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【緒言】 

 変形性関節症(OA)は代表的な関節の変性疾患であり、関節軟骨のみならず軟骨下骨

にも影響を与え、軟骨下骨の硬化性変化は OA 進行の指標とされている。実験的 OA

モデルでは、軟骨下骨の骨硬化は関節軟骨の変性に先行すること、また軟骨の変性は

軟骨下骨の骨硬化が生じている場所で特に進行することが報告されており、軟骨下骨

の骨硬化は OA の発症および進行と密接に関与している。 

 軟骨無形成症(Achondroplasia; ACH)は四肢短縮型低身長症の原因として最も一般

的な骨系統疾患である。ACH は fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3)の恒常

的活性化が原因である。FGFR3 は成長期の成長軟骨板において増殖層および前肥大

層に多く発現し、軟骨細胞の増殖および最終分化を抑制して内軟骨性骨化の negative 

regulator として作用する。また、FGFR3 は成人期の関節軟骨細胞にも多く発現し、

関節軟骨の恒常性維持に寄与することが知られている。過去の報告では、FGFR3 欠損

マウスでは若年から関節軟骨の変性を生じ OA が進行すること、反対に軟骨細胞特異

的に FGFR3 を活性化させたマウスでは外科的 OA 誘発手術後に関節軟骨の変性が抑

制されることが示されている。しかし、FGFR3 が OA に伴う軟骨下骨の硬化性変化

に与える影響については明らかにされていない。 

 本研究の目的は FGFR3 の恒常的活性化を示す軟骨無形成症モデルマウス(Fgfr3ach)

を用い、FGFR3 が OA の進行に伴う関節軟骨および軟骨下骨の変化に与える影響を、

特に軟骨下骨の形態学的変化に焦点を当てて評価することである。 

 

【対象および方法】 

 全ての実験でヘテロ Fgfr3ach 導入遺伝子を有する雄マウスを使用した。Fgfr3ach マ

ウスは Col2a1 プロモーターを使用して成長軟骨板で FGFR3 の恒常的活性化を示す

ACH モデルマウスである。自然経過に伴う OA モデル(aging モデル)および外科的 OA

モデル(destabilization of the medial meniscus; DMM モデル)を用い、wild-type(WT)

マウスと Fgfr3ach マウスにおける OA の進行に伴う膝関節の関節軟骨および軟骨下骨

の変化を組織学的、形態学的に比較検討した。aging モデルでは生後 18 週齢および

12 ヶ月齢の異なる二つの年齢群で各マウスの膝関節を摘出し評価を行った。DMM モ

デルでは生後 10 週齢で各マウスの右膝に DMM 手術、左膝に sham 手術を行い、術

後 4 週および 8 週で評価した。DMM 手術では内側半月脛骨靭帯を切離し、内側半月

板を不安定化させることにより外科的に OA を誘発した。関節軟骨の組織学的評価に

は Osteoarthritis Research Society International (OARSI)スコアを用いた。骨形態

学的評価では脛骨近位骨端内側部の軟骨下骨板の厚み(Sb.Th med)、脛骨近位骨端内

側および骨幹端部の海綿骨骨密度(BMD)、海綿骨量(BV/TV)、海綿骨梁の厚み(Tb.Th)

をマイクロ CT で定量評価した。統計学的手法には Student’s t-test を用い、p < 0.05

を有意差ありとした。 

 

【結果】 

- 1 -



aging モデルにおいて WT マウスでは 18 週齢と比較して 12 ヶ月齢で Sb.Th med

が有意に増加していたが、OARSI スコアに有意な変化を認めなかった(図 1A-D)。一

方、Fgfr3ach マウスでは 18 週齢と 12 ヶ月齢で Sb.Th med、OARSI スコアは共に変

化を認めなかった(図 1E,F)。生後 18週齢では骨端部および骨幹端部の BMD、BV/TV、

Tb.Th は WT マウスと比較して Fgfr3ach マウスで有意に低かった (図 2A,B)。生後 18

週齢と比較して、生後 12 ヶ月齢において WT マウスでは骨端部の Tb.Th が増加した

が、Fgfr3ach マウスでは変化がなかった(図 2A)。骨端幹部では WT マウス、Fgfr3ach

マウスとも加齢に伴い BMD と BV/TV は低下、Tb.Th は増加したが、12 ヶ月齢で両

マウス間の差は収束した(図 2B)。DMM モデルでは術後 4 週、8 週で Fgfr3ach マウス

の膝関節内側部における OARSI スコアは WT マウスより有意に低かった (図 3)。

DMM 手術後の WT マウスの Sb.Th med は Fgfr3ach マウスと比較して有意に増加し

た (図 4A-C)。骨端部の BMD、BV/TV、Tb. Th は WT マウスで DMM 手術により増

加したが、Fgfr3ach マウスでは変化を認めなかった(図 4D)。これらのパラメーターは、

骨幹端部では WT マウス、Fgfr3ach マウスとも DMM 手術により変化しなかった(図

4E)。 

 

【考察】 

二つの OA モデルを用い、FGFR3 の恒常的活性化は OA に伴う軟骨下骨の骨硬化

およびそれに引き続く軟骨変性を抑制することが示された。本研究結果から関節軟骨

における FGFR3 シグナルの過剰発現は、軟骨下骨の骨硬化を阻害することにより OA

の進行を抑制する可能性が示唆された。本研究の組織学的および骨形態学的な評価で

は Fgfr3ach マウスにおいて軟骨下骨の骨硬化が抑制された分子的メカニズムが明らか

にされていないが、以下に示すメカニズムにより骨硬化が抑制された可能性が推測さ

れる。 

 軟骨下骨の骨硬化は骨端部の骨代謝と関与している。過去の報告では OA の進行に

伴い骨代謝は低下すること、特に骨吸収が骨形成よりも低下することで相対的に骨形

成が優位となり骨硬化を生じることが示唆されている。また、FGFR3 の恒常的活性化

を示す Fgfr3G369C/+マウスでは骨芽細胞と破骨細胞がともに活性化され、高回転型の

骨代謝により骨幹端部の海綿骨量が低下することが報告されている。本研究において

Fgfr3ach マウスでは骨幹端と同様に骨端でも骨量が低下していた。Fgfr3ach マウスで

は高回転型の骨代謝により骨吸収が低下することなく維持され、軟骨下骨の骨硬化が

抑制された可能性がある。 

  OA の進行に伴い石灰化軟骨と非石灰化軟骨の境界である tidemark で内軟骨性骨

化が生じることが広く知られている。tidemark における内軟骨性骨化を介した石灰

化軟骨の増生は軟骨下骨の骨硬化に寄与すると考えられている。過去の報告では

Indian hedgehog (IHH)シグナルの過剰発現マウスでは関節軟骨細胞の肥大分化が誘

発され早期に OA を生じること、一方で FGFR3 の活性化により関節軟骨で IHH シグ

ナルが抑制されることが示されている。それゆえ、FGFR3 シグナルの活性化により
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IHH シグナルが阻害され、tidemark における内軟骨性骨化が抑制される可能性も考

えられる。 

  

【結論】 

FGFR3 シグナルの活性化は OA の進行に対して関節軟骨の恒常性維持に働くこと

が示された。Fgfr3ach マウスでは軟骨下骨の骨硬化が抑制され、それに引き続く関節

軟骨の変性も抑制されていた。関節軟骨における FGFR3 シグナルの活性化は OA の

治療ターゲットとなりうる。 

 

- 3 -




