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【緒言】 

Transient receptor potential vanilloid 4(TRPV4)は Ca2+細胞内取り込みに関連するイオ

ンチャネルであり、軟骨細胞への機械的ストレス負荷を Ca2+シグナリングを介して細

胞内伝達を行う際に重要な役割を果たしている。一方、変形性関節症(OA)の進行にお

ける TRPV4 の役割については不明点が多く、現時点では in vitro および in vivo におい

て軟骨保護作用と軟骨破壊作用の両方が報告されている。 

我々は過去に TRPV4 活性化が軟骨細胞での AGC や SOX9 の発現亢進を来すことを

報告したが、その機序は不明だった。近年、慢性疾患において Ca2+細胞内取り込みが

カルモジュリンキナーゼキナーゼ(CaMKK)活性化を介して AMPK 活性化を生じるこ

とが報告されている。我々はまた、軟骨細胞において AMPK 活性化が IL-1β による炎

症反応を抑制することも報告しており、軟骨細胞においても Ca2+シグナリングを介し

た CaMKK 活性化および AMPK 活性化を介した抗炎症作用や軟骨保護作用があるので

はないかと仮定した。 

この検討では、ウシ軟骨細胞(BAC)およびヒト軟骨細胞(HAC)を用いて、TRPV4 活

性化によって生じる抗炎症作用および抗軟骨破壊作用の可能性を調べた。また、その

経路の探索を行った。我々の研究は、OA 治療のための新規ターゲット開発に有用で

あると考えている。 

 

【対象及び方法】 

BAC および HAC に対して、IL-1β により炎症反応を惹起した。TRPV4 アゴニスト

である GSK101 を用いて TRPV4 活性化を誘発した。経路の探索のために CaMKK 阻害

剤である STO-609(5µM)および AMPK 阻害剤である Compound C(25µM)を用いた。適

切な軟骨保護作用を示す TRPV4 活性化の程度の探索のため、BAC および HAC におい

て、GSK101 に対する MTS assay を行った。また、BAC においては、IL-1β と GSK101

とで共培養した際の MMP-13、AGC、SOX9 発現変化における GSK101 の濃度依存性

も評価した。TRPV4 活性化を介した軟骨保護作用は、BAC における MMP-13、AGC、

SOX9 の発現変化の PCR、および HAC における MMP-13 の発現変化の PCR および

Western blot analysis にて評価した。BAC における AMPK 活性および NF-κB 活性の変

化を Western blot analysis にて評価した。 

ウシ軟骨切片を IL-1β および GSK101 の存在下で培養し、3 日目のメディウムを用

いて dimethylmethylene blue(DMMB)assay を、7 日目の軟骨切片を用いて Safranin O/Fast 

Green 染色をそれぞれ行い、軟骨に含まれるプロテオグリカンの分解の変化を評価し

た。 

 

【結果】 

BAC および HAC において GSK101 に対する MTS assay を行うと、1000pM までは

細胞毒性を生じなかった一方で、10000pM では細胞毒性を生じた(図 1a)。BAC にお

ける IL-1β と GSK101 による共培養では、IL-1β によって惹起された MMP-13 の上昇
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と AGC および SOX9 の低下が、GSK101 併用下では濃度依存的に抑制されていた(図

1b)。これらから、GSK101 は 1000pM において最も抗炎症作用を示すことが予想され

たため、以下の実験における TRPV4 活性化のためには 1000pM の GSK101 を用いるこ

ととした。 

次に、GSK101 の抗炎症作用を示すため、HAC に対して IL-1β と GSK101 による共

培養を行い、MMP-13 の発現変化を PCR と Western blot analysis にて評価したところ、

いずれにおいても IL-1β によって発現亢進した MMP-13 は、GSK101 併存下において

発現低下していた(図 2a-b)。さらに、ウシ軟骨切片に対して IL-1β と GSK101 による

共培養を行い、軟骨中プロテオグリカンの分解を評価したところ、DMMB assay では

IL-1β によって上昇したメディウム中のプロテオグリカン濃度が GSK101 併存下にお

いては低下し、Safranin O/Fast Green 染色では IL-1β によって低下したプロテオグリカ

ン染色性が GSK101 併存下においては回復していた(図 2c-d)。これらから、TRPV4 活

性化は IL-1β が惹起する軟骨破壊作用を抑制すると考えられた。 

GSK101 の作用の細胞内シグナル伝達経路を探索するため、BAC に対して STO-609

もしくは Compound C による前処置をした上で、IL-1β と GSK101 による共培養を行

い、AMPK 活性化および NF-κB 活性化の変化を評価したところ、IL-1β によって NF-

κB は活性化する一方、GSK101 単独でも AMPK 活性化が生じていた。IL-1β と GSK101

の併存下では、AMPK 活性化が生じるとともに NF-κB の活性化が抑制されていた。

STO-609 および Compound C での前処置を行うと、それぞれ IL-1β と GSK101 の併存

下においても、AMPK 活性化は抑制され、NF-κB の活性化が生じていた(図 3a-b)。こ

れらから、TRPV4 活性化は CaMKK 活性化および AMPK 活性化を介して NF-κB 活性

化阻害をすることで軟骨保護作用を示していると考えられた。 

最後に、TRPV4 活性化を介した CaMKK 活性化が軟骨保護作用を示すことを証明す

るため、BAC および HAC に対して STO-609 による前処置をした上で、IL-1β と GSK101

による共培養を行ったところ、BAC において IL-1β によって惹起された軟骨破壊性変

化は、IL-1β と GSK101 の併存下において抑制されたが、STO-609 前処置を行うと

GSK101 による軟骨破壊抑制作用がキャンセルされていた(図 4a)。HAC においても、

IL-1β によって惹起された MMP-13 発現亢進は IL-1β と GSK101 の併存下において抑

制されたが、STO-609 前処置を行うと GSK101 による MMP-13 発現抑制作用がキャン

セルされていた(図 4b-c)。 

 

【考察】 

軟骨細胞における機械的ストレス負荷が抗炎症作用を示すことの報告や AMPK 活

性化を介した抗炎症作用の報告、腫瘍や糖尿病など慢性炎症性疾患における

Ca2+/CaMKK/AMPK 経路を介した NF-κB 活性化抑制作用についての報告などが存在す

る一方、軟骨細胞における TRPV4/CaMKK/AMPK 経路を介した NF-κB 活性化抑制作

用および軟骨保護作用の報告は本研究が初である。 

TRPV4 の in vitro における軟骨細胞に対する影響は、ADAM10 などの発現亢進など
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軟骨破壊作用を示すとする報告と、COL2 発現亢進や ADAMTS5 発現抑制など軟骨保

護作用を示すとする報告との両方がなされている。TRPV4 の in vivo における影響も

また、TRPV4 ノックアウトマウスにて OA が進行するとする報告と、OA が抑制され

るとする報告との両方がなされている。本研究では、適切な濃度の GSK101 が軟骨保

護作用を示した一方、一定以上の濃度の GSK101 を用いると細胞毒性が生じ、TRPV4

活性化には適切な程度があると考えられた。 

AMPK 活性化がなぜ NF-κB 活性化抑制作用を持つのかはまだ不明点が多い。軟骨細

胞に対する過去の報告において、AMPK 活性化を介して SIRT1、PGC-1α、FOXO3a な

どの因子が活性化し、抗炎症作用を示すとするものがある。我々は近年、軟骨細胞の

糖代謝と炎症性変化との関連に注目しており、IL-1β によって亢進した嫌気性解糖系

が AMPK 活性化により好気性解糖系にシフトすることを報告した。これらの経路が今

後の OA 治療ターゲットとなっていく可能性がある。 

 

【結論】 

TRPV4 活性化は、CaMKK 活性化および AMPK 活性化を介して NF-κB 活性化を抑

制することで、IL-1β が惹起する軟骨細胞の MMP-13 発現上昇や AGC および SOX9 の

発現低下などの炎症反応、および軟骨破壊を抑制した。TRPV4/CaMKK/AMPK 経路は、

IL-1β による関節軟骨破壊や OA の進行に対して重要な役割を果たしていると考えら

れた。AMPK 活性化による NF-κB 活性化抑制のメカニズムはまだ不明だが、AMPK と

関連する SIRT1、PGC-1α、FOXO3a などのシグナル伝達経路が軟骨細胞の NF-κB 活性

化を抑制することで、IL-1β が惹起するの炎症反応を抑制することが報告されており、

TRPV4 活性化を生じる薬剤は、OA の進行を防ぐための有望な治療法になることが期

待された。 

- 3 -




