は、本発明のオキシステロール（上記で論じた他の薬剤を組み合わせ
てもよい）と、例えば、副甲状腺ホルモン、フッ化ナトリウム、インスリン様増殖因子Ｉ
（ＩＬＧＦ－１、insulin-like growth factor I）、インスリン様増殖因子II（ＩＬＧＦ
－II、insulin-like growth factor II）、トランスフォーミング成長因子ベータ（ＴＧ
Ｆ－β、transforming growth facter beta）、チトクロームＰ４５０阻害剤、ホスホリ
パーゼ活性化剤、アラキドン酸、ＣＯＸ酵素活性化剤、骨形成プロスタノイド、ＥＲＫ活
性化剤、ＢＭＰ２、４、７及び１４からなる群から選択される少なくとも１つの追加の作
用物質とを含む組み合わせ又は医薬組成物である。
【００２２】
　本発明の別の態様は、本明細書で論じた方法のいずれかを実施するためのキットであり
、そのキットは、個々に、若しくは互いに組み合わせた、又は天然に生じるオキシステロ
ール及び／若しくはＢＭＰ若しくは本明細書で示したその他の作用物質と組み合わせた本
発明の１つ又は複数のオキシステロールを含み、１つ又は複数の容器に包装されていても
よい、本明細書で記載した方法のいずれかを実施するためのキットである。このキットが
対象を治療するためのものであるとき、（複数の）オキシステロールは薬学的に許容され
る組成物の形態であってよい。
【００２３】
　本発明の別の態様は、細胞又は組織におけるヘッジホッグ（Ｈｈ）経路媒介応答を調節
するための方法であり、その方法は、細胞又は組織と有効量のオキシステロール又は本発
明の医薬組成物を接触させるステップを含む。細胞又は組織は、インビトロ又は対象内（
インビボ）にあってよい。後者の場合、対象は、例えば、骨形態形成、骨増殖若しくは増
毛の刺激、又は脂肪細胞形態形成若しくは脂肪細胞増殖の阻害によって利益を得るもので
よい。
【００２４】
　本明細書で使用した「対象」には、本発明のオキシステロールで治療することができる
状態の症状を示す任意の動物が含まれる。適切な対象（患者）には、実験動物（例えば、
マウス、ラット、ウサギ又はモルモット）、牧畜、家畜又はペット（例えば、ネコ又はイ
ヌ）が含まれる。非ヒト霊長類、及び好ましくはヒト患者が含まれる。典型的な対象には
、本発明のオキシステロールによって調節（例えば、骨形態形成若しくは骨増殖の刺激、
及び／又は脂肪細胞形態形成若しくは脂肪細胞増殖の阻害）することができる１つ又は複
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数の生理学的活性の異常量（「正常」又は「健康」な対象よりも低量若しくは多量）を示
す動物が含まれる。非病原性症状、例えば、脱毛症を示す対象も含まれる。本明細書で使
用する、オキシステロールが応答を「調節する」能力には、オキシステロールがない場合
に惹起される応答と比較して応答のレベルを増加させるか、又は減少させる能力が含まれ
る。異常な活性は、ヘッジホッグ活性などの活性化を含む様々な機構のいずれかによって
調節することができる。異常活性は、病的状態を生じ得る。
【００２５】
　本明細書において、「有効量」には、検出可能な効果をもたらすことができる量が含ま
れる。本明細書において、「治療有効量」には、検出可能な治療効果（例えば、症状の軽
減）をもたらすことができる量が含まれる。
【００２６】
　本発明の別の態様は、オキシステロール又はヘッジホッグ経路によって媒介されること
が知られている状態に罹患した対象を治療するための方法であり、その方法は、オキシス
テロール若しくは本発明の医薬組成物の有効量を対象に投与するステップを含む。いくつ
かのこのような症状を本明細書の他の箇所で論じる。
【００２７】
　本発明の別の態様は、哺乳動物間葉幹細胞の骨芽細胞分化を誘導するための方法であり
、その方法は、本発明のオキシステロール又は医薬組成物の有効量と細胞を接触させるス
テップを含む。その方法はさらに、哺乳動物間葉細胞を、副甲状腺ホルモン、フッ化ナト
リウム、インスリン様増殖因子Ｉ（ＩＬＧＦ－１）、インスリン様増殖因子II（ＩＬＧＦ
－II）、トランスフォーミング成長因子ベータ（ＴＧＦ－β）、チトクロームＰ４５０阻
害剤、ホスホリパーゼ活性化剤、アラキドン酸、ＣＯＸ酵素活性化剤、骨形成プロスタノ
イド、ＥＲＫ活性化剤からなる群から選択される少なくとも１つの第２の薬剤で処理する
ステップを含むことができる。
【００２８】
　本発明のオキシステロール又は医薬組成物を使用する本発明の他の態様には、（１）哺
乳類細胞（例えば、間葉幹細胞、骨細胞前駆細胞若しくは頭蓋冠器官培養の細胞）を刺激
して未処理細胞の生物学的マーカーのレベルよりも高いレベルの骨芽細胞分化の生物学的
マーカーを発現させる（例えば、アルカリホスファターゼ活性、カルシウム取り込み、石
灰化若しくはオステオカルシンｍＲＮＡの発現の少なくとも１つを増大させる）方法、（
２）対象（患者）を治療して骨芽細胞への骨髄間質細胞の分化を増加させる方法、（３）
対象（患者）を治療して骨形成を誘導する（骨量を増加させる）方法、又は（４）骨粗鬆
症の臨床症状を示す患者を治療する方法が含まれる。対象を治療する方法は、本発明のオ
キシステロール又は医薬組成物を治療有効用量で、効果的な剤形で、選択された間隔で投
与して、所望の応答の惹起を効果的に実施する（例えば、それぞれ骨量を増加させ、骨組
織中に存在する骨芽細胞の数を増加させ、骨粗鬆症の症状を軽減する）ステップを含める
ことができる。
【００２９】
　本発明の別の態様は、対象を治療して骨形成を誘導する方法であり、その方法は、哺乳
動物間葉幹細胞を収集するステップと、哺乳動物間葉細胞を本発明のオキシステロール又
は医薬組成物で処理するステップであって、オキシステロールが間葉幹細胞を誘導して骨
芽細胞分化の少なくとも１つの細胞マーカーを発現させるステップと、分化した細胞を対
象に投与するステップとを含む。
【００３０】
　本発明の別の態様は、動物（例えば、ヒト）の体内で使用するための移植片であり、そ
の移植片は表面を有する基質を含み、移植片の少なくとも表面は、周囲の骨組織中に骨形
成を誘導するために十分な量で、本発明のオキシステロール又は医薬組成物を含む。その
基質は、例えば、ピン、ねじ、プレート、又は人工関節の形状に形成することができる。
【００３１】
　本発明の別の態様は、哺乳動物間葉幹細胞の脂肪細胞分化を阻害するための方法であり
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、その方法は、本発明のオキシステロール又は医薬組成物の有効量を間葉系細胞を接触さ
せるステップを含む。細胞は、インビトロ又は対象内（インビボ）内にあってよい。
【００３２】
　本発明の別の態様は、創傷治癒、血管形成、骨形態形成若しくは骨増殖の増加（例えば
、骨の治癒を必要とする、又は骨粗鬆症に罹患した対象）、体重減少、増毛、軟骨産生の
促進を必要とする対象、又は神経障害に罹患した対象を治療するための方法である。
【００３３】
　本発明の別の態様は、ヘッジホッグ経路媒介活性の調節因子を同定するための方法であ
り、本明細書で論じたヘッジホッグ関連インビトロアッセイの１つにおける活性（例えば
、Ｇｌｉ１プロモーターの刺激によるＧｌｉ－１遺伝子の発現の誘導、多量体形成Ｇｌｉ
－１応答エレメントによって促進されるレポーター構築物の活性化、Ｐａｔｃｈｅｄ発現
の誘導、シクロパミンによる推定オキシステロール誘導効果の阻害など）を調節する能力
について候補オキシステロールをスクリーニングするステップを含む。
【００３４】
　本発明の別の態様は、細胞又は組織（インビトロ又は対象内）におけるヘッジホッグ（
Ｈｈ）経路媒介応答を調節するための方法であり、その改良は、細胞又は組織と本発明の
オキシステロールを接触させるステップを含む。本発明の別の態様は、（例えば、骨芽細
胞への骨髄間質細胞の分化を増加させ、又は骨形成を誘導するため）本明細書で記載した
適応症の１つについて対象を治療するための方法であり、その改良は、細胞若しくは組織
と本発明のオキシステロールを接触させるステップを含む。
【００３５】
　本発明の一態様は、前記の式Ｉによって表される本発明のオキシステロール（例えば、
単離されたオキシステロール）である。Ｏｘｙ１からＯｘｙ４及びＯｘｙ６からＯｘｙ１
６として表されたオキシステロールの例を図９に示す。例えば、Ｏｘｙ７、Ｏｘｙ９、Ｏ
ｘｙ１１、Ｏｘｙ１２、Ｏｘｙ１３、Ｏｘｙ１４及びＯｘｙ１５として表された化合物は
、少なくとも測定可能な量のヘッジホッグ媒介経路及び／又は骨形態形成又は骨増殖（又
はそれらのマーカー）を刺激することができ、且つ／又は少なくとも測定可能な量の脂肪
細胞形態形成又は脂肪細胞増殖（又はそれらのマーカー）を阻害することができる。Ｏｘ
ｙ３及びＯｘｙ４は、その他のオキシステロールと組み合わせて活性の促進因子として作
用することができる。例えば、Ｏｘｙ３と２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロールの組み
合わせ、並びにＯｘｙ４と２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロールの組み合わせは、Ｍ２
細胞において石灰化を測定するために使用したアッセイでは、２０（Ｓ）－ヒドロキシコ
レステロールのみを適用したときの取り込みよりも、４５Ｃａの取り込みを高めることが
発見された。Ｏｘｙ７は、最小限度活性を増強することが発見された。
【００３６】
　その他のオキシステロール（例えば、Ｏｘｙ１、Ｏｘｙ２及びＯｘｙ１６）は、前述の
活性の１種を調節しないことが示されている。しかし、前述のオキシステロールと構造的
特徴を共有しているこれらの分子は、そのような化合物の競合阻害剤として作用し、場合
によっては、前記活性（例えば、骨形態形成又は骨増殖など）の１種のアンタゴニストと
して作用することが予測される。
【００３７】
　本発明のいくつかの態様（例えば、Ｈｈ経路の構成要素を刺激するためにオキシステロ
ールを使用する方法）では、天然に生じるオキシステロール（例えば、２２（Ｓ）－ヒド
ロキシコレステロール（本明細書では時々「２２Ｓ」と呼ぶ）、２２（Ｒ）－ヒドロキシ
コレステロール（本明細書では時々「２２Ｒ」と呼ぶ）、２０（Ｓ）－ヒドロキシコレス
テロール（２０－アルファヒドロキシコレステロールとしても知られる、本明細書では時
々「２０Ｓ」と呼ぶ）、５－コレステン－３ベータ、２０アルファ－ジオール３－アセテ
ート、２４－ヒドロキシコレステロール、２４（Ｓ）、２５－エポキシコレステロール、
プレグナノロン、２６－ヒドロキシコレステロール、４ベータ－ヒドロキシコレステロー
ルも使用することができる。
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【００３８】
　「単離された」とは、元の環境（例えば、天然に生じる場合は天然の環境）から取り出
されたこと、及び／又は天然では関連する少なくとも１種のその他の成分から分離するこ
とを意味する。例えば、天然の生体宿主に存在する天然に生じるオキシステロールは単離
されていないが、天然の系に共存する物質のいくつか又は全てから分離された同オキシス
テロールは単離される。このようなオキシステロールは、組成物（例えば、医薬組成物）
の一部であることができ、このような組成物はその天然の環境の一部ではなく、まだ単離
されている。また、別のオキシステロールの合成中における中間生成物は、反応経路のそ
の他の成分から精製又は分離されておらず、単離されていない。
【００３９】
　２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール及び２２（Ｓ）－ヒドロキシコレステロールに
おけるヒドロキシル基は、約１２～１４Å離れていることがわかった。したがって、骨誘
導性オキシステロールの効果を媒介する推定受容体は、２個のヒドロキシル基が約１２～
１４Å離れているジオールを必要とし得る。この点において、合成オキシステロール及び
ステロイド１７位の官能基が修飾されたそれらの誘導体を合成し、合成するための反応ス
キームを計画した。ステロイド１７位の官能基の修飾に関して、変種には、例えば、以下
のものがある：ステロイド２０位、ステロイド２２位、又はその両方のヒドロキシル基の
配置、官能基内の唯一の炭素－炭素結合（アルカン）、２重結合（アルケン）、３重結合
（アルキン）又は芳香族基（例えば、フェニル、メチルフェニル）の含有及び立体化学構
造の変化。２０Ｓ－ヒドロキシコレステロールの誘導体であり、２２Ｓ－ヒドロキシコレ
ステロール又は２２Ｒ－ヒドロキシコレステロールがなくても活性のある合成オキシステ
ロールを生成することが望ましい。例えば、このような合成オキシステロールは、測定可
能な量のヘッジホッグ媒介経路及び／又は骨形態形成又は骨増殖（又はそれらのマーカー
）を誘導すること、及び／又は少なくとも測定可能な量の脂肪細胞形態形成又は脂肪細胞
増殖（又はそれらのマーカー）を阻害することにおいて活性を有することができる。
【００４０】
　本発明のオキシステロールの互いの、及び／又は天然に生じるオキシステロールを含む
その他のオキシステロールとの組み合わせはまた、本発明の方法で使用することができる
。使用できる天然に生じるオキシステロールは、２２（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール
、２２（Ｒ）－ヒドロキシコレステロール、２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール（２
０－アルファヒドロキシコレステロールとしても知られている）、５－コレステン－３ベ
ータ、２０アルファ－ジオール３－アセテート、２４－ヒドロキシコレステロール、２４
（Ｓ）、２５－エポキシコレステロール、２６－ヒドロキシコレステロール、及び／又は
４ベータ－ヒドロキシコレステロールである。
【００４１】
　本発明のオキシステロールの製造方法は従来通りである。以下の実施例VIIIは、例示的
合成方法及び書誌的列挙を示す。
【００４２】
　本明細書で記載したオキシステロールは、細胞又は組織、インビトロ又はインビボ（対
象内）における様々な応答又は活性を調節するために使用することができる。「調節する
（modulate）」とは、応答の程度を増加させること、又は減少させることを意味する。
【００４３】
　本明細書の実施例は、本発明のオキシステロールによって示される多くの活性のいくつ
かを例示する。本発明者等及び共同研究者は既に、天然に生じるオキシステロール（例え
ば、２２（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール（時々、本明細書では「２２Ｓ」と呼ぶ）、
２２（Ｒ）－ヒドロキシコレステロール（時々、本明細書では「２２Ｒ」と呼ぶ）、２０
（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール（２０－アルファヒドロキシコレステロールとしても
知られる、時々本明細書では「２０Ｓ」と呼ぶ）、５－コレステン－３ベータ、２０アル
ファ－ジオール３－アセテート、２４－ヒドロキシコレステロール、２４（Ｓ）、２５－
エポキシコレステロール、プレグナノロン、２６－ヒドロキシコレステロール及び４ベー
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タ－ヒドロキシコレステロールが、個々に、又は組み合わせて、骨形成及び抗脂肪生成特
性を示すことを示した。例えば、いずれも本明細書に全体を参照により組み込む、本出願
の権利者が所有する公開されたＰＣＴ国際出願である国際公開第２００４／１９８８４号
パンフレット、第２００５／０２０９２８号パンフレット、第２００５／０２０９２８号
パンフレット及び第２００６／１２９０２号パンフレットを参照のこと。Dwyer et al. (
Jan. 2, 2007), J. Biol. Chem, 出版前電子出版; Parhami et al. (2002) J. Bone Mine
r. Res. 17, 1997-2003; Kha et al. (2004) J Bone Miner Res. 19 830-840; Shouhed e
t al. (2005) J Cell Biochem. 95, 1276-1283; Richardson et al. (2006) (J Cell Bio
chem,印刷中); 及び Aghaloo et al. (2006) J Orthop Res, 印刷中)も参照のこと。本出
願では、本発明者等は、本発明の新規オキシステロールが類似の活性並びに他の活性を示
すことを報告する。このような活性は、このような活性の様々なマーカーによって示され
た。
【００４４】
　実施例IIは、ある種のオキシステロールが、骨を形成する骨芽細胞の前駆細胞である骨
髄間質細胞の培養中に、骨芽細胞の形成を誘導する能力を示す。細胞の骨形成分化を評価
するために、骨形成分化の１種又は複数のマーカーを未処理細胞及び試験オキシステロー
ルで処理した細胞で測定した。これらのマーカーには、アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ
）活性、オステオカルシンｍＲＮＡ発現及び骨髄間質細胞培養中の無機質形成が含まれる
。オキシステロール単独又は組み合わせによる１種又は複数のマーカーの活性化は、骨形
成特性の指標となる。さらに、これらの分子が脂肪細胞形成を阻害する能力は、多能性骨
髄間質細胞を使用した従来のインビトロ脂肪細胞分化アッセイで示された。
【００４５】
　実施例III～VIは、オキシステロールのその他の特性を示す。実施例VIは、天然に生じ
るオキシステロールがマウスの増毛を促進できることを示す。
【００４６】
　実施例VIIは、オキシステロールが前駆細胞の骨形成分化を誘導し、脂肪生成分化を阻
害する分子機構を究明し、オキシステロールが、ヘッジホッグ分子に応答してシグナル伝
達を媒介するＧｌｉ転写因子を活性化することを示す。天然に生じるオキシステロールに
加えて、少なくとも本発明の合成オキシステロールＯｘｙ９、１１、１２、１３及び１４
は、ヘッジホッグ経路に影響を及ぼすことが示された（Ｍ２－１０Ｂ４骨髄間質細胞にお
けるＧｌｉレポーター活性の刺激によって示される）。図１０参照。
【００４７】
　オキシステロールは、対象におけるいくつかの徴候を治療するために使用できる。例え
ば、ヘッジホッグシグナル伝達経路（時々、本明細書では「ヘッジホッグ」又は「ヘッジ
ホッグ経路」と呼ぶ）は、いくつかの病理学的症状に関与していることが報告されており
、ヘッジホッグシグナル伝達経路の成分のアゴニスト又はアンタゴニストは、このような
症状の潜在的治療薬として役立つことが示唆されている。特に、本発明のオキシステロー
ルは、このようなヘッジホッグが媒介する症状の治療に使用することができる。さらに、
ある種のオキシステロールは、コレステロール代謝に対する強力な効果を含む様々な効果
を惹起し、動脈硬化病変に存在し、例えば、細胞分化、炎症、アポトーシス、脂肪生成及
び脂肪細胞分化、骨形態形成及び分化（骨形成若しくは骨形成分化）、神経保護、軟骨細
胞増殖及び分化並びにステロイド産生を含む様々な生理学的プロセスにおいて役割を果た
すことが報告されている。本発明の特定のオキシステロールは、このような活性の調節、
このような活性が病理学的役割を担う症状の治療に使用できる。
【００４８】
　様々な症状が、本発明の化合物によって治療することができる。これらの症状のいくつ
かは、ヘッジホッグシグナル伝達経路の異常発現によって媒介されることが報告されおり
、その他は本明細書の他のところで記載したその他の機構によって媒介されることが報告
されている。いくつかの症状では、これらの機構は重複している。いかなる特定の機構に
も結びつけられないが、本発明のオキシステロールによって治療できる症状の中には、例
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えば、（１）骨形態形成及び／又は増殖の増強によって効果が得られる症状。これらの症
状には、例えば、（例えば、骨折の）骨治癒、骨粗鬆症、代謝性骨疾患又は慢性腎疾患及
び末期腎臓病に関連した関連疾患が含まれる。本明細書の他のところで記載したように、
本発明の化合物はある種の骨形態形成タンパク質（ＢＭＰ類、例えば、ＢＭＰ２、４、７
若しくは１４）と相乗効果を示す。単独又は添加したＢＭＰと組み合わせた本発明の化合
物の投与は、例えば、ＢＭＰの活性を増強すること、例えば、骨増殖を促進し、腎臓の構
造及び機能を維持し、骨格の石灰化を促進し、血管石灰化を防御することなどが望ましい
とき使用することができる。（２）例えば、肥満を含む、脂肪生成又は細胞の脂肪生成分
化を阻害することによって効果が得られる症状、（３）例えば、（例えば、局所製剤を使
用して）基底細胞癌、又は（例えば、全身用製剤を使用して）髄芽腫、小細胞肺癌、膵臓
癌、胃癌、食道癌、結腸直腸癌、前立腺癌及び乳癌を含むその他の固形癌を含む、増殖及
び／又は転移を阻害できる癌、（４）例えば、脳卒中を含む神経障害、神経保護を必要と
するか、梗塞の大きさの減少を含む損傷した神経の修復を必要とする症状、（５）、例え
ば、卵胞増殖、毛の太さ、質又は量を刺激することによって毛の増殖を開始及び／又は維
持することが望ましい脱毛症（毛の増殖の不足、例えば、オス型脱毛症）、（６）（例え
ば、局所送達を使用した）心血管系障害、並びに（７）骨関節炎、加齢などに関連した軟
骨の損失など軟骨増殖及び／又は分化を増強することによって効果が得られる障害がある
ことが示唆される。
【００４９】
　本発明の化合物による治療は、中枢神経系及び末梢神経系の両方におけるニューロン及
びその他の神経細胞の生存を高めるために使用できる。「本発明の化合物」又は「ヘッジ
ホッグアゴニスト」という用語は時々本明細書では、本発明の合成オキシステロールを意
味するために使用される。任意の特定の機構によって結びつけることは望まないが、ヘッ
ジホッグタンパク質が神経系発達中において、及びおそらく成人の状態において神経分化
を調節する能力は、ある種のヘッジホッグタンパク質が、維持、機能的性能、及び正常細
胞の加齢、化学的若しくは機械的に障害を生じた細胞における修復及び再生のプロセス、
並びにある種の病理学的症状において分化の不足から生じる変性及び早期死亡の防御に関
して、成人のニューロンを容易に制御することが合理的に期待できることを示している。
このような解釈において、本発明は具体的に、（ｉ）感染／炎症及び腫瘍誘導性傷害と一
緒に、外傷性障害、化学的傷害、脈管傷害及び欠陥（脳卒中から生じた虚血など）を含む
神経系に対する急性、亜急性、若しくは慢性の傷害、（ii）アルツハイマー病を含む神経
系の加齢、（iii）パーキンソン病、ハンチントン舞踏病、筋萎縮性側索硬化症など、及
び脊髄小脳変性症を含む神経系の慢性神経変性疾患、並びに（iv）多発硬化症を含む神経
系の、又は神経系に影響を及ぼす慢性免疫学的疾患から生じる神経学的症状の治療（重症
度の予防及び／又は減少）に本発明の方法を適用することを企図する。多くの神経障害は
、神経要素の別個の集団の変性と関連があり、ヘッジホッグアゴニストとしてオキシステ
ロール分子を含む治療計画で治療することができる。例えば、アルツハイマー病はいくつ
かの神経伝達系、新皮質に進入するもの及び皮質に存在するもの両方の欠陥と関連がある
。例えば、アルツハイマー病の患者の基底核では、同年齢の対照と比較してニューロンの
顕著な損失（７５％）が認められた。アルツハイマー病は最も一般的な認知症の形態であ
るが、いくつかの他の障害が認知症を引き起こし得る。これらのいくつかは、中枢神経系
の様々な部分、特に大脳皮質のニューロン死を特徴とする変性疾患である。しかし、認知
症のいくつかの形態は、視床又は大脳皮質の下にある白質の変性が関与している。ここで
、認識機能障害は、遠心路及び求心路の変性によって皮質領域が隔離されることによって
生じる。ハンチントン病には、線条体内及び皮質のコリン作動性ニューロン及びＧＡＢＡ
作動性ニューロンの変性が関与する。ピック病は、前頭葉及び前側頭葉の新皮質における
重篤なニューロン変性であり、時々、線条体のニューロン死を伴う。このような変性症状
に罹患した患者の治療には、例えば、ニューロンの損失を生じる分化及びアポトーシス現
象を制御するため（例えば、既存のニューロンの生存を高めるため）、並びに罹患した領
域の前駆細胞による分化及び再増殖を促進するために、ヘッジホッグ刺激物質（例えば、
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本発明の特定のオキシステロール）の効果の適用を含めることができる。いくつかの実施
形態では、この化合物は変性領域の内部又は近位に定位的にもたらされる。変性誘導性認
知症に加えて、本発明の医薬調製物は、振戦及び不随意運動の徴候を有する神経変性疾患
の治療に都合良く適用できる。例えば、パーキンソン病では、主に皮質化構造が冒されて
おり、黒質線条体経路、縫線核、青斑核、及び迷走神経の運動核の変性が特徴である。バ
リズムは一般的に、急性血管障害によって生じることが多い視床下部核の損傷が関連して
いる。最終的に末梢神経系の体細胞分裂に影響を及ぼし、神経筋障害として出現する神経
原生障害及び筋障害も含まれる。例には、筋萎縮性側索硬化症、ギランバレー症候群及び
慢性末梢神経障害などの慢性萎縮症並びに進行性球麻痺又は脊髄性筋萎縮症として出現し
得るその他の疾患が含まれる。本発明の方法は、筋緊張低下又は運動失調を生じる小脳の
障害、例えば、病変と同側の四肢に障害が生じる小脳の病変の治療に適している。例えば
、ヘッジホッグ刺激物質（例えば、本発明のオキシステロールを含む）の調製物を使用し
て、アルコール依存性の患者に一般的であるような前葉（虫部及び脚部）が関与する小脳
皮質変性の限られた形態を治療することができる。
【００５０】
　例示的実施形態では、本発明の方法を使用して筋萎縮性側索硬化症を治療する。ＡＬＳ
は、上部及び下部運動ニューロンを含む障害の複合に与えられた名称である。患者は、進
行性脊髄性筋萎縮症、進行性球麻痺、原発性側索硬化症又はこれらの症状の組み合わせを
示す可能性がある。主な病理学的異常は、脊髄の下部運動ニューロン及び大脳皮質の上部
運動ニューロンの選択的且つ進行性の変性が特徴である。ヘッジホッグアゴニスト（例え
ば、本発明のオキシステロール）の治療適用を単独で、又はＣＮＴＦ、ＢＤＮＦ又はＮＧ
Ｆなどのその他の神経栄養因子と組み合わせて使用して、ＡＬＳ患者の運動ニューロン変
性を防御及び／又は逆行させることができる。
【００５１】
　本発明の化合物はまた、平滑筋及び内分泌組織（例えば、腺組織）の神経支配に影響を
及ぼす障害を含む、末梢神経系の自律神経障害の治療に使用することができる。例えば、
本発明の方法を使用して、心臓の横紋筋を支配する神経の変性症状から出現し得る頻脈又
は心房性不整脈を治療することができる。
【００５２】
　さらに、頭部及び（肢芽を含む）躯幹の感覚及び運動ニューロンにおけるヘッジホッグ
タンパク質の発現は、軸索ニューロンの樹状プロセスの発達及び維持におけるヘッジホッ
グタンパク質の役割を示唆している。したがって、ヘッジホッグタンパク質の潜在的役割
には、軸索投射の誘導及び神経支配細胞の軸索プロセスへの分化及び／又は維持を促進す
る能力が含まれる。したがって、特定の機構に結びつけることは望まないが、本発明の薬
剤を含む組成物は、神経節ニューロン、交感神経性ニューロン及び感覚ニューロン並びに
運動ニューロンのいくつかの種類の生存及び再投射を支持、或いは拮抗するため使用する
ことができることが示される。特に、このような治療組成物は、例えば、様々なニューロ
ンを病変誘導死から救出するために設計された治療において、並びにこのような障害の後
のこれらのニューロンの再投射の誘導において有用であり得る。このような疾患には、限
定はしないが、ＣＮＳ外傷、梗塞、感染（例えば、水痘帯状疱疹によるウイルス感染）、
代謝性疾患、栄養障害、毒性薬剤（例えば、シスプラチン治療）が含まれる。さらに、ヘ
ッジホッグ薬剤に拮抗する薬剤は、感覚ニューロンの選択的切除、例えば、慢性疼痛症候
群の治療において有用であり得る。
【００５３】
　適切であれば、本発明の薬剤は、中枢及び末梢神経損傷の修復のための神経補綴におい
て、単独又はヘッジホッグポリペプチドの存在下で使用することができる。特に、挫滅又
は切断した軸索を人工器官を使用して挿管する場合、本発明の薬剤は、ヘッジホッグポリ
ペプチドの存在下での樹状突起の増殖及び再生の速度を増加させるために、人工器官に添
加することができる。したがって、切断された軸索突起は、例えば、ヘッジホッグポリペ
プチド及び／又は本発明の化合物を含有する半固形製剤を含有するか、又は本発明のヘッ
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ジホッグポリペプチド及び／又は化合物で内壁に沿って誘導体化した人工神経誘導によっ
て、切断された神経末端に向かって方向付けることができる。
【００５４】
　別の実施形態では、本発明の方法は、中枢神経系で生じ得るような新生物性若しくは過
形成性の形質転換の治療に使用することができる。例えば、神経細胞の分化を誘導するあ
る種のオキシステロールは、このような形質転換した細胞に分裂終了又はアポトーシスの
いずれか引き起こすために利用することができる。本発明の薬剤による治療は、いくつか
の神経腫瘍の新生物形質転換に関与すると考えられている自己分泌ループ、例えば、ＴＧ
Ｆ－β若しくはＰＤＧＦの自己刺激ループの破壊を促進することができる。したがって、
本発明のヘッジホッグアゴニストは、例えば、悪性神経膠腫、髄芽腫、神経外胚葉性腫瘍
及び上衣細胞腫の治療に使用することができる。
【００５５】
　本発明のさらに他の態様は、ヘッジホッグタンパク質が、前述の神経分化に加えて、そ
の他の脊椎動物器官形成経路に関与する形態形成シグナルであり、その他の内胚葉のパタ
ーン形成並びに中胚葉及び内胚葉両方の分化プロセスにおいて明白な役割を有するという
所見の適用に関する。ヘッジホッグタンパク質は、適切な四肢成長及び中胚葉におけるＢ
ＭＰ－２及び外胚葉におけるＦＧＦ－４を含むシグナル伝達分子の発現開始によるパター
ン形成において役割を担うことが報告されている。したがって、特定の機構に結びつける
ことは望まないが、本発明のヘッジホッグ刺激分子を含む組成物はまた、非神経組織の生
成及び維持に関与する細胞培養及び治療法の両方のために使用することができることを企
図する。
【００５６】
　一実施形態では、本発明は、ヘッジホッグタンパク質が消化管、肝臓、肺及び原腸から
生じるその他の器官の形成に関与する幹細胞の発達の制御に関与するらしいという所見を
使用する。ヘッジホッグタンパク質は、消化管形態形成に重要な内胚葉から外胚葉への誘
導シグナルとして役立つことが報告されている。したがって、例えば、ヘッジホッグアゴ
ニスト（例えば、本発明の化合物又は化合物類）は、正常な肝臓の複数の代謝機能を有す
る人工肝臓の開発及び維持に使用することができる。例示的実施形態では、この化合物は
、細胞外マトリクスを定着させるために使用できるか、又は移植可能な体外人工肝臓を形
成するために生体適合重合体に被包することができる、肝細胞培養物を形成するための消
化管幹細胞の分化を誘導するために使用できる。
【００５７】
　別の実施形態では、本発明のヘッジホッグアゴニストの医薬組成物は、腹腔内移植、血
管新生及び移植した肝臓組織のインビボにおける分化及び維持を促進するために、このよ
うな人工肝臓並びに胚性肝臓構造の移植と併用して利用することができる。
【００５８】
　さらに別の実施形態では、本発明の薬剤は、物理的、化学的又は病理学的侵襲の後にこ
のような器官を制御するために治療上使用することができる。例えば、ヘッジホッグアゴ
ニストを含む治療用組成物は、部分肝切除後の肝臓修復で使用することができる。同様に
、ヘッジホッグアゴニストを含む治療用組成物は、肺気腫の治療において肺組織の再生を
促進するために使用することができる。
【００５９】
　本発明のさらに別の実施形態では、ヘッジホッグアゴニストを含む組成物は、例えば、
骨格形成幹細胞からなどの骨格組織のインビトロ産生において、並びに骨格組織欠損症の
インビボ治療において使用することができる。本発明は特に、骨格形成活性、例えば、軟
骨形成及び／又は骨形成を誘導する能力を維持するヘッジホッグアゴニストの使用を企図
する。「骨格組織欠損」とは、欠損がどのように生じているか、例えば、外科的処置、腫
瘍の切除、潰瘍形成、移植、骨折又はその他の外傷性症状若しくは変性症状の結果である
かどうかに関わりなく、骨又は結合組織の修復を所望する任意の部位における骨又はその
他の骨格結合組織の欠損を意味する。
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【００６０】
　例えば、本発明は、結合組織に軟骨機能を回復させるために効果的な治療方法及び組成
物を使用できるようにする。このような方法は、例えば、関節炎を引き起こすような変形
性摩耗、並びに組織に対する外傷、例えば、半月板組織損傷の置換、半月板切除術、靱帯
損傷による関節の負荷、関節の悪性腫瘍、骨折又は遺伝性疾患によって生じる可能性があ
るその他の機構的障害の結果である軟骨組織の欠損若しくは病変の修復に有用である。本
発明の修復方法はまた、軟骨基質の再構築、例えば、形成若しくは再建手術、並びに歯周
外科手術のために有用である。本発明の方法はまた、例えば、半月板、靱帯若しくは軟骨
の外科的修復後の従来の修復手法を改善するために適用することができる。さらに、外傷
後十分に早期に適用するならば、変性疾患の発症又は増悪は防御することができる。
【００６１】
　本発明の一実施形態では、本発明の方法には、組織に組み込まれている軟骨細胞の分化
及び／又は増殖を刺激することによって、結合組織の軟骨修復応答を起こさせるために、
罹患した結合組織を治療上十分な量のヘッジホッグアゴニストで治療することが含まれる
。ヘッジホッグアゴニストでの治療によって軟骨細胞を誘導すると、その後、治療細胞に
よる新たな軟骨基質の合成が生じ得る。関節軟骨、関節間の軟骨（半月板）、肋軟骨（真
肋及び胸骨を結合する）、靱帯及び腱などの結合組織は、本発明の方法を使用した再建及
び／又は修復治療における治療に特に適している。本明細書で使用したように、修復治療
には、組織の障害が明らかに現れている段階まで進行した変性状態の治療並びに変性が最
も早期の段階である、若しくは起こりそうな組織の予防的治療が含まれる。本発明の方法
はさらに、新たな軟骨の定常的な産生を維持することによって石灰化が線維組織に拡散す
ることを防ぐために使用することができる。
【００６２】
　例示的実施形態では、本発明の方法は、可動関節、例えば、膝、足首、肘、腰、手首、
手指若しくはつま先の指関節、又は顎関節の軟骨を治療するために使用することができる
。この治療は、関節の半月板、関節の関節軟骨、又はその両方を対象とすることができる
。さらに例示するために、本発明の方法は、外傷性障害（例えば、スポーツ障害若しくは
過剰な摩耗）又は骨関節炎の結果であり得る膝の変性障害を治療するために使用すること
ができる。ヘッジホッグアゴニストの、例えば、関節鏡下針による関節への注射は、罹患
した軟骨の治療に使用できる。場合によっては、注射薬剤は、薬剤と治療した組織の接触
をより延長し、規則的にするために、ハイドロゲル又は前述のその他の徐放媒体の形態で
あることができる。
【００６３】
　本発明はさらに、軟骨移植及び人工器官治療の分野における本発明の方法の使用を企図
する。現在のところ、自己若しくは同種軟骨の移植による新たな軟骨の増殖はほとんど成
功していない。例えば、軟骨及び線維軟骨の特性は、異なる組織の間、例えば、関節、半
月板軟骨、靱帯及び腱の間、同一の靱帯又は腱の２つの末端の間、並びに組織の表在部と
深部の間では異なるので、問題が生じる。これらの組織の区間配置は、機械的特性の段階
的変化を反映する可能性があり、組織を移植したときにこのような条件下では分化せず、
適切に応答する能力が欠落するという不具合が生じる。例えば、半月板軟骨を使用して前
十字靱帯を修復するとき、組織は純粋な線維組織への異形成を受ける。軟骨形成を促進す
ることによって、本発明の方法を使用して、移植した細胞を新たな環境により適合させ、
組織のより早期の発達段階の肥大軟骨細胞に効果的に類似させて、特にこの問題を解決す
ることができる。したがって、本発明の方法によって提供されるような移植組織における
軟骨形成の作用及び活発に再構築している組織への機械的な力を協同させて、備えるべき
新たな機能により適するように改善された移植片を製作することができる。
【００６４】
　同様に、本発明の方法は、人工軟骨器官の作製及びその移植の両方を促進するために適
用することができる。改善された治療の必要性は、コラーゲン－グリコサミノグリカン鋳
型、単離された軟骨細胞及び天然若しくは合成されたポリマーに結合した軟骨細胞をベー
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スにした新たな軟骨を製作することを目的とした研究の原動力となった。例えば、軟骨細
胞は、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、アガロースゲルなどのポリマー又はポリマー主鎖の
無害なモノマーへの加水分解に応じて時間とともに分解するその他のポリマーから形成さ
れた生分解性、生体適合性の多孔性骨格上で培養して増殖させることができる。基質は、
生着が行われるまで、十分な栄養及びガス交換が細胞に可能なように設計されている。細
胞は、移植する細胞のために適切な細胞量及び密度が生じるまで、インビトロで培養する
ことができる。基質の１利点は、最終生成物が患者自身の耳若しくは鼻（例として）に密
接に類似しているように、個々の所望する形状にそれらを成型、成形することができるこ
と、又は、関節におけるような、移植時の操作が可能な可撓性基質を使用できることであ
る。
【００６５】
　本方法の一実施形態では、移植片内で軟骨基質産生をさらに刺激するように分化した軟
骨細胞を培養中に誘導し且つ／又は維持するために、培養プロセス中に移植片をヘッジホ
ッグアゴニストと接触させる。このような方法で、培養細胞に、軟骨形成細胞に特徴的な
表現型（すなわち、肥大性）を維持させ、したがって、基質の集合及び軟骨組織の産生を
継続させることができる。
【００６６】
　別の実施形態では、移植する器官は、移植した基質を活発に再構築させるため、企図す
る機能により適するようにするため、ヘッジホッグアゴニストで処理する。組織移植に関
して前述したように、人工的移植は、基質が移植される実際の機械的環境に相当する状況
では行えないという同様の欠陥を備えている。本発明の方法によって基質中の軟骨細胞を
活性化することによって、置換を企図する組織と類似した特性を移植片が獲得することが
できる。
【００６７】
　さらに別の実施形態では、本発明の方法を使用して人工器官の接着を高めることができ
る。例えば、本発明の方法を歯周補綴の移植で使用することができ、結合組織周辺の治療
は、補綴周囲の歯周靱帯の形成を刺激し、人工器官に隣接した線維組織の形成を阻害する
。
【００６８】
　さらに他の実施形態では、本発明の方法は、このような骨格組織が欠損した動物の部位
における骨の生成（骨形成）のために使用することができる。インディアンヘッジホッグ
は、最終的に骨芽細胞によって置換される肥大性軟骨細胞に特に関連している。例えば、
本発明のヘッジホッグ剤の投与は、例えば、骨粗鬆症及びその他の骨減少性障害を予防及
び／又は逆行させるため、並びに骨増殖及び成熟を調節するために、対象の骨量減少を治
療する方法の一部として使用することができる。歯周インプラントも企図する。例えば、
ヘッジホッグアゴニストを含む調製物は、例えば、少なくとも、骨化の「モデル」を形成
するために軟骨組織前駆体の形成を促進する限り、軟骨内骨化を誘導するために使用する
ことができる。ヘッジホッグアゴニストの治療組成物は、必要であれば、その他の骨誘導
性因子、例えば、骨成長因子（例えば、ＴＧＦ－β因子、例えば、骨形態形成因子ＢＭＰ
－２、ＢＭＰ－４、ＢＭＰ－７又はＢＭＰ１４並びにアクチビン）を補給することができ
、骨吸収の阻害剤、例えば、エストロゲン、ビスホスホネート、フッ化ナトリウム、カル
シトニン又はタモキシフェン又は関連化合物と組み合わせて含めるか、又は投与すること
もできる。しかし、ヘッジホッグタンパク質はおそらくＢＭＰの上流にあり、したがって
、ヘッジホッグポリペプチド及び／又はヘッジホッグアゴニストによる治療がその他の因
子と共にＢＭＰの内部発現の開始に有利であることは理解されるだろう。
【００６９】
　本発明のさらに別の実施形態では、ヘッジホッグアンタゴニストとして作用する本発明
の分子は、精子形成の阻害に使用することができる。したがって、ヘッジホッグタンパク
質が精巣生殖細胞の分化及び／又は増殖及び維持に関与するという所見において、ヘッジ
ホッグアンタゴニストは、天然に生じるヘッジホッグタンパク質の作用を遮断するために
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使用することができる。好ましい実施形態では、ヘッジホッグアンタゴニストは、精巣内
のヘッジホッグ受容体に競合的に結合することによって、精子形成に関するヘッジホッグ
タンパク質の生物学的活性を阻害する。同様に、ヘッジホッグアゴニスト及びアンタゴニ
ストは、正常な卵巣機能の調節に有用である可能性がある。
【００７０】
　本明細書で記載したオキシステロールは、治療的療法で使用するために、様々な組成物
、例えば、医薬組成物に製剤化することができる。医薬組成物は、キットとして組み立て
ることができる。一般的に、本発明の医薬組成物は、有効量のオキシステロール又は本発
明の組み合わせを含む。本明細書で使用した「有効量」とは、個体において、合理的な時
間枠の中で、少なくとも検出可能な治療応答を生じるために十分な量である。例えば、ヘ
ッジホッグ媒介症状などの徴候を、少なくとも検出可能な程度まで軽減することができる
。
【００７１】
　この組成物は、担体、例えば、薬学的に許容される担体を含むことができる。「薬学的
に許容される」とは、生物学的に、又はその他の場合でも所望しない物質ではないことを
意味し、すなわち、この物質は、所望しない生物学的効果を引き起こすことなく、又は含
まれている医薬組成物のその他の成分のいずれかと有害な方法で相互作用することなく、
対象に投与することができる。担体は当然、当業者には周知なように、活性成分の分解を
最小限に抑え、対象における有害な副作用を最小限に抑えるように選択される。薬学的に
許容される担体及び医薬組成物のその他の成分の考察については、例えば、Remington's 
Pharmaceutical Sciences, 18th ed., Mack Publishing Company, 1990を参照のこと。
【００７２】
　本発明の医薬組成物又はキットは、本明細書の他のところで言及したように、本発明の
オキシステロールに加えて、その他の医薬品を含有することができる。その他の薬剤は、
患者の治療中の任意の適切な時点で、同時に、又は順次投与することができる。
【００７３】
　当業者は、特定の製剤が、部分的に、使用した特定の薬剤及び選択した投与経路に左右
されることを理解するだろう。したがって、本発明の組成物には多種多様な適切な製剤が
ある。
【００７４】
　経口投与に適した製剤は、液体溶液、例えば、水、生理食塩水、若しくは果汁などの希
釈剤に溶解した有効量の薬剤、固形物、顆粒若しくは凍結乾燥細胞のような予め決定され
た量の活性成分をそれぞれ含有するカプセル、サシェ若しくは錠剤、水性液体による溶液
若しくは懸濁液、及び水中油エマルジョン若しくは油中水エマルジョンからなることがで
きる。錠剤の形態は、乳糖、マンニトール、コーンスターチ、馬鈴薯澱粉、微結晶性セル
ロース、アカシアガム、ゼラチン、コロイド状二酸化珪素、クロスカルメロースナトリウ
ム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸及びその他の賦形剤、着色料、希
釈剤、緩衝剤、湿潤剤、保存剤、矯臭剤及び薬理学的に適合した担体の１種又は複数を含
むことができる。経口送達に適した製剤はまた、合成及び天然の高分子微粒子、又は本発
明の薬剤を胃腸間内での分解から保護するためのその他の手段に組み入れることができる
。
【００７５】
　非経口投与（例えば、静脈内）に適した製剤には、抗酸化剤、緩衝液、静菌剤及び企図
する受容者の血液と等張な製剤にする溶質を含有することができる水性及び非水性、等張
滅菌注射溶液、並びに懸濁剤、溶解剤、増粘剤、安定化剤及び保存剤を含むことができる
水性及び非水性滅菌懸濁液が含まれる。この製剤は、アンプル及びバイアルなどの単位用
量若しくは多用量密封容器に存在させることができ、滅菌液体担体、例えば、注射用水を
使用直前に添加することのみを必要とする凍結乾燥（凍結乾燥）状態で保存することがで
きる。即時調合注射溶液及び懸濁液は、以前に記載した種類の滅菌粉末、顆粒及び錠剤か
ら調製することができる。
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【００７６】
　本発明のオキシステロールは、単独で、又はその他の治療薬と組み合わせて、吸入によ
って投与するためのエアロゾル製剤に形成することができる。これらのエアロゾル製剤は
、加圧した許容される噴射剤、例えば、ジクロロジフルオロメタン、プロパン、窒素など
に入れることができる。
【００７７】
　本発明のオキシステロールは、単独で、又はその他の治療薬と組み合わせて、経皮塗布
及び吸収に適した製剤に形成することができる（Wallace et al., 1993上記）。経皮エレ
クトロポレーション又はイオン導入はまた、薬剤及び／又は本発明の医薬組成物の皮膚か
らの全身送達を促進及び／又は制御するために使用することができる（例えば、Theiss e
t al. (1991), Meth. Find. Exp. Clin. Pharmacol. 13. 353-359参照)。
【００７８】
　局所投与に適した製剤には、香料、通常、スクロース及びアカシアゴム若しくはトラガ
カント中に活性成分を含むトローチ剤、不活性基剤、例えば、ゼラチン及びグリセリン、
若しくはスクロース及びアカシアゴム中に活性成分を含む香錠、適切な液体担体に活性成
分を含む口腔洗浄剤、又はクリーム、エマルジョン、懸濁液、溶液、ジェル、クリーム、
ペースト剤、泡剤、潤沢剤、スプレー、座剤などが含まれる。
【００７９】
　当業者であれば、手近な特定の適用に基づいて適切な又は適当な製剤を選択し、適合さ
せ又は開発することができることを理解するだろう。
【００８０】
　本発明のオキシステロールの製剤は、単位投与形態、例えば、錠剤若しくはカプセルで
あることができる。本明細書で使用した「単位投薬形態」という用語は、動物（例えば、
ヒト）対象のための単位製剤として適した物理的に分離した単位を意味し、それぞれの単
位は、薬学的に許容される希釈剤、担体又は媒体に関連して所望する効果を生じるために
十分な量に計算された、予め決定された量の本発明の薬剤を単独で、若しくはその他の医
薬品と組み合わせて含有する。
【００８１】
　当業者は、個々の患者において薬剤の所望する有効量若しくは有効濃度を実現するため
に、使用した組成物の正確な製剤の適切な用量、投与計画及び投与方法を容易に決定する
ことができる。当業者はまた、適切な患者の試料（例えば、血液及び／又は組織）の直接
的若しくは間接的分析によって、本発明の化合物の「効果的な濃度」の適切な指標を容易
に決定し、使用することができる。
【００８２】
　動物、特にヒトに投与する本発明のオキシステロール若しくはそれらの組成物の用量は
、本発明の場合、合理的な時間枠の中で個体に少なくとも治療応答を生じさせるために十
分であるべきである。この用量の正確な量は、対象毎に変化し、対象の種、年齢、体重及
び全身状態、治療する任意の障害の重症度若しくは機構、使用する特定の薬剤若しくは媒
体、投与様式などに左右される。インビボで所望する濃度を実現するために使用する用量
は、使用した特定のオキシステロールの効力、宿主における薬剤に関連した薬力学、感染
した個体の疾患状態の重症度、並びに、全身投与の場合は、個体の体重及び年齢によって
決定される。用量の大きさはまた、使用した特定の薬剤、又はそれらの組成物に関連し得
る有害な副作用の出現によって決定されよう。可能であればいつでも、有害な副作用を最
小限に維持することが一般的に望ましい。
【００８３】
　例えば、用量は、約５ｎｇ（ナノグラム）から約１０００ｍｇ（ミリグラム）、又は約
１００ｎｇから約６００ｍｇ、又は約１ｍｇから約５００ｍｇ、又は約２０ｍｇから約４
００ｍｇの範囲で投与することができる。例えば、用量は、体重に対する用量の比が約０
．０００１ｍｇ／ｋｇ～約１５００ｍｇ／ｋｇ、又は約１ｍｇ／ｋｇ～約１０００ｍｇ／
ｋｇ、又は約５ｍｇ／ｋｇ～約１５０ｍｇ／ｋｇ、又は約２０ｍｇ／ｋｇ～約１００ｍｇ
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／ｋｇを実現するように選択することができる。例えば、用量単位は、本発明の化合物が
約１ｎｇ～約５０００ｍｇ、又は約５ｎｇ～約１０００ｍｇ、又は約１００ｎｇ～約６０
０ｍｇ、又は約１ｍｇ～約５００ｍｇ、又は約２０ｍｇ～約４００ｍｇ、又は約４０ｍｇ
～約２００ｍｇの範囲でよい。用量は、所望する治療効果を惹起するために必要であれば
、１日に１回、１日に２回、１日に４回、又は１日に４回を上回って投与することができ
る。例えば、用量投与計画は、本発明の化合物の血清濃度の範囲、約０．０１～約１００
０ｎＭ、又は約０．１～約７５０ｎＭ、又は約１～約５００ｎＭ、又は約２０～約５００
ｎＭ、又は約１００～約５００ｎＭ、又は約２００～約４００ｎＭを実現するために選択
することができる。例えば、用量投与計画は、本発明の化合物の最大用量の半分の平均血
清濃度の範囲、約１μｇ／Ｌ（１リットル当たりのマイクログラム）～約２０００μｇ／
Ｌ、又は約２μｇ／Ｌ～約１０００μｇ／Ｌ、又は約５μｇ／Ｌ～約５００μｇ／Ｌ、又
は約１０μｇ／Ｌ～約４００μｇ／Ｌ、又は約２０μｇ／Ｌ～約２００μｇ／Ｌ、又は約
４０μｇ／Ｌ～約１００μｇ／Ｌを実現するために選択することができる。
【００８４】
　オキシステロール又は本発明で有用なその他の薬剤の治療上有効な用量は、前述したよ
うに骨のホメオスタシス、骨形成又は骨修復などを改善する薬剤の能力によって測定した
とき、患者に正の臨床効果をもたらす量である。各薬剤の治療有効量は、所望する臨床効
果を実現し、負の副作用を最小限に抑えるために調節することができる。薬剤の投薬量は
、投与経路、疾患の重症度、患者の年齢及び体重、患者が受けているその他の薬物療法並
びに個々の計画及び特定の患者に適切な用量レベルを決定するときに医師が通常考慮する
その他の因子に応じて、個々の患者について選択することができる。
【００８５】
　一例として、本発明は、患者の基準レベルを上回る高レベルの内在性循環オキシステロ
ールを含むことができる。正常な成人では、質量分析によって測定すると、年齢及びオキ
システロールの種類に応じて、レベルは約１０～４００ｎｇ／ｍｌである。薬理学の当業
者であれば、用量を選択し、それをモニターして、循環レベルが基準レベルを上回って増
大したかどうか判定することができるだろう。
【００８６】
　併用治療を行う場合、その他の薬剤は、オキシステロールと同時に投与するか、所望す
るならば交互に投与することができる。２種類（以上）の薬物も、組成物中に一緒にする
ことができる。それぞれの用量は、どちらかを単独で使用したときよりも、組み合わせて
投与したときに少なくすることができる。
【００８７】
　本発明は、例えば、骨のホメオスタシスの維持、骨形成の促進、骨修復の促進などを行
うために、独立して作用する、又は少なくとも第一のオキシステロールと相乗的に作用す
る他の薬剤による治療を含めることができる。他の薬剤は、例えば、オキシステロールが
骨芽細胞分化を高める機構的経路を刺激する薬剤であってよい。このような適切な薬剤に
は、本発明者等によってオキシステロールと相乗的に作用することが示された骨形態形成
タンパク質（例えば、ＢＭＰ２、４、７及び／又は１４）がある。
【００８８】
　したがって、本発明には、骨芽細胞分化又は骨形成を誘導するために、本発明の少なく
とも１種のオキシステロールと少なくとも１種のＢＭＰの組み合わせの使用を含めること
ができる。骨のホメオスタシスを維持し、骨形成を高め、且つ／又は骨修復を高めるため
のこの薬剤の組み合わせは、少なくとも、各薬剤の投薬量を相乗作用の結果として減少さ
せることができるので望ましいことがあり得る。一例では、ＢＭＰ２は、骨折治癒研究に
おいて局部的に使用するために用いることができる。使用した投薬量は、送達様式に応じ
て変化する。例えば、１０～１００マイクログラムのＢＭＰ２でコーティングしたビーズ
は、マウスの骨折研究で使用された。サルの研究では、ＢＭＰ７は５００～２０００マイ
クログラムの範囲の投薬量で使用された。イヌでの研究では、ＢＭＰ２は２００～２００
０マイクログラムの間で使用された。ＢＭＰ２を骨折部位に埋め込んだスポンジ中で送達
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する研究では、使用した投薬量は１．５ｍｇ／ｍｌであった。固定を実現する脊椎固定で
は、ＢＭＰ２の大容量１０ｍｇを使用した。ヒトにおける脛骨癒合不全骨折のヒト研究で
は、ＢＭＰ７を数ｍｇの投薬量で使用した。
【００８９】
　本発明で単独で、又はオキシステロールと組み合わせて使用できる他の種類の薬剤には
、限定はしないが、チトクロームＰ４５０阻害剤、例えば、SKF525Aが含まれる。本発明
で有用なその他の種類の薬剤には、ホスホリパーゼ活性化剤又はアラキドン酸が含まれる
。本発明で有用なその他の種類の薬剤には、ＣＯＸ酵素活性化剤又はプロスタグランジン
若しくは骨形成プロスタノイドが含まれる。本発明で有用なその他の種類の薬剤には、Ｅ
ＲＫ活性化剤が含まれる。
【００９０】
　本発明は、オキシステロールと骨形成、修復又はホメオスタシスに影響を及ぼすその他
の治療薬の併用治療を含むことができる。例えば、ビスホスホネート、ホルモン療法の治
療薬、例えば、エストロゲン受容体調節因子、カルシトニン、及びビタミンＤ１カルシウ
ム補給剤、ＰＴＨ（例えば、Forteo又はテリパラチド、Eli Lilly社製）、フッ化ナトリ
ウム及び骨に正の効果を及ぼす増殖因子、例えば、インスリン様増殖因子Ｉ及びII及びト
ランスフォーミング成長因子ベータと組み合わせたオキシステロールである。当業者であ
れば、標準的治療用量パラメータを使用して、治療薬それぞれの許容される投薬量を決定
することができよう。
【００９１】
　本発明には、骨のホメオスタシスを維持し、骨形成を高め、且つ／又は骨修復を高める
ために、分化した骨芽細胞による全身送達又は局部的治療の方法を含めることができる。
この治療は、前述したように、単独で、又はその他の薬剤の患者への投薬と組み合わせて
施すことができる。この方法の一実施形態では、哺乳動物の間葉幹細胞を、患者又は細胞
提供者から収集することができる。次に、細胞を少なくとも１種の薬剤で処理して、細胞
の骨芽細胞分化を誘導することができる。次に、この細胞を、患者の全身に、又は骨のホ
メオスタシス、骨形成若しくは骨修復が所望される選択された部位に再度投与することが
できる。さらに、患者は、骨のホメオスタシス、骨形成又は骨修復を実施する少なくとも
１つの第２の薬剤と共に局所的に、又は全身的に治療することができる。
【００９２】
　本発明のこの態様では、アルカリホスファターゼ活性、カルシウム取り込み、石灰化若
しくはオステオカルシンｍＲＮＡ発現、又は骨芽細胞分化のその他の指標の増加のいずれ
か１つによって測定したとき、骨芽細胞分化を刺激するために、骨髄間質細胞（ＭＳＣ、
marrow stromal cell）を薬剤で処理することができる。本発明の一実施形態では、ＭＳ
Ｃ細胞は患者から収集し、本発明の少なくとも１種のオキシステロールで処理し、骨芽細
胞を患者に投与する。
【００９３】
　本発明には、骨芽細胞に分化したＭＳＣの患者への全身投与を含めることができる。
【００９４】
　本発明には、患者の体内の選択された位置への骨芽細胞に分化したＭＳＣの配置を含め
ることができる。本発明の一実施形態では、細胞は骨のホメオスタシス、形成及び／又は
修復が所望される位置へ注射することができる。
【００９５】
　本発明の一適用では、薬剤及び方法は、限定はしないが、骨粗鬆症などの骨関連疾患の
治療又は進行の減速に適用することができる。
【００９６】
　本発明の適用では、薬剤及び方法は、限定はしないが、手術若しくは骨折部位、歯周病
、歯周再生、歯のインプラント再建のための歯槽堤増大術、癒合不全の治療、膝／腰／関
節修復若しくは置換手術の部位への細胞又は薬剤の適用に応用することができる。
【００９７】
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　一実施形態では、本発明には、表面を備えた基質を含むヒトの体内で使用するための移
植片であって、移植片の少なくとも表面が本発明の少なくとも１種のオキシステロールを
周囲の骨組織に骨形成を誘導するのに十分な量で含むか、又は、骨形成を誘導するか、若
しくは骨修復を高めるために、骨芽細胞分化、若しくは哺乳動物骨芽細胞若しくはそれら
の組み合わせが可能な哺乳動物細胞を含むことができる移植片を含めることができる。例
えば、移植片には、限定はしないが、骨の除去、骨折又はその他の骨傷害の部位の形成又
は修復を刺激することによって、骨折を固定し、骨形成を高め、又は人工移植を安定化す
るために使用する骨と隣接して、又は接触して配置することができるピン、ねじ、板又は
人工関節を含めることができる。本発明はまた、骨形成又は骨修復が所望される骨の除去
、骨折又は他の骨傷害の部位で骨と隣接した、又は接触した少なくとも１種の薬剤又は分
化した細胞の適用を含むことができる。
【００９８】
　本発明の別の実施形態は、インビトロ又はインビボにおいて、本明細書で開示した方法
のいずれかのために有用なキットである。このようなキットは、本明細書で考察したオキ
システロール又は医薬組成物の１種又は複数を含むことができる。場合によって、このキ
ットは、方法を実施するための指示書を含む。本発明のキットの任意選択の要素には、適
切な緩衝液、薬学的に許容される担体など、容器、又は包装材料が含まれる。キットの試
薬は、例えば、凍結乾燥した形態又は安定化した液体としてその試薬が安定する容器に入
れることができる。この試薬はまた、１回使用形態で、例えば、１回投与形態であること
ができる。当業者は、本発明の方法のいずれかを実施するために適切なキットの成分を認
識するだろう。
【００９９】
　前記及び以下の実施例において、温度は全て未修整の摂氏で記載しており、別段示さな
い限り、部分及びパーセントは全て重量による。
［実施例］
【実施例１】
【０１００】
　材料及び方法
　以下に記載したアッセイの多くは従来通りである。アッセイの実施の方針は、例えば、
本出願の権利者が所有する公開されたＰＣＴ国際出願である国際公開第２００４／０１９
８８４号パンフレット、第２００５／０２０９２８号パンフレット、第２００５／０２０
９２８号パンフレット及び第２００６／１２９０２号パンフレットに見出すことができる
。Dwyer et al. (Jan. 2, 2007), J. Biol. Chem, 出版前電子出願; Parhami et a1. (20
02) J. Bone Miner. Res. 17; 1997-2003; Kha et al. (2004) JBone Miner Res. 19, 83
0-840; Shouhed et al. (2005) J Cell Biochem 95, 1276-1283; Richardson et al. (20
06) (J Cell Biochem、印刷中);及びAghaloo et al. (2006) J Orthop Res、印刷中)も参
照のこと。
【実施例２】
【０１０１】
　インビトロにおける合成オキシステロールの骨形成及び抗脂肪生成活性
　骨形成活性を試験するために、合成オキシステロール（例えば、２０Ｓの類似体）の骨
芽細胞分化の誘導因子として作用する能力について、刺激性オキシステロール、２２Ｓ／
２２Ｒの非存在下で、２０Ｓをこれらの刺激性オキシステロールと組み合わせて投与する
ときと比較して試験する。２０Ｓがある種のプロセス、例えば、骨形態形成を誘導するよ
うに作用し、２２Ｓ及び２２Ｒが２０Ｓの活性を刺激できる（すなわち、２２Ｓ及び２２
Ｒが刺激性オキシステロールである）ことを既に報告した。２０Ｓの誘導体である合成オ
キシステロール（例えば、Ｏｘｙ１３）は、２０Ｓを模倣しており、誘導因子として作用
し、一方２２Ｓの合成誘導体（例えば、Ｏｘｙ３）は刺激性オキシステロールとして作用
する。
【０１０２】
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　使用した細胞は、骨芽細胞及び脂肪細胞になる能力を既に特徴づけた多能性Ｍ２細胞（
Ｍ２－１０Ｂ４）である。（例えば、Kha et al. (2004) J Bone Miner Res 19. 830-840
参照）。これらの細胞は、骨髄から得られ、インビトロで維持し、何回も継代することが
容易である。Ｍ２細胞において発見されたことは、Ｃ５７ＢＬＫ／６マウスから単離され
、Kha et al(2004)、上記で記載された方法によって培養された初代骨髄間質細胞におい
て確かめられる。アッセイした骨形成分化のマーカーの中には、アルカリホスファターゼ
活性、オステオカルシンｍＲＮＡ発現及び骨髄間質細胞培養における無機質形成が含まれ
る。
【０１０３】
　Ｍ２－１０Ｂ４骨髄間質細胞におけるアルカリホスファターゼ活性に対する合成オキシ
ステロール、ｏｘｙ－１からｏｘｙ－１５の効果を試験した。細胞をオキシステロールで
４日間処理し、その後細胞を収集し、アルカリホスファターゼ活性を比色アッセイによっ
て分析した。代表的な実験の結果は、対照未処理細胞と比較したアルカリホスファターゼ
活性の誘導倍率として示す。測定可能な誘導を生じたオキシステロールのみ示す。
【０１０４】
オキシステロール　　　　　　　　　　対照未処理細胞に対する誘導倍率
Oxy7 (5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
Oxy7 (10μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23
Oxy9 (5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
Oxy9 (10μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4
Oxy11 (2.5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　 6
Oxy12 (5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22
Oxy12 (10μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　80
Oxy13 (2.5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　 200
Oxy13 (5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 334
Oxy14 (2.5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　 42
Oxy14 (5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100
Oxy15 (5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55
Oxy15 (10μM)　　　　　　　　　　　　　　　　　　80
【０１０５】
　Ｍ２－１０Ｂ４骨髄間質細胞における石灰化に対するオキシステロールの効果を試験し
た。細胞をオキシステロールで１４日間処理し、その後培養中に形成した無機質の量を放
射活性４５Ｃａ取り込みアッセイを使用して定量した。代表的な実験の結果は、対照未処
理細胞と比較したｃｐｍ／ｍｇタンパク質の誘導倍率として示す。測定可能なカルシウム
取り込みを生じたオキシステロールのみ示す。
【０１０６】
オキシステロール　　　４５Ｃａ取り込み（対照未処理細胞に対する誘導倍率）
20S (7.5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　 4
Oxy3 (5μM)+ 20S (7.5μM)　　　　　　　　　　8
Oxy4 (5μM)+ 20S (7.5μM)　　　　　　　　　　7
Oxy7 (5μM)+ 20S (7.5μM)　　　　　　　　　　5
Oxy12 (5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　 2
Oxy12 (10μM)　　　　　　　　　　　　　　　　4
Oxy12 (15μM)　　　　　　　　　　　　　　　　7
Oxy13 (5μM)　　　　　　　　　　　　　　　　 5
Oxy13 (10μM)　　　　　　　　　　　　　　　　34
Oxy13 (15μM)　　　　　　　　　　　　　　　　38
Oxy14 (10μM)　　　　　　　　　　　　　　　　4
【０１０７】
　骨芽細胞分化のマーカーとして役立つその他の従来のインビトロアッセイも本発明のオ
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キシ化合物で試験した。これらのアッセイには、例えば、カルシウム取り込み又はオステ
オカルシンｍＲＮＡの発現の（基準値又は対照と比較した）増加の検出が含まれる。
【０１０８】
　様々な合成オキシステロール（ｏｘｙ－１～１６）の脂肪生成分化に対する効果を試験
した。結果を図１に示す。Ｍ２－１０Ｂ４骨髄間質細胞を対照媒体又はＰＰＡＲガンマ活
性化剤、トログリタゾン（Ｔｒｏ、troglitazone、１０μＭ）で、示された様々なオキシ
ステロール（５μＭ）の存在下又は非存在下で、処理した。処理１０日後、細胞をオイル
レッドＯで染色して脂肪細胞を検出し、陽性に染色された細胞の数を光学顕微鏡を使用し
て計数した。代表的実験のデータを、３回の測定値の平均（ウェル当たり５視野の平均、
実験条件当たり３ウェル）±ＳＤとして記録する。
【実施例３】
【０１０９】
　オキシステロールが骨芽細胞分化を刺激する作用の機構
　ある種の骨形成オキシステロールがＲｕｎｘ２ＤＮＡ結合活性を誘導すること、それら
はＢＭＰ２、ＢＭＰ７及びＢＭＰ１４／ＧＤＦ－５を含むＢＭＰと相乗的に作用できるこ
と、並びにそれらがＭＳＣの骨形成分化に対する酸化的ストレスの副作用を阻害すること
を以前に示した。これらのアッセイ及びその他のアッセイの実施方法の指針については、
例えば、国際公開第２００４／０１９８８４号パンフレット、国際公開第２００５／０２
０９２８号パンフレット、国際公開第２００５／０２０９２８号パンフレット及び国際公
開第２００６／１２９０２号パンフレットを参照のこと。
【０１１０】
　本発明の新規オキシステロールを同方法によって試験する。骨形成を示されたオキシス
テロールは、既に試験したオキシステロールと同様の機構によって機能を果たすと予測さ
れる。
【実施例４】
【０１１１】
　オキシステロールのインビボ骨形成効果
　ある種の天然に生じる骨形成オキシステロールをラットの危険な大きさの頭蓋冠欠損に
移植すると骨の治癒を高めることを以前に示した。これらのアッセイ及びその他のアッセ
イを実施する方法の指針については、例えば、本出願の権利者が所有する公開されたＰＣ
Ｔ国際出願である国際公開第２００４／０１９８８４号パンフレット、国際公開第２００
５／０２０９２８号パンフレット、第２００５／０２０９２８号パンフレット及び国際公
開第２００６／１２９０２号パンフレットを参照のこと。
【０１１２】
　本発明の合成オキシステロールは、ラットの頭蓋冠骨形成モデル並びに２種類の他のイ
ンビボモデルで試験する。合成オキシステロールは、個別に、又は組み合わせて、刺激性
オキシステロール２２Ｓ／２２Ｒの非存在下で、２０Ｓをこれらの刺激性オキシステロー
ルと組み合わせるときと比較して試験する。第１の他のモデルは、メスマウスの卵巣を除
去し、迅速な骨量減少を生じた、広く使用されているＦＤＡ承認卵巣切除モデルである。
骨量減少の阻害は、試験オキシステロール（推定タンパク質同化オキシステロール）の全
身投与後に評価し、その評価は、ミクロＣＴ分析及び組織化学的研究によって実施する。
第２のモデルは、広く使用される長骨の重大な欠損モデルで、ラットの大腿骨又は脛骨に
外科的に欠損を形成し、その後試験オキシステロール（推定骨誘導薬）を移植し、試験し
た動物対治療した動物における骨の治癒における骨形成の速度及び質を放射線的及び組織
化学的に評価する。インビトロで骨形成効果を惹起する合成オキシステロールはまた、こ
れらのインビボモデルにおいて骨治癒を刺激することが予測される。
【０１１３】
　Ｍ２細胞又は一次骨髄間質細胞を、親化合物、２０Ｓの実験に基づいて、０．５～１５
μＭの用量の個々の２０Ｓ類似体で処理する。骨芽細胞分化の広範囲の早期及び後期マー
カーの発現を調べることによって、オキシステロール類似体に応答したＭＳＣの骨芽細胞
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リホスファターゼ活性、Ｒｕｎｘ２ＤＮＡ結合活性、及びコラーゲンＩｍＲＮＡ発現、並
びに骨形成分化の後期マーカー：骨シアロタンパク質及び定量的ＲＴ－ＰＣＲによるオス
テオカルシンｍＲＮＡ発現を試験する。石灰化の誘導はまた、Kha et al(2004)（上記）
に記載されたように、４５Ｃａ取り込みアッセイ及びホンコッサ染色を使用して試験する
。早期マーカーは、オキシステロールで３日間処理した後試験し、後期マーカーは８日後
に試験し、石灰化は試験オキシステロールで１４日間処理した後に試験する。これらの時
点は、Ｍ２細胞における骨誘導薬による骨形成分化マーカーの調節経験に基づいている。
【０１１４】
　ラット大腿骨骨膜モデルにおけるｏｘｙ１３の効果
　天然に生じるオキシステロールはインビボにおいて骨形成効果を示し、本発明のある種
の合成オキシステロールは、インビボにおける骨増殖のマーカーである特性をインビトロ
で示すという前記の示唆は、Yoshia et al.,PNAS, 99:4580(2002)に記載されているラッ
トの大腿骨骨膜モデルを使用して確かめられた。
【０１１５】
　オスＳＤラットをＯｘｙ１３（又は対照媒体）で２週間処理した。Ｏｘｙ１３は、Alze
tポンプによって、３回の投与又は毎日の注射で、骨膜まで輸送された。治療計画は、治
療２週間、群当たりｎ＝６、媒体及び３種類のＯｘｙ１３用量を継続的に毎日２回注射、
並びに治療４週間、媒体及び２種類のＯｘｙ１３用量、ｎ＝６／群であった。骨の内部成
長の終点の評価法は、微小血管造影、組織形態測定、及び無作為盲検視覚的採点法であっ
た。
【０１１６】
　殺処分時点の血漿試料のバイオマーカー及び免疫組織化学を含むその他の終点を評価し
た。本発明のその他のオキシステロールも試験する。表１は、ラットの大腿骨骨膜モデル
における採点基準を示す。
【０１１７】
【表１】

【０１１８】
　表２は、２週間ポンプで投与した実験による骨形成点数を示す。
【０１１９】
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【０１２０】
　図７は、ラット大腿骨骨膜モデルにおいて、Ｏｘｙ１３で２週間処理した（ポンプ投与
）ラットの骨形成の点数を図式的に示した図である。
【０１２１】
　表３は、４週間ポンプで投与した実験による骨形成点数（放射線写真点数）を示す。
【０１２２】
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【表３】

【０１２３】
　図８は、ラット大腿骨骨膜モデルにおいて、Ｏｘｙ１３で４週間処理した（ポンプ投与
）ラットの骨形成点数を図式的に示した図である。
【実施例５】
【０１２４】
　オキシステロールのインビボにおける脂肪生成阻害効果
　誘導因子オキシステロール、２０Ｓ及び刺激性オキシステロール２２Ｓ及び２２Ｒの両
方がＭ２細胞の脂肪生成分化を阻害することを以前に報告した。特定の機構に結びつける
ことは望まないが、これは、これらのオキシステロールが脂肪生成分化を阻害する機構は
、骨形成分化を誘導する機構とは異なっており、したがって、骨誘導性試験において不活
性な類似体であっても中には脂肪生成を阻害するものがあることを示唆しているものと思
われる。Ｍ２細胞は、Ｍ２骨髄間質細胞を含む様々な多能性細胞で脂肪生成を誘導するＰ
ＰＡＲγアゴニスト、トログリタゾン（Ｔｒｏ）１０μＭで処理する。合成類似体は、Ｍ
２細胞を個々のオキシステロールの非存在下又は存在下においてＴｒｏで処理することに
よって試験する。Ｔｒｏで処理されたＭ２細胞において完全に形成された脂肪細胞が産生
されている処理８日後、オイルレッドＯ染色を実施して、中性脂肪の蓄積によって赤く染
色する脂肪細胞を検出する。脂肪細胞の数は、従来の方法によって、位相差顕微鏡で視野
を計数することによって定量する。インビトロで脂肪生成阻害効果を示すオキシステロー
ルはまた、インビボで脂肪生成を阻害することが予測される。
【実施例６】
【０１２５】
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　マウスにおける増毛に対するオキシステロールの効果
　この研究によって、ビタミンＥ溶液として送達された２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステ
ロール＋２２（Ｓ）－ヒドロキシコレステロールのそれぞれのオキシステロール（１：１
）の組み合わせ５０μｇ、１００μｇ及び１５０μｇを、Ｃ５７ＢＬ／６マウスの背中の
２ｃｍ×２ｃｍの剪毛した部位に１回局所投与すると、１８日間の観察期間中に増毛を促
進することが示された。
【０１２６】
　本発明の合成オキシステロールを同モデルで試験する。ヘッジホッグ経路又はそれらの
マーカーを刺激するオキシステロールはまた、このモデルにおいて増毛を刺激することが
予測される。
【実施例７】
【０１２７】
　オキシステロール２２Ｓ＋２２Ｓの骨誘導性効果の媒介におけるヘッジホッグ経路の役
割
　多能性間葉細胞は、骨芽細胞及び脂肪細胞を含む様々な種類の細胞の前駆体集団を形成
する。ヒト及び動物において、加齢は、骨芽細胞分化を抑えて脂肪細胞分化に有利に働き
、骨形成の減少及び骨粗鬆症を含む骨減少性障害を引き起こす。この実施例において、多
能性間葉細胞を骨芽細胞系列に方向付けすることが既に示された特定の天然に生じるオキ
システロールが、ヘッジホッグシグナル伝達経路を活性化することによって骨誘導性効果
を発揮することを報告する。これは、１）Ｈｈ標的遺伝子Ｇｌｉ－１及びＰａｔｃｈｅｄ
のオキシステロール誘導性発現、２）多量体形成Ｇｌｉ応答性エレメントによって促進さ
れるルシフェラーゼレポーターのオキシステロール誘導性活性化、３）ヘッジホッグ経路
阻害剤、シクロパミンによるオキシステロール効果の阻害、及び４）Ｓｍｏｏｔｈｅｎｅ
ｄ-/-マウス胚線維芽細胞のオキシステロールに対する無応答性によって示された。基準
Ｇｌｉ活性が高いＰａｔｃｈｅｄ-/-細胞を使用して、オキシステロールが、これらの細
胞においてＧｌｉ活性を阻害するのに必要なシクロパミンのＩＣ５０濃度を劇的には変化
させないことを発見した。さらに、結合研究によって、オキシステロールは、Ｓｍｏｏｔ
ｈｅｎｅｄへの直接結合について、蛍光標識シクロパミン、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミン
と競合しないことが示された。これらの所見は、オキシステロールが７回膜貫通経路成分
Ｓｍｏｏｔｈｅｎｅｄを間接的に活性化することによってヘッジホッグ経路活性化を刺激
することを示している。したがって、骨誘導性オキシステロールは多能性間葉細胞におけ
るヘッジホッグ経路の新たな活性化剤である。
【０１２８】
　材料及び方法
　細胞培養及び試薬－Ｍ２－１０Ｂ４細胞、Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞、Ｓｍｏ－／－マウ
ス胚線維芽細胞（ＭＥＦ、mouse embryonic fibroblast）及びＰｔｃｈ－／－ＭＥＦは、
従来の方法によって維持した。処理は、５％牛胎児血清、アスコルビン酸５０μｇ／ｍｌ
及びβ－グリセロホスフェート３ｍＭを含有する分化培地中で実施した。オキシステロー
ル及びフォルボール１２－ミリステート１３－アセテート（ＰＭＡ、Phorbol 12-Myrista
te 13-Acetate）は、Sigma-Aldrich, Co. 社製(St. Louis, MO)を入手し、シクロパミン
及びＫＡＡＤ－シクロパミンは、EMD Biosciences, Inc. 社製(La Jolla, CA)を入手し、
組換えマウスＳｈｈアミノ末端ペプチド及びＳｈｈ中和抗体は、R&D Systems, Inc. 社製
(Minneapolis, MN)を入手し、ロトレリン及びＨ－８９は、Calbiochem社製(La Jolla, CA
)を入手し、ウェスタンブロット用の抗体は全てCell Signaling Technology社製(Danvers
, MA)を入手した。プラスミドpACMV-tetO及びHEK293S-TetR細胞は、P.J.Reeves and H.G.
Khorana(University of Essex, Colchester, UK)から恵与された。抗Ｍｙｃポリクローナ
ル抗体は、Santa Cruz Biotechnology社製を、高感度化学ルミネセンス検出キットはAmer
sham Pharmacia社製を入手した。ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンは、TRC社製(North York, 
Ontario, Canada)を入手し、テトラサイクリンはSigma社製を購入し、酪酸ナトリウムはJ
. T. Baker社製(Mallinchrodt Baker, Phillipsburg, NJ)を入手した。ブラストサイジン
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及びジェネテシンはInvitrogen社製(Carlsbad, CA)を入手した。
【０１２９】
　マイクロアレイ－試料は全て加工され、スキャニングされ、アフィメトリックスＨＧ－
Ｕ１３３Ａアレイで品質を調べた。遺伝子発現測定値を分析するために、全てのアフィメ
トリックスデータは、モデルベース発現及びｄＣｈｉｐのペアマッチ－ミスマッチ法（Li
 et al. (2003) in The Analysis of Gene Expression Data: Materials and Software (
Parmigiani et al. eds), pp. 120-141, Springer, New York）を使用して正規化した。
この後、発現変化が少なくとも２倍、発現の最小差が１００、２群の間の両側ｔ検定のｐ
値＜０．１を示すプローブの組み合わせをさらに分析するために選択した。全実験と全対
照を比較し、特に８時間後及び４８時間後にも実験と対照を比較した。次に、このように
作製したリストをＥＡＳＥ分析（Hosack et al. (2003) Genome Biol. 4, R70）して、遺
伝子オントロジー用語を豊富にするために試験した。ＥＡＳＥ分析は、８時間後の比較で
はステロイド代謝のための用語が豊富であること、及び４８時間後の比較では形態形成及
び発生用語が豊富であることを示した。
【０１３０】
　定量的リアルタイムＰＣＲ（Ｑ－ＲＴ－ＰＣＲ）
　Ｑ－ＲＴ－ＰＣＲは、フェノール／クロロホルム法を使用してＭ２細胞から単離した逆
転写ＲＮＡを用いて実施した。ＰＣＲ反応は、iQ SYBR Green Supermix及びiCyclerＲＴ
－ＰＣＲ検出系（BIO-RAD Laboratories社製, Hercules, CA）を使用して実施した。Ｇｌ
ｉ－１、Ｇｌｉ－２、Ｇｌｉ－３、Ｓｈｈ及びＩｈｈのプライマー配列は、Dr. Fanxin L
ong (WashingtonUniversity, St. Louis, MO)から恵与された。Ｐｔｃｈ及びＳｍｏプラ
イマー配列は、要求に応じて利用可能である。Ｑ－ＲＴ－ＰＣＲデータは、シクロフィリ
ン発現に対して正規化し、相対的発現レベルは２ΔΔＣ

Ｔ法を使用して計算した（Livak 
et al. (2001) Methods 25, 402-408）。
【０１３１】
　一過性形質転換－細胞を２４ウェルプレートに入れ、翌日Ｇｌｉ依存性ホタルルシフェ
ラーゼ及びウミシイタケルシフェラーゼベクターを形質移入し、指示があれば、Ｓｍｏ又
はＰｔｃｈ発現ベクターを形質移入した。ウェル当たりの総ＤＮＡは、５００ｎｇを上回
らず、FuGENE6形質移入試薬（Roche社製、Indianapolis, IN）は、３：１（試薬：ＤＮＡ
）の比で使用した。細胞は、２重ルシフェラーゼレポーターアッセイシステム（Promega
社製、Madison, WI）を使用して、製造元の指示に従って、ルシフェラーゼ活性を評価す
る４８時間前に処理した。実験は３回実施し、エラーバーは１標準偏差を示す。
【０１３２】
　電気泳動度シフトアッセイ（ＥＭＳＡ）－ＯＳＥ２オリゴヌクレオチドの配列は(5'-AG
CTGCAATCACCAACCACAGCA-3')（配列番号１）であった。オリゴヌクレオチドは、煮沸冷却
によってその相補的配列とアニーリングさせた。プローブは、ポリヌクレオチドキナーゼ
を使用してγ３２Ｐ－ＡＴＰで末端を標識し、カラムで精製した。核抽出物は、Ｄｉｇｎ
ａｍ変法(Osborn et al. (1989) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 2336-2340)を使用し
て調製した。核抽出物（１０μｇ）は、結合緩衝液（１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ　ｐＨ７．５、
ＮａＣｌ１００ｍＭ、ＤＴＴ１ｍＭ、ＥＤＴＡ１ｍＭ、４％グリセロール）、ポリ（ｄＩ
ｄＣ）１μｇ及び標識プローブ０．２ｎｇと２０分間室温でインキュベートして、複合体
を冷却した６％アクリルアミド１ＸＴＢＥゲル上で分離した。その後、ゲルを乾燥させ、
フィルムに曝露した。
【０１３３】
　アルカリホスファターゼ活性、ノザンブロッティング及び石灰化アッセイ。全細胞抽出
物の比色分析によるアルカリホスファターゼ活性アッセイ並びにＯＣＮ及び１８ＳｒＲＮ
Ａについてのノザンブロッティングは、従来の方法で実施した。遺伝子発現はStorm840ホ
スフォイメージャー及びImageQuantソフトウェア（Amersham社製。Piscataway, NJ）を使
用して定量した。
【０１３４】
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　テトラサイクリン調節Ｓｍｏ発現プラスミド、pACMV-tetO-Smo-Mycの構築
　Ｓｍｏ－Ｍｙｃ遺伝子は、プラスミドpGE-Smo-Myc(Taipale et al. (2002) Nature 418
, 892-897)からプライマー5'-AAAATGAATTCAACAACTCCGCCCCATTGAC-3'（配列番号２）及び5
'-CCCGCGCGGCCGCCGACTACGACCTAATTCCTGC-3'（配列番号３）を使用して増幅した。生じた
ＰＣＲ産物をHind IIIで消化して、Ｓｍｏ－Ｍｙｃ遺伝子を単離して、ＤＮＡポリメラー
ゼＩクレノウ断片を使用して末端を修復し、次いでNot Iで消化した。Ｓｍｏ－Ｍｙｃ遺
伝子は、前述のように（Reeves et al. (2002) Proc. Natl. Acad. Scl. USA99, 13413-1
3418 28）アガロースゲル電気泳動で精製して、プラスミドpACMV-tetOに挿入し、ベクタ
ーpACMV-tetO-Smo-Mycを得た。
【０１３５】
　テトラサイクリン誘導性Ｓｍｏ遺伝子発現のための安定なＨＥＫ２９３Ｓ細胞系の構築
　ＨＥＫ２９３Ｓ－ＴｅｔＲ細胞を維持し、前述のようにpACMV-tetO-Smo-Mycで安定的に
形質移入した（Reeves et al. (2002)上記）。個々のジェネテシン耐性コロニーを拡大し
、ＳＤＳ－ＰＡＧＥによって可溶化した細胞抽出物を分析した後、抗Ｍｙｃポリクローナ
ル抗体で免疫検出することによって、Ｓｍｏ－Ｍｙｃ発現をスクリーニングした。テトラ
サイクリン誘導性Ｓｍｏｏｔｈｅｎｄ発現を示す１細胞系を選択し、その後の実験全てに
使用するために拡大した。
【０１３６】
　ＢＯＤＩＰＹシクロパミン結合アッセイ－誘導性Ｓｍｏｏｔｈｅｎｅｄ遺伝子を含有す
る安定なＨＥＫ２９３Ｓ細胞系は、６ウェルプレートを使用してジェネテシン（２ｍｇ／
ｍｌ）を含有する培地中でコンフルエンスになるまで増殖させた。次に、増殖培地を、テ
トラサイクリン（１μｇ／ｍｌ）及び酪酸ナトリウム（５ｍＭ）を含有する新鮮な培地と
置換した。２日後、以前に記載したように、ＢＯＤＩＰＹシクロパミンを使用して蛍光結
合アッセイを実施した（Chen et al. (2002) Genes Dev. 16, 2743-2748）。
【０１３７】
　ウェスタンブロッティング－処置後、細胞を溶解緩衝液で溶解し、タンパク質濃度をBi
o-Radタンパク質アッセイ（Hercules, CA）を使用して測定し、ＳＤＳ－ＰＡＧＥを実施
して、未処理及びリン酸化されたタンパク質を探索した。
【０１３８】
　統計学的分析－コンピュータ支援統計学的分析は、StatView4.5プログラムを使用して
実施した。ｐ値は全て、ＡＮＯＶＡ及びフィッシャーの保護最小有意差（ＰＬＳＤ、proj
ected least significant difference）有意性試験を使用して計算した。ｐ＜０．０５の
値は、有意と見なした。
【０１３９】
　結果
　骨形成オキシステロールによるヘッジホッグ経路活性化－オキシステロールの骨誘導性
効果に関与する分子機構を解明するために、多能性マウス骨髄間質細胞系Ｍ２－１０Ｂ４
（Ｍ２）におけるｍＲＮＡ発現を比較し、次いで対照媒体又はオキシステロールの組み合
わせ、２０（Ｓ）－及び２２（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール（ＳＳ）の最適用量（５
μＭ、１：１）で８及び４８時間処理して、アフィメトリックスマウス４３０Ａ遺伝子チ
ップを使用してマイクロアレイをベースにした遺伝子発現分析を実施した。媒体処理対照
に対して、オキシステロール処理はＨｈ標的遺伝子Ｇｌｉの発現を誘導した（ＧＬＩ－Ｋ
ｒｕｐｐｅｌファミリー構成要素ＧＬＩ、ＮＭ＿０１０２９６）（８時間で３．３倍の誘
導、ｐ＝０．０００８、４８時間で１４倍の誘導、ｐ＝０．０００２）及びＰｔｃｈ（ｐ
ａｔｃｈｅｄ相同体、ＮＭ＿００８９５７）（４８時間で３８倍の誘導、ｐ＝０．０００
１、８時間では明らかな誘導はなかった）。Ｑ－ＲＴ－ＰＣＲ分析によってこれらの発見
が確認され、８、２４及び４８時間後のＧｌｉ－１発現、並びに２４及び４８時間後のＰ
ｔｃｈ発現において着実な増加が示された（図２ａ及び２ｂ）。これらの時点では、Ｇｌ
ｉ－２又はＧｌｉ－３遺伝子発現に有意な変化は認められなかった（データは示さず）。
細胞は、マウスＳｈｈアミノ末端シグナル伝達ドメイン（ＳｈｈＮ）の組換え型と類似の
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応答を示した（図２ａ及び２ｂ）。
【０１４０】
　オキシステロールによるＨｈ経路活性化をさらに調べるために、多量体形成Ｇｌｉ－応
答エレメント（5'-GAACACCCA-3'）（配列番号４）によって促進されるルシフェラーゼレ
ポーターを用いたレポーターアッセイを使用した。Ｇｌｉ－ｌｕｃで形質移入し、ＳＳで
処理したＭ２細胞は、対照媒体処理細胞の５倍のルシフェラーゼ活性を示した（図２ｃ）
。同様の結果がＳｈｈＮ（２００ｎｇ／ｍｌ）による細胞処理で示され、オキシステロー
ル又はＳｈｈＮによる誘導は、Ｈｈ経路阻害剤、シクロパミンで前処理することによって
阻害された。Ｇｌｉレポーター活性の誘導は、７－α－ヒドロキシコレステロール及び７
－ケトコレステロールを含む非骨誘導性オキシステロールでは認められず（図２ｄ）、し
たがって、オキシステロール誘導性骨形成におけるＨｈ経路活性の役割がさらに支持され
た。
【０１４１】
　Ｈｈ経路活性化における肝臓Ｘ受容体の役割－２０Ｓ及び２２Ｒを含む特定のオキシス
テロールは、核内ホルモン受容体肝臓Ｘ受容体（ＬＸＲ）の公知のアゴニストであり、Ｌ
ＸＲはＭ２細胞で発現されるので、ＬＸＲの活性化がＨｈシグナル伝達の増加を誘導でき
るかどうかを調べた。Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーターアッセイは、合成ＬＸＲアゴニスト、TO
-901317（ＴＯ）１又は５μＭで処理した細胞において活性化を示さなかった（図２ｄ）
。これは、同濃度のＴＯではＭ２細胞におけるＬＸＲの活性化は誘導されないが、実際に
は骨芽細胞分化を阻害するという以前の発見と一致している。骨誘導性オキシステロール
、例えば、２０ＳによるＬＸＲのこのような潜在的に有害な活性化は、骨減少性障害に治
療的に使用する場合、その濃度を制限する戦略を開発することが重要であることを強調す
る。ＬＸＲアゴニストではなく、２０Ｓの骨誘導性効果を高めると考えられる２２Ｓと共
に２０Ｓを使用したオキシステロールの併用治療は、このような戦略の１つである。
【０１４２】
　Ｈｈ経路活性化は、オキシステロール誘導性骨芽細胞分化を媒介する－オキシステロー
ル誘導性骨芽細胞分化におけるＨｈシグナル伝達の機能的役割を決定するために、Ｍ２細
胞における骨芽細胞分化のオキシステロール誘導性マーカーに対するシクロパミンの効果
を評価した。ＳＳ処理によって生じるＡＬＰ活性の実質的誘導は、シクロパミンによって
用量に応じた様式で著しく阻害されることを発見した（図３ａ）。同様に、ＥＭＳＡ分析
によって、シクロパミンがオキシステロール処理細胞においてＲｕｎｘ２ＤＮＡ結合活性
の刺激を完全に阻害することが示された（図３ｂ）。さらに、ＯＣＮ、Ｒｕｎｘ２標的遺
伝子のオキシステロール誘導性発現及びＭ２細胞の培養中の石灰化の増加は、シクロパミ
ンによって阻害された（図３ｃ、ｄ）。全体的に見て、これらの発見は、Ｈｈシグナル伝
達経路がオキシステロールの骨誘導性効果に必須であることを示している。
【０１４３】
　オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性化の機構－オキシステロールがＨｈ経路活性化を
引き起こす機構を解明するために、まず、オキシステロールがＭ２細胞による内在性Ｈｈ
分子の発現を誘導するかどうかを調べた。Ｑ－ＲＴ－ＰＣＲ分析によって、Ｍ２細胞を４
８時間までオキシステロール（５μＭＳＳ）で処理すると、媒体処理対照細胞に存在する
低レベルのＩｈｈｍＲＮＡには変化は生じず、Ｍ２細胞中のＳｈｈｍＲＮＡは、オキシス
テロール処理があってもなくても検出されないことが示された（データは示さず）。さら
に、Ｓｈｈ中和抗体は、Ｍ２細胞においてオキシステロール誘導性ＡＬＰ活性を阻害せず
、一方、外来から添加したＳｈｈＮによって誘導されるＡＬＰ活性を完全に阻害した（図
）。これらの結果は、オキシステロールは内在性Ｈｈ発現レベルには影響を及ぼさず、し
たがって、おそらく、Ｓｍｏ及び／又はＰｔｃｈなどのＨｈシグナル伝達ネットワークの
その他の構成要素を調節することによって、異なる機構を介してＨｈ経路活性化を引き起
こすに違いにないことを示唆している。
【０１４４】
　この可能性を調べるために、Ｓｍｏ－／－及びＰｔｃｈ－／－欠損マウスのマウス胚線
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維芽細胞を使用した。マウス胚変異体のＭＥＦは、オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性
化の機構をさらに特徴づけるために適切なモデル系であることを示すために、野生型Ｃ３
Ｈ１０Ｔ１／２ＭＥＦに対する骨形成ステロールの効果をまず試験した。多能性骨髄間質
細胞と同様に、ＡＬＰ活性（図５ａ）及びＲｕｎｘ２ＤＮＡ結合活性の誘導によって評価
すると、Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞がオキシステロールに応じて骨芽細胞分化を受けること
を発見した。オキシステロールによる処理はまた、Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞においてＧｌ
ｉ－ｌｕｃ活性を誘導し、この活性は、シクロパミン前処理によって阻害された（図５ｂ
）。野生型ＭＥＦとは対照的に、Ｓｍｏ－／－ＭＥＦは、Ｇｌｉ－ｌｕｃ活性が非常に低
く、オキシステロール又はＳｈｈＮを含有する調製培地（ＳｈｈＮ－ＣＭ）による処理に
無反応であった（図５ｃ）。ＳＳ及びＳｈｈＮ－ＣＭに対する反応性は、Ｓｍｏ発現ベク
ターを形質移入することによって回復し、基準レポーター活性は変化しなかった（図５ｃ
）。Ｓｍｏ－／－ＭＥＦはまた、オキシステロールに応じて骨芽細胞分化を起こすことが
十分にできないが（図５ｄ）、骨形態形成タンパク質７（ＢＭＰ－７）による処理はＳｍ
ｏ－／－ＭＥＦにおいてＡＬＰ活性を誘導し、したがって、Ｈｈ経路活性の必要性は無視
することができ、これらの細胞には骨芽細胞系列に沿って分化する能力が備わっているこ
とが確かめられた（図５ｄ）。構成的Ｓｍｏ活性によって基準Ｈｈ経路活性が高いＰｔｃ
ｈ－／－ＭＥＦを使用した研究では、オキシステロールもＳｈｈＮ－ＣＭもさらに経路活
性化を誘導しないことが示された（図５ｅ）。ＰｔｃｈをＰｔｃｈ－／－細胞に再導入す
ると、Ｓｍｏ調節が再確立され、基準Ｈｈ経路活性が減少し、経路活性化におけるオキシ
ステロール及びＳｈｈ－ＣＭに対する感受性が回復した（図５ｅ）。これらの結果は、Ｈ
ｈ経路活性のオキシステロールによる誘導にはＳｍｏが必要であること、Ｐｔｃｈの欠如
によってＳｍｏが完全に活性化されると、オキシステロールによるさらなる活性化は生じ
ないことを示している。
【０１４５】
　次に、経路アゴニストＳｍｏアゴニスト（ＳＡＧ）及びプルモルファミンについて既に
示したように、オキシステロールが直接結合しＳｍｏを活性化することによってＨｈ経路
活性を刺激できる可能性を調べた。Ｐｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ－ｌｕｃレポー
ター活性は、直接結合しＳｍｏを阻害することによって作用するＳｍｏアンタゴニスト、
シクロパミンで処理することによって、用量に応じた様式で抑制され得る（図５ｆ）。オ
キシステロールがＳｍｏに結合し活性化することによって作用するならば、経路阻害に必
要なシクロパミンの有効濃度の変化が予測されよう。例えば、シクロパミン作用のＩＣ５
０は、Ｈｈ経路活性化濃度のＳｍｏアゴニストＳＡＧ及びプルモルファミンで処理すると
数桁の規模で変化する。しかし、オキシステロールはＰｔｃｈ－／－ＭＥＦにおいてＧｌ
ｉ－ｌｕｃ活性を阻害するために必要なシクロパミンの濃度を劇的に変化させることはな
いことが示され（図５ｆ）、オキシステロール作用はシクロパミンの作用に直接的には拮
抗しないことが示唆された。さらに、オキシステロールがシクロパミンの蛍光誘導体、Ｂ
ＩＤＹＰＹ－シクロパミン（Ｂ－ｃｙｃ、BIDYPY-cyclopamine）のＳｍｏ発現細胞との結
合について競合できるかどうかを試験した。誘導性Ｓｍｏ発現構築物で安定的に形質移入
されたＨＥＫ２９３Ｓ細胞においてＳｍｏ発現を誘導した後、細胞を、Ｂ－ｃｙｃの存在
下で、オキシステロール又は強力なシクロパミン誘導体ＫＡＡＤシクロパミンと共に処理
し、蛍光標識細胞分取（ＦＡＣＳ）分析を行った。Ｂ－ｃｙｃのＳｍｏを過剰発現するＨ
ＥＫ２９３Ｓ細胞への結合は、ＳＳによって影響を受けず、一方、ＫＡＤＤ－シクロパミ
ンはＢ－Ｃｙｃ結合を劇的に減少させることが発見された（図５ｇ）。
【０１４６】
　タンパク質キナーゼＣ及びタンパク質キナーゼＡのオキシステロール誘導性Ｈｈ経路活
性化における役割－細胞のオキシステロール誘導性骨芽細胞分化は、タンパク質キナーゼ
Ｃ（ＰＫＣ）－及びタンパク質キナーゼＡ（ＰＫＡ）－依存性機構を介して媒介されるこ
とを既に報告した。骨芽細胞分化の様々なマーカーの調節におけるこれらのシグナル伝達
経路の役割は、特異的であり、重複しているものと考えられる。オキシステロール誘導性
Ｈｈ経路活性化の媒介におけるＰＫＣ及びＰＫＡの可能性のある役割の解明を開始するた
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めに、Ｈｈ経路活性化のマーカーに対するＰＫＣ及びＰＫＡ阻害剤の効果を調べた。Ｍ２
細胞をＰＫＣδ選択的阻害剤、ロトレリンで前処理すると、オキシステロールによって誘
導される骨芽細胞分化を阻害し、用量依存的にオキシステロール誘導性Ｇｌｉ－１及びＰ
ｔｃｈｍＲＮＡ発現を阻害することが既に発見された（図６ａ、ｂ）。同様に、オキシス
テロール誘導性Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ発現は、ＰＫＣ貯蔵がＰＭＡ１μＭで一晩処理し
た後で激減する細胞において阻害された（図６ｃ、ｄ）。次に、ＰＫＣ基質、リン酸化Ｍ
ＡＲＣＫＳ（ｐＭＡＲＣＫＳ、phosphorylated MARCKS）のレベルをウェスタンブロッテ
ィングによって評価することによって、オキシステロールがＰＫＣ活性化を誘導するかど
うかを調べた。ＳＳ５μＭで１０分、３０分、２時間、８時間、２４時間又は４８時間処
理したＭ２細胞の全細胞溶解物は、対照未処理細胞と比較してｐＭＡＲＣＫＳレベルの増
加を示さず（データは示さず）、一方、ＰＭＡで３０分処理すると明らかにＭＡＲＣＫＳ
リン酸化が誘導された。
【０１４７】
　オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性化におけるＰＫＡの可能性のある役割を調べるた
めに、全部ではないがいくつかの骨芽細胞分化マーカーの誘導を阻害することが既にわか
っているＰＫＡ阻害剤、Ｈ－８９のオキシステロール誘導性Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈｍＲ
ＮＡ発現に対する効果をＱ－ＲＴ－ＰＣＲによって評価した。結果から、Ｈ－８９（５～
１５μＭ）でＭ２細胞を前処理すると、処理２４時間後にはオキシステロール誘導性Ｇｌ
ｉ－１又はＰｔｃｈ発現を阻害しなかったことが示された（データは示さず）。さらに、
Ｍ２細胞をＰＫＡ経路活性化剤、フォルスコリン（１０μＭ）と一緒にＳＳ（５μＭ）で
２４時間処理すると、オキシステロール誘導性Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ発現が完全に阻害
された（データは示さず）。最後に、オキシステロール処理細胞の全細胞溶解物のウェス
タンブロッティングは、ｐＭＡＲＣＫＳレベルの試験について前述した同時点の対照未処
理細胞と比較して、リン酸化ＰＫＡ（ｐＰＫＡ）又はリン酸化ＣＲＥＢ（ｐＣＲＥＢ）レ
ベルの誘導がそれほど著しくないことを示した（データは示さず）。対照的に、フォルス
コリン（１０μＭ）で３０分処理すると、ｐＣＲＥＢレベルが著しく誘導された。
【０１４８】
　そのオキシステロールの骨誘導性効果がヘッジホッグシグナル伝達によっても媒介され
ることを確かめるために、前述したような実験を本発明の個々のオキシステロールで実施
した。実施例１０は、少なくともＯｘｙ８、１０、１１、１２、１３及び１４がＭ２－１
０Ｂ４骨髄間質細胞においてＧｌｉｌレポーターを刺激することを示している。
【０１４９】
　さらに、Ｇｌｉ１（ヘッジホッグ経路シグナル伝達現象の主要な媒介物）の発現は、ｓ
ｉＲＮＡ遺伝子サイレンシング方法を使用することによって、Ｍ２細胞において阻害され
る。Ｇｌｉ１発現が我々の細胞で阻害されることを一旦確かめたので、Ｒｕｎｘ２発現及
びＤＮＡ結合活性、オステオカルシンｍＲＮＡ発現、アルカリホスファターゼ活性化及び
石灰化を含む骨形成細胞応答を誘導する合成オキシステロールの能力を評価することによ
って、合成オキシステロールのそれらの細胞に対する効果を調べる。これらのアッセイに
よって、ヘッジホッグシグナル伝達が本発明の合成オキシステロールの効果を媒介するこ
とが確かめられることが予測される。
【実施例８】
【０１５０】
　オキシステロールの合成
　オキシステロールの合成に関係するいくつかの情報源は以下の通りである。Drew, J. e
t al., J. Org. Chem., 52 (1987) 4047-4052; Honda, T. et al., J. Chem. Soc., Perk
in Trans. 1, (1996) 2291-2296; Gen, A. V. D. et al. J. Am. Chem. Soc.,95 (1973) 
2656-2663; Mazzocchi, P. H. et al. S. J. Org. Chem., 48 (1983) 2981-2989; Byon C
. et al., J Org Chem, 41 (1976) 3716-3722; Rao, A.S., Comprehensive Organic Synt
hesis, Pergamon Press, Eds. Trost BM, Fleming I., 7 (chapter 3.1) (1991) 376-380
.
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【０１５１】
Ａ．Ｏｘｙ１１及びＯｘｙ１２の合成方法
１．Ｏｘｙ１１の合成経路
　イミダゾール（ＩｍＨ、imidazole）を無水ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ、dimethylf
ormamide）に溶かしたプレグネノロン（化合物３、スキーム１参照）の溶液に添加するこ
とができる。次に、ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリルトリフルオロメタンスルホネートを
この溶液に添加することができる。スキーム２に示したように、反応生成物を精製して化
合物４、１－（（３Ｓ，８Ｓ，９Ｓ，１０Ｒ，１３Ｓ，１４Ｓ，１７Ｓ）－２，３，４，
７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－３
－［（１，１－ジメチルエチル）ジメチルシリルオキシ］－１０，１３－ジメチル－１Ｈ
－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－１７－イル）エタノンを得ることができる。
【０１５２】
　次に、グリニャール試薬３－メチルベンジルマグネシウムブロミドをジメチルエーテル
及びテトラヒドロフラン（ＴＨＦ、tetrahydrofuran）の混合物中で４と反応させること
ができる。シリルエーテルは、テトラブチルアンモニウムフルオリドを添加することによ
って除去され、スキーム１に示したように化合物５ａ（Ｏｘｙ１１）を生じることができ
る。
【０１５３】
２．Ｏｘｙ１２の合成経路
　次に、グリニャール試薬イソヘプチルマグネシウムブロミドをジメチルエーテル及びＴ
ＨＦの混合物中で４と反応させることができる。シリルエーテルは、テトラブチルアンモ
ニウムフルオリドを添加することによって除去されて、スキーム１に示したように化合物
５ｃ（Ｏｘｙ１２）を生じることができる。
【０１５４】
【化２】

【０１５５】
Ｂ．Ｏｘｙ１２及びＯｘｙ１３の合成方法
Ｉ．Ｏｘｙ１２の他の合成経路
　１－（（３Ｓ，８Ｓ，９Ｓ，１０Ｒ，１３Ｓ，１４Ｓ，１７Ｓ）－２，３，４，７，８
，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－３－［（
１，１－ジメチルエチル）ジメチルシリルオキシ］－１０，１３－ジメチル－１Ｈ－シク
ロペンタ［ａ］フェナントレン－１７－イル）エタノン、１
　無水ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ、１８０ｍＬ）に溶かしたプレグネノロン（５．０
ｇ、１５．８ｍｍｏｌ）の撹拌溶液に、イミダゾール（２．７ｇ、３９．７ｍｍｏｌ）を
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添加した。この反応を２０分間撹拌し、その後ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリルクロリド
（３．６ｇ、２３．９ｍｍｏｌ）をゆっくり添加した。周囲温度で１２時間撹拌した後、
この反応混合物を氷に注いだ。沈殿物を収集し、ジエチルエーテルに溶解した。有機相を
食塩水で洗浄し、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、真空中で留去して、化合物１（６．７ｇ、１５
．６ｍｍｏｌ、９８％）を白色粉末として得て、さらに精製することなく使用した。分光
分析のデータは、文献で報告されたものと一致した（Drew e1 al. (1987) J. Org. Chem.
 52, 4047-4052）。
【０１５６】
　（３Ｓ，８Ｓ，９Ｓ，１０Ｒ，１３Ｓ，１４Ｓ，１７Ｓ）－２，３，４，７，８，９，
１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－３－［（１，１
－ジメチルエチル）ジメチルシリルオキシ］－１７－（（Ｓ）－２－ヒドロキシ－７－メ
チルオクタン－２－イル）－１０，１３－ジメチル－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナン
トレン、２
　無水テトラヒドロフラン（ＴＨＦ、９．５ｍＬ）に溶かしたサマリウム金属（７５８ｍ
ｇ、５．０ｍｍｏｌ）及び３Åモレキュラシーブ（０．５ｇ）の撹拌懸濁液に、周囲温度
でＴＨＦ（９．５ｍＬ）に溶かした１，２－ジヨードエタン（１．３ｇ、４．６ｍｍｏｌ
）の溶液を添加した。反応物を３０分間撹拌後、ヘキサメチルホスホルアミド（ＨＰＭＡ
、３．０ｍＬ、１７．２ｍｍｏｌ）をこの反応混合物に添加し、さらに２０分間撹拌を続
けた。次に、ＴＨＦ（６．０ｍＬ）に溶かしたケトン１（５００．０ｍｇ、１．１６ｍｍ
ｏｌ）の溶液を添加し、その後ＴＨＦ（２．０ｍＬ）に溶かした１－ブロモ－５－メチル
ヘキサン（２０８．０ｍｇ、１，１６ｍｍｏｌ）を添加した。反応物は、開始物質が完全
に消費されるまで、さらに１時間撹拌した。この後、反応混合物を飽和ＮａＨＣＯ３でゆ
っくり処理し、セライトで濾過し、過剰量のジエチルエーテルで３回すすいだ。濾液を水
で処理して、ジエチルエーテルで抽出した。エーテル抽出物を食塩水で洗浄し、Ｎａ２Ｓ
Ｏ４で乾燥し、真空中で留去して、残渣を得て、シリカゲルクロマトグラフィーで精製し
た。ヘキサン－ジエチルエーテル（４：１、ｖ／ｖ）で溶出して、化合物２（３５０．０
ｍｇ、０．６ｍｍｏｌ、５７％）を白色粉末として得た（Honda ei al. (1996) J. Chem.
 Soc., Perkin Trans. 1 2291-2296）。
【０１５７】
【化３】

１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　０．０５（ｓ，６Ｈ）、０．８６（ｓ，
３Ｈ）、０．８６（ｄ，Ｊ＝６．６Ｈｚ，６Ｈ）、０．８９（ｓ，９Ｈ）、１．００（ｓ
，３Ｈ）、１．０２～１．１７（ｍ，８Ｈ）、１．２６（ｓ，３Ｈ）、１．２９～１．８
１（ｍ，１８Ｈ）、１．９５～１．９９（ｍ，１Ｈ）、２．０７～２．１０（ｍ，１Ｈ）
、２．１４～２．１８（ｍ，１Ｈ）、２．２４～２．２６（ｍ，１Ｈ）、３．４６～３．
５０（ｍ，１Ｈ）、５．３１（ａｐｐ　ｔ，Ｊ＝５．２Ｈｚ，１Ｈ）。１３Ｃ　ＮＭＲ（
１２５ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　－４．７、１３．５、１８．１、１９．３、２０．８、
２２．２、２２．４、２２．５、２３．７、２４．４、２５．８、２６．３、２７．８、
２７．９、３１．２、３１．７、３２．０、３６．５、３７．３、３８．９、４０．０、
４２．５、４２．７、４３．９、５０．０、５６．８、５７．４、７２．４、７５．０、
１２０．９、１４１．４。
【０１５８】
　（３Ｓ，８Ｓ，９Ｓ，１０Ｒ，１３Ｓ，１４Ｓ，１７Ｓ）－２，３，４，７，８，９，
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１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１７－（（Ｓ）
－２－ヒドロキシ－７－メチルオクタン－２－イル）－１０，１３－ジメチル－１Ｈ－シ
クロペンタ［ａ］フェナントレン－３－オール、Ｏｘｙ１２
　無水ＴＨＦに溶かした化合物２（３００．０ｍｇ、０．５７ｍｍｏｌ）の溶液に、ＴＨ
Ｆ（２．５ｍＬ、２．５ｍｍｏｌ）に溶かしたテトラブチルアンモニウムフルオリドの１
．０Ｍ溶液を添加し、この溶液を周囲温度で撹拌した。１２時間後、反応物を水で処理し
て、ジエチルエーテルで３回抽出した。有機相を収集して、Ｎａ２ＳＯ４で乾燥させ、真
空中で濃縮して、油状物を得た。この油状物のフラッシュカラムクロマトグラフィー（シ
リカゲル、ヘキサン／ジエチルエーテル１：３）によって、化合物Ｏｘｙ１２（２１０．
０ｍｇ、０．５０ｍｍｏｌ、８８％）を白色粉末として得た。
【０１５９】
【化４】

１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　０．８６（ｓ，３Ｈ）、０．８６（ｄ，
Ｊ＝６．６Ｈｚ，６Ｈ）、１．０１（ｓ，３Ｈ）、１．０２～１．２５（ｍ，１１Ｈ）、
１．２６（ｓ，３Ｈ）、１．４２～１．７６（ｍ，１４Ｈ）、１．８２～１．８５（ｍ，
２Ｈ）、１．９５～１．９９（ｍ，１Ｈ）、２．０７～２．１１（ｍ，１Ｈ）、２．２３
～２．３０（ｍ，２Ｈ）、３．４９～３．５５（ｍ，１Ｈ）、５．３５（ａｐｐ　ｔ，Ｊ
＝５．２Ｈｚ，１Ｈ）。１３Ｃ　ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　１３．５、１
９．３、２０．８、２２．２、２２．５、２３．７、２４．４、２６．３、２７．８、２
７．９、３１．２、３１．５、３１．７、３６．４、３７．１、３８．９、３９．０、４
０．０、４２．２、４２．５、４４．０、５６．８、５７．５、７１．７、７５．１、１
２１．５、１４０．７。
【０１６０】
２．Ｏｘｙ１３の合成経路
　エチル４－メチルペント－４－エノエート、７
　２－メチル－２－プロペン－１－オール（１２．９ｇ、０．１８ｍｍｏｌ）、トリエチ
ルオルトアセテート（２３０．０ｍＬ、１．３ｍｏｌ）及びプロピオン酸（０．９ｍＬ、
０．１２ｍｏｌ）の溶液を１７０℃まで加熱した（外部）。生成したエタノールを除去す
るために、反応装置に収集フラスコを装備したVigreaux Claisenアダプターを取り付けた
。反応混合物を一晩還流した。反応フラスコ中の温度が上昇し始めるまで、過剰量のオル
ト酢酸トリエチルを１３０ｍｍＨｇでゆっくり蒸留した。反応物を冷却後、残存する液体
を１０％１塩基リン酸カリウム３００ｍＬで処理し、残存する反応物を周囲温度で９０分
間撹拌した。反応混合物をジエチルエーテル（３×１０ｍＬ）で抽出した。一緒にした有
機相をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、真空中で濃縮して、黄色油状物を得た。この油状物のフラ
ッシュカラムクロマトグラフィー（シリカゲル、ヘキサン／ジエチルエーテル４：１）に
よって、化合物７（１７．０ｇ、０．１２ｍｍｏｌ、６７％）を無色油状物として得た。
（Gen et al. (1973) J. Am. Chem. Soc. 95, 2656-2663）。
【０１６１】

【化５】

１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　１．２５（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，３Ｈ）
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、１．７４（ｓ，３Ｈ）、２．３３（ｔ，Ｊ＝７．９Ｈｚ，２Ｈ）、２．４５（ｔ，Ｊ＝
８．０Ｈｚ，２Ｈ）、４．１３（ｑ，Ｊ＝７．１Ｈｚ，２Ｈ）、４．６８（ｓ，１Ｈ）、
４．７４（ｓ，１Ｈ）。
【０１６２】
　４－メチルペント－４－エン－１－オール、８
　アルゴン下で２０分間パージした火炎乾燥フラスコにＬｉＡｌＨ４、次いで無水ＴＨＦ
１５０ｍＬを添加した。この反応混合物を０℃まで冷却し、ＴＨＦ（２０ｍＬ）に溶かし
た化合物７の溶液をゆっくり添加した。得られた溶液を室温まで暖め、開始物質が完全に
消費されたことがＴＬＣによって示されるまで、３時間撹拌した。この混合物を氷冷した
１Ｍ　ＮａＯＨ３００ｍＬにゆっくり添加することによって反応を停止した。次に、混合
物をさらに１時間撹拌し、セライトで濾過した。大量のジエチルエーテルを洗浄に使用し
た。濾液を水で処理して、ジエチルエーテルで２回抽出した。一緒にした有機相をＮａ２

ＳＯ４で乾燥し、真空中で留去して、残渣を得て、２０ｍｍＨｇ（ｂｐ６５～６８℃）で
蒸留することによって精製し、化合物８を黄色油状物として得た（９．５ｇ、０．０９５
ｍｏｌ、７９％）（Mazzocchi et al.(1983) J. Org. Chem. 48.2981-2989）。
【０１６３】
【化６】

１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　１．４７（ｂｒ，１Ｈ）、１．６９～１
．７４（ｍ，５Ｈ）、２．１（ｔ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，２Ｈ）、３．６６（ｔ，Ｊ＝６．５
Ｈｚ，２Ｈ）、４．７１（ｄ，Ｊ＝０．８Ｈｚ，１Ｈ）、４．７３（ｄ，Ｊ＝０．８Ｈｚ
，１Ｈ）、４．７３（ｄ，Ｊ＝０．４Ｈｚ，１Ｈ）；１３Ｃ　ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ，Ｃ
ＤＣｌ３）、δ　２２．２２、３０．４１、３３．９８、６２．６４、１１０．０８、１
４５．４０。
【０１６４】
　５－ブロモ－２－メチル－１－ペンテン、９
　０℃まで冷却したピリジン（１５０ｍＬ）に溶かした化合物８（８．８ｇ、０．０８８
ｍｏｌ）の溶液に、ｐ－トルエンスルホニルクロリド（３５．０ｇ、０．１８ｍｏｌ）を
少量ずつ添加した。反応混合物を２０分間撹拌した後、反応混合物を３時間かけて室温ま
で暖めた。溶液を１Ｍ　ＨＣｌで酸性化して、ジエチルエーテルで３回抽出した。エーテ
ル抽出物を１Ｍ　ＨＣＬ、飽和ＮａＨＣＯ３及び食塩水で洗浄した。一緒にした有機相を
Ｎａ２ＳＯ４で乾燥し、真空中で留去して、粗トシル酸塩を得て、さらに精製することな
く使用した。
【０１６５】
　このトシル酸塩（２３．８ｇ、０．０９４ｍｏｌ）をアセトン（１５０ｍＬ）に溶解し
、ＬｉＢｒ（１７．０ｇ、０．２０ｍｏｌ）を周囲温度でゆっくり添加した。反応物を７
５℃で３時間還流した。溶液を氷水に注ぎ、ジエチルエーテル（３×２００ｍＬ）で抽出
した。一緒にした有機相をＮａ２ＳＯ４で乾燥し、真空中で濃縮して、黄色油状物を得た
。この油状物のフラッシュカラムクロマトグラフィー（シリカゲル、ヘキサン／ジエチル
エーテル９：１）によって、化合物９（７．０ｇ、０．０４３ｍｍｏｌ、４９％）を無色
油状物として得た。
【０１６６】

【化７】

１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　１．７３（ｓ，３Ｈ）、１．９７～２．
０２（ｍ，２Ｈ）、２．１６（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，２Ｈ）、３．４１（ｔ，Ｊ＝６．７
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Ｈｚ，２Ｈ）、４．７２（ｄ，Ｊ＝１．０Ｈｚ，１Ｈ）、４．７６（ｄ，Ｊ＝０．５Ｈｚ
，１Ｈ）；１３Ｃ　ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　２２．１８、３０．４７、
３３．１７、３５．９２、１１０．８８、１４３．８２。
【０１６７】
　（３Ｓ，８Ｓ，９Ｓ，１０Ｒ，１３Ｓ，１４Ｓ，１７Ｓ）－２，３，４，７，８，９，
１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－３－［（１，１
－ジメチルエチル）ジメチルシリルオキシ］－１７－（（Ｓ）－ヒドロキシ－６－メチル
ヘプト－６－エン－２－イル）－１０，１３－ジメチル－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェ
ナントレン、１０
　２ヨウ化サマリウムの存在下での保護されたプレグネノロン１（５００．０ｍｇ、１．
１６ｍｍｏｌ）と５－ブロモ－２－メチル－１－ペンテン９（１９９．０ｍｇ、１．２２
ｍｍｏｌ）との結合反応は、２の調製について記載した条件と類似の条件下で実施し、２
０Ｓ－ヒドロキシステロイド１０（４１９．０ｍｇ、０．８２ｍｍｏｌ、７１％）を白色
粉末として得た。
【０１６８】
【化８】

１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　０．０５（ｓ，６Ｈ）、０．８６（ｓ，
３Ｈ）、０．８９（ｓ，９Ｈ）、１．００（ｓ，３Ｈ）、１．１３～１．２２（ｍ，５Ｈ
）、１．２８（ｓ，３Ｈ）、１．３２～１．５５（ｍ，１１Ｈ）、１．７１（ｓ，３Ｈ）
、１．７２～１．７９（ｍ，５Ｈ）、１．９７～２．０（ｍ，６Ｈ）、３．４７～３．４
８（ｍ，１Ｈ）、４．６７（ｓ，１Ｈ）、４．７０（ｓ，１Ｈ）、５．３１（ａｐｐ　ｔ
，Ｊ＝５．３Ｈｚ，１Ｈ）。１３Ｃ　ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　－４．７
、１３．５、１８．１、１９．３、２０．８、２２．１、２２．２、２２．３、２３．７
、２５．８、２６．３、３１．２、３１．７、３２．０、３６．５、３７．３、３８．２
、４０．０、４２．６、４２．７、４３．４、５０．０、５６．８、５７．７、７２．５
、７５．０、１０９．８、１２０．９、１４１．５、１４５．７。
【０１６９】
　（３Ｓ，８Ｓ，９Ｓ，１０Ｒ，１３Ｓ，１４Ｓ，１７Ｓ）－２，３，４，７，８，９，
１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１７－（（Ｓ）
－２－ヒドロキシ－６－メチルヘプト－６－エン－２－イル）－１０，１３－ジメチル－
１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－オール、Ｏｘｙ１３
　シリルエーテル１０の脱保護は、化合物Ｏｘｙ１２の調製で使用した条件と類似の条件
下で実施し、化合物Ｏｘｙ１３（３００．０ｍｇ、０．７５ｍｍｏｌ、９１％）を白色粉
末として得た。
【０１７０】
【化９】

１Ｈ　ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δ　０．８６（ｓ，３Ｈ）、１．００（ｓ，
３Ｈ）、１．１２～１．２０（ｍ，５Ｈ）、１．２８（ｓ，３Ｈ）、１．３２～１．６５
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（ｍ，１４Ｈ）、１．７３（ｓ，３Ｈ）、１．８３～２．０（ｍ，５Ｈ）、２．０７～２
．０９（ｍ，１Ｈ）、２．２３～２．２８（ｍ，２Ｈ）、２．４８（ｂｒ，１Ｈ）、３．
５２～３．５４（ｍ，１Ｈ）、４．６７（ｓ，１Ｈ）、４．７０（ｓ，１Ｈ）、５．３５
（ａｐｐ　ｔ，Ｊ＝２．０Ｈｚ，１Ｈ）。１３Ｃ　ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）
δ　１３．５、１９．３、２０．８、２２．１、２２．２、２２．３、２３．７、２６．
３、３１．２、３１．５、３１．７、３６．４、３７．１、３８．２、４０．０、４２．
２、４２．６、４３．４、４９．９、５６．８、５７．７、７１．６、７５．０、１０９
．８、１２１．５、１４０．７、１４５．７。
【０１７１】
Ｃ．Ｏｘｙ１５及びＯｘｙ１６の合成方法
　プレグネノロンシリルエーテル（化合物４、スキーム１及び２参照）は、テトラヒドロ
フラン（ＴＨＦ）に溶かした４－メチルペンチニルリチウムと反応させることができ、次
に得られたアルコールをリンドラー触媒を使用して還元し、シス及びトランスアルケンの
混合物を得て、分離した。シス異性体は、ｔ－ブチルヒドロペルオキシド及びバナジルア
セトアセテートを使用してエポキシ化し、２種類のエポキシドの混合物（スキーム２で示
した最初のものが主要である）を得た。ヒドロキシエポキシドの水素化物還元は、個々に
ジオールをもたらした。２種類のジオールのシリルエーテルを最終的に除去して、トリオ
ール、Ｏｘｙ１５及びＯｘｙ１６を得た。
【０１７２】
【化１０】

【０１７３】
　前記の説明から、当業者は、本発明の本質的特性を容易に理解することができ、その精
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神及び範囲を逸脱することなく、様々な用途及び条件に適応させ、完全な範囲まで本発明
を利用するため、本発明の変化及び調節を行うことができる。前記の好ましい特定の実施
形態は、例示のためだけのものであって、いかなる方法によっても本発明の範囲を制限し
ない。２００６年２月２７日出願の米国特許仮出願第６０／７７６９９０号、２００５年
５月２２日出願の第６０／８０２７３７号及び２００６年５月３１日出願の第６０／８０
９７３６号を含めた前記及び図面で引用した出願、特許及び出版物全ての開示全体は、全
て本明細書に全体を参照により組み込む。
【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】様々な合成オキシステロールの脂肪生成分化に対する効果を示した図である。
【図２ａ】骨形成オキシステロールがヘッジホッグ（Ｈｈ）経路を活性化することを示し
た図である。対照媒体（Ｃ）、２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール及び２２（Ｓ）－
ヒドロキシコレステロールの１：１の比の組み合わせ５μＭ（ＳＳ）又はソニックヘッジ
ホッグ（Ｓｈｈ）２００ｎｇ／ｍｌで処理したＭ２細胞のｍＲＮＡの定量的リアルタイム
ＰＣＲ（Ｑ－ＲＴ－ＰＣＲ）を、Ｈｈ標的遺伝子Ｇｌｉ－１（ａ）及びＰａｔｃｈｅｄ（
Ｐｔｃｈ）（ｂ）の誘導について分析した。代表的実験のデータを、４回の測定値の平均
±ｓ．ｄ．として記録した（全ての時点でのＧｌｉ－１及びＰｔｃｈについてのＣ対ＳＳ
及びＳｈｈ、ｐ＜０．００５）。（ｃ）Ｍ２細胞におけるＧｌｉ－依存性ルシフェラーゼ
レポーター（Ｇｌｉ－Ｌｕｃ）活性によって測定されたＨｈ経路の活性化。細胞を、シク
ロパミン（Ｃｙｃ）４μＭ又はジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）媒体で２時間前処理し
た後、対照媒体（Ｃ）、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈ　２００ｎｇ／ｍｌで４８時間処理した
（Ｃ対ＳＳ及びＳｈｈ　Ｇｌｉ－Ｌｕｃ並びにＣｙｃの存在下対非存在下それぞれのＳＳ
及びＳｈｈ、ｐ＜０．００２）。（ｄ）それぞれ５μＭで使用した、非骨誘導性オキシス
テロール、７－α－ヒドロキシコレステロール（７－アルファ－ＨＣ）及び７－ケト－ヒ
ドロキシコレステロール（７－ケト－ＨＣ）並びに肝臓Ｘ受容体（ＬＸＲ）アゴニストＴ
Ｏ－９０１３１７（ＴＯ）は、骨誘導性オキシステロールＳＳ　５μＭ及びＳｈｈ　２０
０ｎｇ／ｍｌと並行して、Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーター活性の誘導について評価した。
【図２ｂ】骨形成オキシステロールがヘッジホッグ（Ｈｈ）経路を活性化することを示し
た図である。対照媒体（Ｃ）、２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール及び２２（Ｓ）－
ヒドロキシコレステロールの１：１の比の組み合わせ５μＭ（ＳＳ）又はソニックヘッジ
ホッグ（Ｓｈｈ）２００ｎｇ／ｍｌで処理したＭ２細胞のｍＲＮＡの定量的リアルタイム
ＰＣＲ（Ｑ－ＲＴ－ＰＣＲ）を、Ｈｈ標的遺伝子Ｇｌｉ－１（ａ）及びＰａｔｃｈｅｄ（
Ｐｔｃｈ）（ｂ）の誘導について分析した。代表的実験のデータを、４回の測定値の平均
±ｓ．ｄ．として記録した（全ての時点でのＧｌｉ－１及びＰｔｃｈについてのＣ対ＳＳ
及びＳｈｈ、ｐ＜０．００５）。（ｃ）Ｍ２細胞におけるＧｌｉ－依存性ルシフェラーゼ
レポーター（Ｇｌｉ－Ｌｕｃ）活性によって測定されたＨｈ経路の活性化。細胞を、シク
ロパミン（Ｃｙｃ）４μＭ又はジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）媒体で２時間前処理し
た後、対照媒体（Ｃ）、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈ　２００ｎｇ／ｍｌで４８時間処理した
（Ｃ対ＳＳ及びＳｈｈ　Ｇｌｉ－Ｌｕｃ並びにＣｙｃの存在下対非存在下それぞれのＳＳ
及びＳｈｈ、ｐ＜０．００２）。（ｄ）それぞれ５μＭで使用した、非骨誘導性オキシス
テロール、７－α－ヒドロキシコレステロール（７－アルファ－ＨＣ）及び７－ケト－ヒ
ドロキシコレステロール（７－ケト－ＨＣ）並びに肝臓Ｘ受容体（ＬＸＲ）アゴニストＴ
Ｏ－９０１３１７（ＴＯ）は、骨誘導性オキシステロールＳＳ　５μＭ及びＳｈｈ　２０
０ｎｇ／ｍｌと並行して、Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーター活性の誘導について評価した。
【図２ｃ】骨形成オキシステロールがヘッジホッグ（Ｈｈ）経路を活性化することを示し
た図である。対照媒体（Ｃ）、２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール及び２２（Ｓ）－
ヒドロキシコレステロールの１：１の比の組み合わせ５μＭ（ＳＳ）又はソニックヘッジ
ホッグ（Ｓｈｈ）２００ｎｇ／ｍｌで処理したＭ２細胞のｍＲＮＡの定量的リアルタイム
ＰＣＲ（Ｑ－ＲＴ－ＰＣＲ）を、Ｈｈ標的遺伝子Ｇｌｉ－１（ａ）及びＰａｔｃｈｅｄ（
Ｐｔｃｈ）（ｂ）の誘導について分析した。代表的実験のデータを、４回の測定値の平均



(43) JP 2009-528291 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

±ｓ．ｄ．として記録した（全ての時点でのＧｌｉ－１及びＰｔｃｈについてのＣ対ＳＳ
及びＳｈｈ、ｐ＜０．００５）。（ｃ）Ｍ２細胞におけるＧｌｉ－依存性ルシフェラーゼ
レポーター（Ｇｌｉ－Ｌｕｃ）活性によって測定されたＨｈ経路の活性化。細胞を、シク
ロパミン（Ｃｙｃ）４μＭ又はジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）媒体で２時間前処理し
た後、対照媒体（Ｃ）、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈ　２００ｎｇ／ｍｌで４８時間処理した
（Ｃ対ＳＳ及びＳｈｈ　Ｇｌｉ－Ｌｕｃ並びにＣｙｃの存在下対非存在下それぞれのＳＳ
及びＳｈｈ、ｐ＜０．００２）。（ｄ）それぞれ５μＭで使用した、非骨誘導性オキシス
テロール、７－α－ヒドロキシコレステロール（７－アルファ－ＨＣ）及び７－ケト－ヒ
ドロキシコレステロール（７－ケト－ＨＣ）並びに肝臓Ｘ受容体（ＬＸＲ）アゴニストＴ
Ｏ－９０１３１７（ＴＯ）は、骨誘導性オキシステロールＳＳ　５μＭ及びＳｈｈ　２０
０ｎｇ／ｍｌと並行して、Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーター活性の誘導について評価した。
【図２ｄ】骨形成オキシステロールがヘッジホッグ（Ｈｈ）経路を活性化することを示し
た図である。対照媒体（Ｃ）、２０（Ｓ）－ヒドロキシコレステロール及び２２（Ｓ）－
ヒドロキシコレステロールの１：１の比の組み合わせ５μＭ（ＳＳ）又はソニックヘッジ
ホッグ（Ｓｈｈ）２００ｎｇ／ｍｌで処理したＭ２細胞のｍＲＮＡの定量的リアルタイム
ＰＣＲ（Ｑ－ＲＴ－ＰＣＲ）を、Ｈｈ標的遺伝子Ｇｌｉ－１（ａ）及びＰａｔｃｈｅｄ（
Ｐｔｃｈ）（ｂ）の誘導について分析した。代表的実験のデータを、４回の測定値の平均
±ｓ．ｄ．として記録した（全ての時点でのＧｌｉ－１及びＰｔｃｈについてのＣ対ＳＳ
及びＳｈｈ、ｐ＜０．００５）。（ｃ）Ｍ２細胞におけるＧｌｉ－依存性ルシフェラーゼ
レポーター（Ｇｌｉ－Ｌｕｃ）活性によって測定されたＨｈ経路の活性化。細胞を、シク
ロパミン（Ｃｙｃ）４μＭ又はジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）媒体で２時間前処理し
た後、対照媒体（Ｃ）、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈ　２００ｎｇ／ｍｌで４８時間処理した
（Ｃ対ＳＳ及びＳｈｈ　Ｇｌｉ－Ｌｕｃ並びにＣｙｃの存在下対非存在下それぞれのＳＳ
及びＳｈｈ、ｐ＜０．００２）。（ｄ）それぞれ５μＭで使用した、非骨誘導性オキシス
テロール、７－α－ヒドロキシコレステロール（７－アルファ－ＨＣ）及び７－ケト－ヒ
ドロキシコレステロール（７－ケト－ＨＣ）並びに肝臓Ｘ受容体（ＬＸＲ）アゴニストＴ
Ｏ－９０１３１７（ＴＯ）は、骨誘導性オキシステロールＳＳ　５μＭ及びＳｈｈ　２０
０ｎｇ／ｍｌと並行して、Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーター活性の誘導について評価した。
【図３ａ】ヘッジホッグ経路阻害剤、シクロパミンが、オキシステロール誘導性骨芽細胞
分化を阻害することを示した図である。（ａ）様々な用量のシクロパミン（Ｃｙｃ）又は
ＤＭＳＯ媒体で２時間前処理した後、オキシステロールの組み合わせ、ＳＳで３日間処理
したＭ２細胞におけるアルカリホスファターゼ活性のアッセイ。代表的実験の結果を、４
回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録し、タンパク質濃度について正規化した（全ての
濃度でのＣ対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｓ、ｐ＜０．００１）。（ｂ）対照媒体又はＳＳ
　５μＭで４日間処理し、その後Ｃｙｃ　４μＭ又はＤＭＳＯ媒体で２時間前処理したＭ
２細胞におけるＲｕｎｘ２ＤＮＡ結合活性のＥＭＳＡ分析。移動したバンド（矢印）は既
に、スーパーシフト分析及び競合研究によってＲｕｎｘ２として特徴づけられた。（ｃ）
ノザンブロットによるオステオカルシン（ＯＣＮ）ｍＲＮＡの分析。Ｍ２細胞は、Ｃｙｃ
　４μＭで２時間前処理した後、対照媒体（Ｃ）又はＳＳ　５μＭで８日間処理した。ブ
ロットは、ホスフォイメージングによって定量し、ＯＣＮ発現は、１８Ｓ　ｒＲＮＡレベ
ルに対して正規化した。（ｄ）４５Ｃａ取り込みアッセイを使用して、Ｃｙｃ　４μＭ又
はＤＭＳＯ媒体で２時間前処理し、その後ＳＳ　５μＭで１４日間処理したＭ２細胞にお
ける石灰化を測定した。代表的実験のデータを、４回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記
録し、タンパク質濃度について正規化した（０．５μＭ以上でのＣ対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ
＋Ｃｙｓ、ｐ＜０．００１）。
【図３ｂ】ヘッジホッグ経路阻害剤、シクロパミンが、オキシステロール誘導性骨芽細胞
分化を阻害することを示した図である。（ａ）様々な用量のシクロパミン（Ｃｙｃ）又は
ＤＭＳＯ媒体で２時間前処理した後、オキシステロールの組み合わせ、ＳＳで３日間処理
したＭ２細胞におけるアルカリホスファターゼ活性のアッセイ。代表的実験の結果を、４
回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録し、タンパク質濃度について正規化した（全ての
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濃度でのＣ対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｓ、ｐ＜０．００１）。（ｂ）対照媒体又はＳＳ
　５μＭで４日間処理し、その後Ｃｙｃ　４μＭ又はＤＭＳＯ媒体で２時間前処理したＭ
２細胞におけるＲｕｎｘ２ＤＮＡ結合活性のＥＭＳＡ分析。移動したバンド（矢印）は既
に、スーパーシフト分析及び競合研究によってＲｕｎｘ２として特徴づけられた。（ｃ）
ノザンブロットによるオステオカルシン（ＯＣＮ）ｍＲＮＡの分析。Ｍ２細胞は、Ｃｙｃ
　４μＭで２時間前処理した後、対照媒体（Ｃ）又はＳＳ　５μＭで８日間処理した。ブ
ロットは、ホスフォイメージングによって定量し、ＯＣＮ発現は、１８Ｓ　ｒＲＮＡレベ
ルに対して正規化した。（ｄ）４５Ｃａ取り込みアッセイを使用して、Ｃｙｃ　４μＭ又
はＤＭＳＯ媒体で２時間前処理し、その後ＳＳ　５μＭで１４日間処理したＭ２細胞にお
ける石灰化を測定した。代表的実験のデータを、４回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記
録し、タンパク質濃度について正規化した（０．５μＭ以上でのＣ対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ
＋Ｃｙｓ、ｐ＜０．００１）。
【図３ｃ】ヘッジホッグ経路阻害剤、シクロパミンが、オキシステロール誘導性骨芽細胞
分化を阻害することを示した図である。（ａ）様々な用量のシクロパミン（Ｃｙｃ）又は
ＤＭＳＯ媒体で２時間前処理した後、オキシステロールの組み合わせ、ＳＳで３日間処理
したＭ２細胞におけるアルカリホスファターゼ活性のアッセイ。代表的実験の結果を、４
回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録し、タンパク質濃度について正規化した（全ての
濃度でのＣ対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｓ、ｐ＜０．００１）。（ｂ）対照媒体又はＳＳ
　５μＭで４日間処理し、その後Ｃｙｃ　４μＭ又はＤＭＳＯ媒体で２時間前処理したＭ
２細胞におけるＲｕｎｘ２ＤＮＡ結合活性のＥＭＳＡ分析。移動したバンド（矢印）は既
に、スーパーシフト分析及び競合研究によってＲｕｎｘ２として特徴づけられた。（ｃ）
ノザンブロットによるオステオカルシン（ＯＣＮ）ｍＲＮＡの分析。Ｍ２細胞は、Ｃｙｃ
　４μＭで２時間前処理した後、対照媒体（Ｃ）又はＳＳ　５μＭで８日間処理した。ブ
ロットは、ホスフォイメージングによって定量し、ＯＣＮ発現は、１８Ｓ　ｒＲＮＡレベ
ルに対して正規化した。（ｄ）４５Ｃａ取り込みアッセイを使用して、Ｃｙｃ　４μＭ又
はＤＭＳＯ媒体で２時間前処理し、その後ＳＳ　５μＭで１４日間処理したＭ２細胞にお
ける石灰化を測定した。代表的実験のデータを、４回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記
録し、タンパク質濃度について正規化した（０．５μＭ以上でのＣ対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ
＋Ｃｙｓ、ｐ＜０．００１）。
【図３ｄ】ヘッジホッグ経路阻害剤、シクロパミンが、オキシステロール誘導性骨芽細胞
分化を阻害することを示した図である。（ａ）様々な用量のシクロパミン（Ｃｙｃ）又は
ＤＭＳＯ媒体で２時間前処理した後、オキシステロールの組み合わせ、ＳＳで３日間処理
したＭ２細胞におけるアルカリホスファターゼ活性のアッセイ。代表的実験の結果を、４
回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録し、タンパク質濃度について正規化した（全ての
濃度でのＣ対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｓ、ｐ＜０．００１）。（ｂ）対照媒体又はＳＳ
　５μＭで４日間処理し、その後Ｃｙｃ　４μＭ又はＤＭＳＯ媒体で２時間前処理したＭ
２細胞におけるＲｕｎｘ２ＤＮＡ結合活性のＥＭＳＡ分析。移動したバンド（矢印）は既
に、スーパーシフト分析及び競合研究によってＲｕｎｘ２として特徴づけられた。（ｃ）
ノザンブロットによるオステオカルシン（ＯＣＮ）ｍＲＮＡの分析。Ｍ２細胞は、Ｃｙｃ
　４μＭで２時間前処理した後、対照媒体（Ｃ）又はＳＳ　５μＭで８日間処理した。ブ
ロットは、ホスフォイメージングによって定量し、ＯＣＮ発現は、１８Ｓ　ｒＲＮＡレベ
ルに対して正規化した。（ｄ）４５Ｃａ取り込みアッセイを使用して、Ｃｙｃ　４μＭ又
はＤＭＳＯ媒体で２時間前処理し、その後ＳＳ　５μＭで１４日間処理したＭ２細胞にお
ける石灰化を測定した。代表的実験のデータを、４回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記
録し、タンパク質濃度について正規化した（０．５μＭ以上でのＣ対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ
＋Ｃｙｓ、ｐ＜０．００１）。
【図４】Ｓｈｈ中和抗体のオキシステロール及びＳｈｈ誘導性ＡＬＰ活性に対する効果を
示した図である。Ｍ２細胞は、Ｓｈｈ中和抗体（Ａｂ）５若しくは１０μｇ／ｍｌの非存
在下又は存在下で、対照媒体（Ｃ）、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈ　２００ｎｇ／ｍｌで処理
した。細胞を３日間培養し、抽出物のアルカリホスファターゼ活性を分析した。代表的実
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験のデータを、４回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録し、タンパク質濃度について正
規化した（Ｃ対ＳＳ及びＳＳｈ、ｐ＜０．００５、両方の濃度でのＳｈｈ対Ｓｈｈ＋Ａｂ
、ｐ＜０．００１、両方の濃度でのＳＳ対ＳＳ＋Ａｂ、ｐ＝０．８）。
【図５ａ】マウス胚線維芽細胞におけるヘッジホッグ経路活性化を示した図である。（ａ
）Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞を、シクロパミン（Ｃｙｃ）で予備処理して、及び予備処理し
ないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した。試料は、２日後のアルカリホスファター
ゼ活性について分析した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｃ、ｐ＜０．００１）。（ｂ
）Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーターアッセイによって測定したＣ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞における
オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性化。細胞は、Ｃｙｃ　４μＭで予備処理して、又は
予備処理しないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋
Ｃｙｃ　Ｇｌｉ－ｌｕｃ、Ｐ＜０．００１）。（ｃ）Ｓｍｏ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ
依存性ルシフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＳｍｏｏｔｈｅｎｅｄ（Ｓｍｏ）発現
ベクター存在下で、又は非存在下で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ
過剰発現細胞の調製培地（ＳｈｈＮ－ＣＭ）に対する応答性について評価した（対照対Ｓ
ｈｈＮ－ＣＭ及びＳｍｏ発現ベクターの存在下でのＳＳ、ｐ＜０．００１）。（ｄ）様々
な濃度のＳＳ又は骨形態形成タンパク質７（ＢＭＰ－７）５０ｎｇ／ｍｌで２日間処理し
たＳｍｏ－／－マウス胚線維芽細胞（ＭＥＦ）のアルカリホスファターゼアッセイ（対照
対ＢＭＰ－７、ｐ＜０．００１）。（ｅ）Ｐｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ル
シフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＰｔｃｈ発現ベクター存在下で、又は非存在下
で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ過剰発現細胞の調製培地（Ｓｈｈ
Ｎ－ＣＭ）に対する応答性について分析した（対照対ＳＳ及びＰｔｃｈ発現ベクターの存
在下でのＳｈｈ－ＣＭ、ｐ＜０．００１）。（ｆ）オキシステロール存在下又は非存在下
でのＰｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＣｙｃ滴定アッセイ。処理４８時間後の最大Ｈｈ経路
活性化のパーセントによって示されたように、ＳＳ　５μＭ非存在下又は存在下でのＰｔ
ｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ルシフェラーゼ発現を阻害するためには、同濃度
のシクロパミンが必要である。代表的実験のデータを、３回の試料の平均±ｓ．ｄ．とし
て記録した。（ｇ）ＫＡＡＤ－シクロパミン　２００ｎＭは、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミ
ンがＳｍｏ発現ＨＥＫ２９３Ｓ細胞に結合するのを遮断するが、２０Ｓ若しくは２２Ｓ　
５μＭは、単独でも、又は組み合わせても、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンの結合を抑える
ことはできない。Ｓｍｏ発現の非存在下での細胞性ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンレベルに
よって明示された非特異的結合は、波線によって示す。
【図５ｂ】マウス胚線維芽細胞におけるヘッジホッグ経路活性化を示した図である。（ａ
）Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞を、シクロパミン（Ｃｙｃ）で予備処理して、及び予備処理し
ないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した。試料は、２日後のアルカリホスファター
ゼ活性について分析した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｃ、ｐ＜０．００１）。（ｂ
）Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーターアッセイによって測定したＣ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞における
オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性化。細胞は、Ｃｙｃ　４μＭで予備処理して、又は
予備処理しないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋
Ｃｙｃ　Ｇｌｉ－ｌｕｃ、Ｐ＜０．００１）。（ｃ）Ｓｍｏ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ
依存性ルシフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＳｍｏｏｔｈｅｎｅｄ（Ｓｍｏ）発現
ベクター存在下で、又は非存在下で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ
過剰発現細胞の調製培地（ＳｈｈＮ－ＣＭ）に対する応答性について評価した（対照対Ｓ
ｈｈＮ－ＣＭ及びＳｍｏ発現ベクターの存在下でのＳＳ、ｐ＜０．００１）。（ｄ）様々
な濃度のＳＳ又は骨形態形成タンパク質７（ＢＭＰ－７）５０ｎｇ／ｍｌで２日間処理し
たＳｍｏ－／－マウス胚線維芽細胞（ＭＥＦ）のアルカリホスファターゼアッセイ（対照
対ＢＭＰ－７、ｐ＜０．００１）。（ｅ）Ｐｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ル
シフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＰｔｃｈ発現ベクター存在下で、又は非存在下
で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ過剰発現細胞の調製培地（Ｓｈｈ
Ｎ－ＣＭ）に対する応答性について分析した（対照対ＳＳ及びＰｔｃｈ発現ベクターの存
在下でのＳｈｈ－ＣＭ、ｐ＜０．００１）。（ｆ）オキシステロール存在下又は非存在下
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でのＰｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＣｙｃ滴定アッセイ。処理４８時間後の最大Ｈｈ経路
活性化のパーセントによって示されたように、ＳＳ　５μＭ非存在下又は存在下でのＰｔ
ｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ルシフェラーゼ発現を阻害するためには、同濃度
のシクロパミンが必要である。代表的実験のデータを、３回の試料の平均±ｓ．ｄ．とし
て記録した。（ｇ）ＫＡＡＤ－シクロパミン　２００ｎＭは、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミ
ンがＳｍｏ発現ＨＥＫ２９３Ｓ細胞に結合するのを遮断するが、２０Ｓ若しくは２２Ｓ　
５μＭは、単独でも、又は組み合わせても、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンの結合を抑える
ことはできない。Ｓｍｏ発現の非存在下での細胞性ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンレベルに
よって明示された非特異的結合は、波線によって示す。
【図５ｃ】マウス胚線維芽細胞におけるヘッジホッグ経路活性化を示した図である。（ａ
）Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞を、シクロパミン（Ｃｙｃ）で予備処理して、及び予備処理し
ないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した。試料は、２日後のアルカリホスファター
ゼ活性について分析した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｃ、ｐ＜０．００１）。（ｂ
）Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーターアッセイによって測定したＣ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞における
オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性化。細胞は、Ｃｙｃ　４μＭで予備処理して、又は
予備処理しないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋
Ｃｙｃ　Ｇｌｉ－ｌｕｃ、Ｐ＜０．００１）。（ｃ）Ｓｍｏ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ
依存性ルシフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＳｍｏｏｔｈｅｎｅｄ（Ｓｍｏ）発現
ベクター存在下で、又は非存在下で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ
過剰発現細胞の調製培地（ＳｈｈＮ－ＣＭ）に対する応答性について評価した（対照対Ｓ
ｈｈＮ－ＣＭ及びＳｍｏ発現ベクターの存在下でのＳＳ、ｐ＜０．００１）。（ｄ）様々
な濃度のＳＳ又は骨形態形成タンパク質７（ＢＭＰ－７）５０ｎｇ／ｍｌで２日間処理し
たＳｍｏ－／－マウス胚線維芽細胞（ＭＥＦ）のアルカリホスファターゼアッセイ（対照
対ＢＭＰ－７、ｐ＜０．００１）。（ｅ）Ｐｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ル
シフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＰｔｃｈ発現ベクター存在下で、又は非存在下
で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ過剰発現細胞の調製培地（Ｓｈｈ
Ｎ－ＣＭ）に対する応答性について分析した（対照対ＳＳ及びＰｔｃｈ発現ベクターの存
在下でのＳｈｈ－ＣＭ、ｐ＜０．００１）。（ｆ）オキシステロール存在下又は非存在下
でのＰｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＣｙｃ滴定アッセイ。処理４８時間後の最大Ｈｈ経路
活性化のパーセントによって示されたように、ＳＳ　５μＭ非存在下又は存在下でのＰｔ
ｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ルシフェラーゼ発現を阻害するためには、同濃度
のシクロパミンが必要である。代表的実験のデータを、３回の試料の平均±ｓ．ｄ．とし
て記録した。（ｇ）ＫＡＡＤ－シクロパミン　２００ｎＭは、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミ
ンがＳｍｏ発現ＨＥＫ２９３Ｓ細胞に結合するのを遮断するが、２０Ｓ若しくは２２Ｓ　
５μＭは、単独でも、又は組み合わせても、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンの結合を抑える
ことはできない。Ｓｍｏ発現の非存在下での細胞性ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンレベルに
よって明示された非特異的結合は、波線によって示す。
【図５ｄ】マウス胚線維芽細胞におけるヘッジホッグ経路活性化を示した図である。（ａ
）Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞を、シクロパミン（Ｃｙｃ）で予備処理して、及び予備処理し
ないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した。試料は、２日後のアルカリホスファター
ゼ活性について分析した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｃ、ｐ＜０．００１）。（ｂ
）Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーターアッセイによって測定したＣ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞における
オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性化。細胞は、Ｃｙｃ　４μＭで予備処理して、又は
予備処理しないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋
Ｃｙｃ　Ｇｌｉ－ｌｕｃ、Ｐ＜０．００１）。（ｃ）Ｓｍｏ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ
依存性ルシフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＳｍｏｏｔｈｅｎｅｄ（Ｓｍｏ）発現
ベクター存在下で、又は非存在下で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ
過剰発現細胞の調製培地（ＳｈｈＮ－ＣＭ）に対する応答性について評価した（対照対Ｓ
ｈｈＮ－ＣＭ及びＳｍｏ発現ベクターの存在下でのＳＳ、ｐ＜０．００１）。（ｄ）様々
な濃度のＳＳ又は骨形態形成タンパク質７（ＢＭＰ－７）５０ｎｇ／ｍｌで２日間処理し
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たＳｍｏ－／－マウス胚線維芽細胞（ＭＥＦ）のアルカリホスファターゼアッセイ（対照
対ＢＭＰ－７、ｐ＜０．００１）。（ｅ）Ｐｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ル
シフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＰｔｃｈ発現ベクター存在下で、又は非存在下
で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ過剰発現細胞の調製培地（Ｓｈｈ
Ｎ－ＣＭ）に対する応答性について分析した（対照対ＳＳ及びＰｔｃｈ発現ベクターの存
在下でのＳｈｈ－ＣＭ、ｐ＜０．００１）。（ｆ）オキシステロール存在下又は非存在下
でのＰｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＣｙｃ滴定アッセイ。処理４８時間後の最大Ｈｈ経路
活性化のパーセントによって示されたように、ＳＳ　５μＭ非存在下又は存在下でのＰｔ
ｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ルシフェラーゼ発現を阻害するためには、同濃度
のシクロパミンが必要である。代表的実験のデータを、３回の試料の平均±ｓ．ｄ．とし
て記録した。（ｇ）ＫＡＡＤ－シクロパミン　２００ｎＭは、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミ
ンがＳｍｏ発現ＨＥＫ２９３Ｓ細胞に結合するのを遮断するが、２０Ｓ若しくは２２Ｓ　
５μＭは、単独でも、又は組み合わせても、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンの結合を抑える
ことはできない。Ｓｍｏ発現の非存在下での細胞性ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンレベルに
よって明示された非特異的結合は、波線によって示す。
【図５ｅ】マウス胚線維芽細胞におけるヘッジホッグ経路活性化を示した図である。（ａ
）Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞を、シクロパミン（Ｃｙｃ）で予備処理して、及び予備処理し
ないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した。試料は、２日後のアルカリホスファター
ゼ活性について分析した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｃ、ｐ＜０．００１）。（ｂ
）Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーターアッセイによって測定したＣ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞における
オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性化。細胞は、Ｃｙｃ　４μＭで予備処理して、又は
予備処理しないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋
Ｃｙｃ　Ｇｌｉ－ｌｕｃ、Ｐ＜０．００１）。（ｃ）Ｓｍｏ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ
依存性ルシフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＳｍｏｏｔｈｅｎｅｄ（Ｓｍｏ）発現
ベクター存在下で、又は非存在下で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ
過剰発現細胞の調製培地（ＳｈｈＮ－ＣＭ）に対する応答性について評価した（対照対Ｓ
ｈｈＮ－ＣＭ及びＳｍｏ発現ベクターの存在下でのＳＳ、ｐ＜０．００１）。（ｄ）様々
な濃度のＳＳ又は骨形態形成タンパク質７（ＢＭＰ－７）５０ｎｇ／ｍｌで２日間処理し
たＳｍｏ－／－マウス胚線維芽細胞（ＭＥＦ）のアルカリホスファターゼアッセイ（対照
対ＢＭＰ－７、ｐ＜０．００１）。（ｅ）Ｐｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ル
シフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＰｔｃｈ発現ベクター存在下で、又は非存在下
で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ過剰発現細胞の調製培地（Ｓｈｈ
Ｎ－ＣＭ）に対する応答性について分析した（対照対ＳＳ及びＰｔｃｈ発現ベクターの存
在下でのＳｈｈ－ＣＭ、ｐ＜０．００１）。（ｆ）オキシステロール存在下又は非存在下
でのＰｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＣｙｃ滴定アッセイ。処理４８時間後の最大Ｈｈ経路
活性化のパーセントによって示されたように、ＳＳ　５μＭ非存在下又は存在下でのＰｔ
ｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ルシフェラーゼ発現を阻害するためには、同濃度
のシクロパミンが必要である。代表的実験のデータを、３回の試料の平均±ｓ．ｄ．とし
て記録した。（ｇ）ＫＡＡＤ－シクロパミン　２００ｎＭは、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミ
ンがＳｍｏ発現ＨＥＫ２９３Ｓ細胞に結合するのを遮断するが、２０Ｓ若しくは２２Ｓ　
５μＭは、単独でも、又は組み合わせても、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンの結合を抑える
ことはできない。Ｓｍｏ発現の非存在下での細胞性ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンレベルに
よって明示された非特異的結合は、波線によって示す。
【図５ｆ】マウス胚線維芽細胞におけるヘッジホッグ経路活性化を示した図である。（ａ
）Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞を、シクロパミン（Ｃｙｃ）で予備処理して、及び予備処理し
ないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した。試料は、２日後のアルカリホスファター
ゼ活性について分析した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｃ、ｐ＜０．００１）。（ｂ
）Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーターアッセイによって測定したＣ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞における
オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性化。細胞は、Ｃｙｃ　４μＭで予備処理して、又は
予備処理しないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋
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Ｃｙｃ　Ｇｌｉ－ｌｕｃ、Ｐ＜０．００１）。（ｃ）Ｓｍｏ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ
依存性ルシフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＳｍｏｏｔｈｅｎｅｄ（Ｓｍｏ）発現
ベクター存在下で、又は非存在下で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ
過剰発現細胞の調製培地（ＳｈｈＮ－ＣＭ）に対する応答性について評価した（対照対Ｓ
ｈｈＮ－ＣＭ及びＳｍｏ発現ベクターの存在下でのＳＳ、ｐ＜０．００１）。（ｄ）様々
な濃度のＳＳ又は骨形態形成タンパク質７（ＢＭＰ－７）５０ｎｇ／ｍｌで２日間処理し
たＳｍｏ－／－マウス胚線維芽細胞（ＭＥＦ）のアルカリホスファターゼアッセイ（対照
対ＢＭＰ－７、ｐ＜０．００１）。（ｅ）Ｐｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ル
シフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＰｔｃｈ発現ベクター存在下で、又は非存在下
で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ過剰発現細胞の調製培地（Ｓｈｈ
Ｎ－ＣＭ）に対する応答性について分析した（対照対ＳＳ及びＰｔｃｈ発現ベクターの存
在下でのＳｈｈ－ＣＭ、ｐ＜０．００１）。（ｆ）オキシステロール存在下又は非存在下
でのＰｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＣｙｃ滴定アッセイ。処理４８時間後の最大Ｈｈ経路
活性化のパーセントによって示されたように、ＳＳ　５μＭ非存在下又は存在下でのＰｔ
ｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ルシフェラーゼ発現を阻害するためには、同濃度
のシクロパミンが必要である。代表的実験のデータを、３回の試料の平均±ｓ．ｄ．とし
て記録した。（ｇ）ＫＡＡＤ－シクロパミン　２００ｎＭは、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミ
ンがＳｍｏ発現ＨＥＫ２９３Ｓ細胞に結合するのを遮断するが、２０Ｓ若しくは２２Ｓ　
５μＭは、単独でも、又は組み合わせても、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンの結合を抑える
ことはできない。Ｓｍｏ発現の非存在下での細胞性ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンレベルに
よって明示された非特異的結合は、波線によって示す。
【図５ｇ】マウス胚線維芽細胞におけるヘッジホッグ経路活性化を示した図である。（ａ
）Ｃ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞を、シクロパミン（Ｃｙｃ）で予備処理して、及び予備処理し
ないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した。試料は、２日後のアルカリホスファター
ゼ活性について分析した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋Ｃｙｃ、ｐ＜０．００１）。（ｂ
）Ｇｌｉ－ｌｕｃレポーターアッセイによって測定したＣ３Ｈ１０Ｔ１／２細胞における
オキシステロール誘導性Ｈｈ経路活性化。細胞は、Ｃｙｃ　４μＭで予備処理して、又は
予備処理しないで、対照媒体又はＳＳ　５μＭで処理した（対照対ＳＳ及びＳＳ対ＳＳ＋
Ｃｙｃ　Ｇｌｉ－ｌｕｃ、Ｐ＜０．００１）。（ｃ）Ｓｍｏ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ
依存性ルシフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＳｍｏｏｔｈｅｎｅｄ（Ｓｍｏ）発現
ベクター存在下で、又は非存在下で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ
過剰発現細胞の調製培地（ＳｈｈＮ－ＣＭ）に対する応答性について評価した（対照対Ｓ
ｈｈＮ－ＣＭ及びＳｍｏ発現ベクターの存在下でのＳＳ、ｐ＜０．００１）。（ｄ）様々
な濃度のＳＳ又は骨形態形成タンパク質７（ＢＭＰ－７）５０ｎｇ／ｍｌで２日間処理し
たＳｍｏ－／－マウス胚線維芽細胞（ＭＥＦ）のアルカリホスファターゼアッセイ（対照
対ＢＭＰ－７、ｐ＜０．００１）。（ｅ）Ｐｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ル
シフェラーゼレポーターアッセイ。細胞をＰｔｃｈ発現ベクター存在下で、又は非存在下
で形質移入して、対照媒体、ＳＳ　５μＭ又はＳｈｈＮ過剰発現細胞の調製培地（Ｓｈｈ
Ｎ－ＣＭ）に対する応答性について分析した（対照対ＳＳ及びＰｔｃｈ発現ベクターの存
在下でのＳｈｈ－ＣＭ、ｐ＜０．００１）。（ｆ）オキシステロール存在下又は非存在下
でのＰｔｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＣｙｃ滴定アッセイ。処理４８時間後の最大Ｈｈ経路
活性化のパーセントによって示されたように、ＳＳ　５μＭ非存在下又は存在下でのＰｔ
ｃｈ－／－ＭＥＦにおけるＧｌｉ依存性ルシフェラーゼ発現を阻害するためには、同濃度
のシクロパミンが必要である。代表的実験のデータを、３回の試料の平均±ｓ．ｄ．とし
て記録した。（ｇ）ＫＡＡＤ－シクロパミン　２００ｎＭは、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミ
ンがＳｍｏ発現ＨＥＫ２９３Ｓ細胞に結合するのを遮断するが、２０Ｓ若しくは２２Ｓ　
５μＭは、単独でも、又は組み合わせても、ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンの結合を抑える
ことはできない。Ｓｍｏ発現の非存在下での細胞性ＢＯＤＩＰＹ－シクロパミンレベルに
よって明示された非特異的結合は、波線によって示す。
【図６ａ】ヘッジホッグ標的遺伝子のオキシステロール誘導性発現に対するタンパク質キ
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ナーゼＣ阻害の効果を示した図である。（ａ、ｂ）Ｍ２細胞は、対照媒体又は指示した濃
度（μＭ）のロトレリン（Ｒｏｔ）で２時間予備処理した。次に、オキシステロールと組
み合わせたＳＳ又は対照媒体（Ｃ）を添加し、２４時間処理した後、ＲＮＡを単離して、
Ｇｌｉ－１（ａ）及びＰｔｃｈ（ｂ）発現についてＱ－ＲＴ－ＰＣＲによって分析した。
代表的実験のデータを、３回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録した（ｐ＜０．０１で
あるＳＳ対ＳＳ＋Ｒｏｔ１Ｇｌｉ１の発現以外、Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ両方の発現につ
いてＣ対ＳＳ及び全Ｒｏｔ濃度でのＳＳ対ＳＳ＋Ｒｏｔ、ｐ＜０．００１）。Ｒｏｔは試
験した濃度全てにおいて単独では遺伝子発現に有意な影響を及ぼさなかった（データは示
さず）。（ｃ、ｄ）Ｍ２細胞は、ＰＭＡ　１μＭ又は対照媒体で一晩予備処理し、次いで
ＳＳ又は対照媒体（Ｃ）を添加した。処理２４時間後、Ｇｌｉ－１（ｃ）及びＰｔｃｈ（
ｄ）ｍＲＮＡ発現をＱ－ＲＴ－ＰＣＲによって分析した。代表的実験のデータを、３回の
測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録した（Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ両方の発現について、
Ｃ対ＳＳ及びＳＳ対ＰＭＡ＋ＳＳ、ｐ＜０．００１）。
【図６ｂ】ヘッジホッグ標的遺伝子のオキシステロール誘導性発現に対するタンパク質キ
ナーゼＣ阻害の効果を示した図である。（ａ、ｂ）Ｍ２細胞は、対照媒体又は指示した濃
度（μＭ）のロトレリン（Ｒｏｔ）で２時間予備処理した。次に、オキシステロールと組
み合わせたＳＳ又は対照媒体（Ｃ）を添加し、２４時間処理した後、ＲＮＡを単離して、
Ｇｌｉ－１（ａ）及びＰｔｃｈ（ｂ）発現についてＱ－ＲＴ－ＰＣＲによって分析した。
代表的実験のデータを、３回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録した（ｐ＜０．０１で
あるＳＳ対ＳＳ＋Ｒｏｔ１Ｇｌｉ１の発現以外、Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ両方の発現につ
いてＣ対ＳＳ及び全Ｒｏｔ濃度でのＳＳ対ＳＳ＋Ｒｏｔ、ｐ＜０．００１）。Ｒｏｔは試
験した濃度全てにおいて単独では遺伝子発現に有意な影響を及ぼさなかった（データは示
さず）。（ｃ、ｄ）Ｍ２細胞は、ＰＭＡ　１μＭ又は対照媒体で一晩予備処理し、次いで
ＳＳ又は対照媒体（Ｃ）を添加した。処理２４時間後、Ｇｌｉ－１（ｃ）及びＰｔｃｈ（
ｄ）ｍＲＮＡ発現をＱ－ＲＴ－ＰＣＲによって分析した。代表的実験のデータを、３回の
測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録した（Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ両方の発現について、
Ｃ対ＳＳ及びＳＳ対ＰＭＡ＋ＳＳ、ｐ＜０．００１）。
【図６ｃ】ヘッジホッグ標的遺伝子のオキシステロール誘導性発現に対するタンパク質キ
ナーゼＣ阻害の効果を示した図である。（ａ、ｂ）Ｍ２細胞は、対照媒体又は指示した濃
度（μＭ）のロトレリン（Ｒｏｔ）で２時間予備処理した。次に、オキシステロールと組
み合わせたＳＳ又は対照媒体（Ｃ）を添加し、２４時間処理した後、ＲＮＡを単離して、
Ｇｌｉ－１（ａ）及びＰｔｃｈ（ｂ）発現についてＱ－ＲＴ－ＰＣＲによって分析した。
代表的実験のデータを、３回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録した（ｐ＜０．０１で
あるＳＳ対ＳＳ＋Ｒｏｔ１Ｇｌｉ１の発現以外、Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ両方の発現につ
いてＣ対ＳＳ及び全Ｒｏｔ濃度でのＳＳ対ＳＳ＋Ｒｏｔ、ｐ＜０．００１）。Ｒｏｔは試
験した濃度全てにおいて単独では遺伝子発現に有意な影響を及ぼさなかった（データは示
さず）。（ｃ、ｄ）Ｍ２細胞は、ＰＭＡ　１μＭ又は対照媒体で一晩予備処理し、次いで
ＳＳ又は対照媒体（Ｃ）を添加した。処理２４時間後、Ｇｌｉ－１（ｃ）及びＰｔｃｈ（
ｄ）ｍＲＮＡ発現をＱ－ＲＴ－ＰＣＲによって分析した。代表的実験のデータを、３回の
測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録した（Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ両方の発現について、
Ｃ対ＳＳ及びＳＳ対ＰＭＡ＋ＳＳ、ｐ＜０．００１）。
【図６ｄ】ヘッジホッグ標的遺伝子のオキシステロール誘導性発現に対するタンパク質キ
ナーゼＣ阻害の効果を示した図である。（ａ、ｂ）Ｍ２細胞は、対照媒体又は指示した濃
度（μＭ）のロトレリン（Ｒｏｔ）で２時間予備処理した。次に、オキシステロールと組
み合わせたＳＳ又は対照媒体（Ｃ）を添加し、２４時間処理した後、ＲＮＡを単離して、
Ｇｌｉ－１（ａ）及びＰｔｃｈ（ｂ）発現についてＱ－ＲＴ－ＰＣＲによって分析した。
代表的実験のデータを、３回の測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録した（ｐ＜０．０１で
あるＳＳ対ＳＳ＋Ｒｏｔ１Ｇｌｉ１の発現以外、Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ両方の発現につ
いてＣ対ＳＳ及び全Ｒｏｔ濃度でのＳＳ対ＳＳ＋Ｒｏｔ、ｐ＜０．００１）。Ｒｏｔは試
験した濃度全てにおいて単独では遺伝子発現に有意な影響を及ぼさなかった（データは示
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さず）。（ｃ、ｄ）Ｍ２細胞は、ＰＭＡ　１μＭ又は対照媒体で一晩予備処理し、次いで
ＳＳ又は対照媒体（Ｃ）を添加した。処理２４時間後、Ｇｌｉ－１（ｃ）及びＰｔｃｈ（
ｄ）ｍＲＮＡ発現をＱ－ＲＴ－ＰＣＲによって分析した。代表的実験のデータを、３回の
測定値の平均±ｓ．ｄ．として記録した（Ｇｌｉ－１及びＰｔｃｈ両方の発現について、
Ｃ対ＳＳ及びＳＳ対ＰＭＡ＋ＳＳ、ｐ＜０．００１）。
【図７】ラット大腿骨骨膜モデルにおいて、Ｏｘｙ１３で２週間処理（ポンプ投与）した
ラットの骨形成点数を図式的に示した図である。
【図８】ラット大腿骨骨膜モデルにおいて、Ｏｘｙ１３で４週間処理（ポンプ投与）した
ラットの骨形成点数を図式的に示した図である。
【図９ａ】本発明によるいくつかのオキシステロールの構造を表した図である。
【図９ｂ】本発明によるいくつかのオキシステロールの構造を表した図である。
【図１０ａ】Ｍ２－１０Ｂ４（Ｍ２）骨髄間質細胞におけるＧｌｉレポーター活性に対す
るＯＸＹ１～ＯＸＹ１１の効果を示した図である。
【図１０ｂ】Ｍ２－１０Ｂ４（Ｍ２）骨髄間質細胞におけるＧｌｉレポーター活性に対す
るＯＸＹ１～ＯＸＹ１１の効果を示した図である。
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【図２ｂ】
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