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緒  言 

 

 骨は，ほとんどがミネラル基質から成っているが，血行を持ち，骨芽細胞，骨細

胞や破骨細胞が存在し，リモデリングにより常に新陳代謝をおこなっている器官で

ある。骨がダイナミックに反応するのは，それが損傷を受けた時，即ち骨折治癒過

程においてである 1）。骨折治癒は損傷した骨組織が機械的負荷に耐えうる強度を回

復するための生理反応であり，また，体内の多くの器官が損傷後瘢痕治癒するのに

対し，骨は本来の構造と形を回復する器官である 2）。骨折治癒過程は，炎症期，細

胞増殖期，仮骨形成期，リモデリング期からなり，それぞれの時期が移行的に重な

り合う 3）。炎症期では，組織損傷に伴う血腫を形成し，未分化間葉系細胞の動員や
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炎症性マクロファージによる細胞の相互作用などの複雑な現象が生じる 4）。その後，

細胞増殖期では骨髄中の増殖因子やサイトカインが惹起され，骨折部におけるさま

ざまな細胞の増殖，分化が制御され，骨折修復に必要な軟骨細胞や骨芽細胞への分

化誘導が起きる。仮骨形成期で形成される肥大軟骨は，後に吸収され線維骨に置換

される。リモデリング期では，骨芽細胞および破骨細胞により未熟な仮骨が成熟し

た層板骨に置換され徐々に元と同様の構造に復元される 5-7）。このように骨折治癒

過程では，各段階におけるさまざまな細胞，因子により一連の生物学的反応が行な

われており，その詳細な分子メカニズムを理解することが安定した骨折治療法の確

立に重要であると考えられる。 

 ヘッジホッグファミリーメンバー（Sonic，Indian，Desert hedghog）の一つであ

るSonic hedgehog（SHH）は分子量45kDaのタンパク質で，脊索，神経管底板，肢芽

後方部の極性化領域，歯胚，腸管，肺などに発現し8），多くの組織，器官の形成過

程でモルフォゲンとして働いている。SHHノックアウトマウスでは神経系の異常の

他に，四肢の自脚の欠損，肋骨の部分欠損など骨格異常を呈することが報告されて

いるため9），骨形成過程でSHHが重要な役割を担っていることが示唆される。事実，

ヘッジホッグシグナルは，骨折の治癒過程と，骨の維持に関与することが報告され

10,11），骨折初期におけるヘッジホッグシグナルの上昇10），若年マウスの一過的なヘ

ッジホッグシグナル抑制は重度の骨格形成障害を引き起こすことが明らかとされ

ている11）。これまでヘッジホッグシグナルは骨芽細胞前駆細胞や，骨芽細胞に直接

的に作用し，骨芽細胞分化を促進させることが報告された12）。また，SHHは，骨髄

間質細胞と破骨細胞との共存培養系で，破骨細胞分化を促進することが明らかとな

っている13）。 
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 Focal adhesion kinase (FAK)は125kDの非受容体型チロシンキナーゼで，インテグ

リンの集積する細胞接着斑(focal adhesion)に存在する14，15）。FAKは細胞と細胞外マ

トリックスとの接着部分において他のタンパクのアダプターとして機能するため

細胞接着斑という足場形成に寄与し，細胞接着および増殖因子の刺激によるシグナ

ルを細胞内に伝達することにより細胞の増殖，細胞骨格の動的制御，細胞の生存に

関与している16，17）。また，細胞接着斑の形成にはインテグリン刺激からのFAKの397

番目のチロシン残基（pFAK-Tyr397）のリン酸化が重要であり，このリン酸化がい

くつかのタンパクのSRC相同性2 (SH2)ドメインに対する高親和性部位を提供し，

種々のタンパクがリクルートされ，細胞接着斑複合体を形成することで，様々なタ

ンパクのリン酸化が起こり，細胞の増殖や生存のシグナル伝達を誘導する18-21）。骨

芽細胞においては，骨基質中のⅠ型コラーゲンがインテグリン，FAKおよびその下

流のシグナル，MAPK，PI3Kを介して細胞分化を促進し，細胞形態を維持すること

が報告されている22）。また，近年，pFAK-Tyr397のリン酸化を選択的に阻害するピリ

ミジン誘導体のATP競合阻害薬（TAE226）を，マウス乳癌骨転移モデルに投与す

ると，破骨細胞性骨吸収が抑制されることから，破骨細胞分化を支持する骨髄間質

細胞におけるFAK Tyr397リン酸化が重要であることが明らかとなっている23）。 

 これらのことより，骨折治癒過程において，FAKとhedgehogシグナル間にクロス

トークが生じていると想定される。すなわち両シグナルが，骨髄中の増殖因子によ

って惹起され，骨芽細胞，破骨細胞で共同的に作用し，骨改造現象に関与する事が

推察される。しかし，これまで，骨折治癒過程におけるSHHおよびFAK間の関連に

ついては明らかにされていない。そこで本研究では，骨折治癒過程におけるFAKと



 4

SHHの発現状況，それらの骨芽細胞における機能連関とその役割について検討した

ので報告する。 

                    

             材料ならびに方法 

1. 肋骨骨折モデルの作製 

 肋骨骨折モデルには，8週齢雄ICRマウスの第8肋骨を骨折させることにより作製

した。麻酔はネンブタール®（50mg/ml，大日本製薬，大阪）をphosphate buffered salts

（以下PBS（Takara，東京））にて10倍希釈し，マウス腹腔内に300μl注射した。マ

ウス右側背部を剃毛し，肋骨を皮膚上から触診後，約3mmの切開を加え，モスキー

トにて剥離をし，被膜下の肋骨を明示後，第8肋骨の骨端から十分距離をとった位

置で鋏にて骨折させた。創部は4-0ナイロン糸で閉鎖縫合を行なった。骨折後，3，

5，14，28日目にマウスを屠殺し，骨折部を含む肋骨を摘出後，4％パラホルムアル

デヒド固定液（ナカライテスク，京都）で7日間浸漬固定した。次に摘出材料を10％

EDTA（ナカライテスク）にて14日間脱灰した。脱灰後，通法に従ってパラフィン

包埋し，厚さ4μmの連続切片を作製した。切片はヘマトキシリン•エオジン染色，

TRAP/ALP二重染色および免疫組織化学的染色を行い，組織学的検討を行なった。 

2. ヘマトキシリン•エオジン（HE）染色 

 切片をキシレン（ナカライテスク）にて脱パラフィンし，100％から70％エタノ

ールにて再水和後，ヘマトキシリン•エオジン染色（武藤化学株式会社，東京）を

行なった。70％から100％エタノールおよびキシレンにて脱水•透徹を行なった後，

Entellan® （Merck，Darmstadt，Germany）にて封入し組織学的観察を行なった。 

3. TRAP/ALP二重染色 
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 酒石酸耐性酸性ホスファターゼ（TRAP）及びアルカリフォスファターゼ（ALP）

の検出は，TRAP/ALP染色キット®（和光，大阪）を使用した。切片を脱パラフィ

ンし再水和後，染色キットの説明書に従い，TRAP発色反応液を室温で30分間反応

させた。反応後精製水で洗浄後，0.1mol/L AMPD-HCl buffer（PH9.4）に10分間静置

させた後，ALP反応液を室温で30分間反応させた。核染色を行なった後，Entellan®

（Merck）にて封入し組織学的観察を行なった。 

4. 免疫組織化学染色 

 抗体は抗マウスpFAK Tyr397ウサギポリクローナル抗体（BD Biosciences San Jose，

CA，USA），抗マウスSHHウサギポリクローナル抗体（Abfrontier，Seoul，Korea）

を使用した。脱パラフィン後，室温で30分間0.3％過酸化水素水メタノール溶液（三

徳化学工業株式会社，東京，日本）にて内因性ペルオキシダーゼをブロックし，Tris 

buffered Saline with Tween 20（TBST）で洗浄した。クエン酸緩衝液（PH6.0）を用

いて1分間熱処理後，抗マウスpFAK Tyr397ウサギポリクローナル抗体は50倍，抗マ

ウスSHHウサギポリクローナル抗体は250倍に希釈して4℃でovernightにて反応さ

せ，ABCキット（Vector Lab，Burlingame，USA）で免疫反応を行なった。対比染

色はメチルグリーン染色液（和光）で行なった。Entellan®（Merck）にて封入し組

織学的観察を行なった。 

5. 骨折部位における遺伝子学的検討 

 骨折モデルは，骨折前，骨折後1，3，5，7にマウスを屠殺し，骨折部位を中心に

4×4mmの組織を採取した。Total RNAの抽出は，組織をTrizol®（Invitrogen，Carlsbad，

CA，USA）中でホモジナイザー（Wheaton, Millville, NJ，USA）にてホモジナイズ

させ，5分間室温にて静置後，クロロホルム（ナカライテスク）を加え撹拌，遠心
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分離（4℃，15分，8000×g）後の上清のみを採取した。上清にイソプロパノール（ナ

カライテスク）を加え室温で10分間静置させた後，遠心分離（4℃，10分，8000×g）

後の上清を除去し，75％エタノールを加え遠心分離（4℃，5分，8000×g）後の沈殿

物にRNase free waterを加えた。total RNA量はNano Vue（GE Healthcare，UK）を用

いて測定した。mRNAのRT-PCRにはTakara RNA PCR Kit ®（Takara）を使用した。2％

アガロースゲル（Takara）を用いて電気泳動を行なった。 

6. 培養細胞株および培養法 

 マウス前骨芽細胞様細胞株MC3T3-E1細胞（RIKEN，茨城）は非動化10 %FBS（JRH 

Bioscience，Lenexa，KS，USA）および1 %ペニシリンーストレプトマイシン液（Gibco，

NY，USA）を含むAlpha Modification Minimum Essential Medium Eagle（以下 α-MEM; 

Sigma，St.Louis，MO.，USA）を用い，5 %CO2，37℃で培養した。 

7. Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction（RT-PCR）法 

 MC3T3-E1細胞を6cmディッシュに播種し，サブコンフルエントに達した時点で

Recombinant SHH（R＆D，Minneapolice，MN，USA）を500ng/mlの濃度で添加し，

12，24，36，48時間後にtotal RNAを回収した。Total RNAの抽出および精製には

RNeasy®Mini Kit（QIAGEN，東京）を用いた。使用したプライマー，塩基配列，ア

ニーリング温度は表1の通りである。 

8. ウエスタンブロット法 

 上記と同じ条件でSHH添加後，0.5，1.0，6，12時間後に細胞溶解液 [50 mM Tris

（PH7.2），150 mM NaCl，1%NP-40，0.5 %deoxycholate，1mM sodium vanadate，      

20 mM leupeptin，1 mM phenylmethyl sulfonyifluoride，1 % aprotinin]で細胞を可溶化

しタンパクを回収した。タンパク濃度はProtein Assay System®（Thermo，Rockford，
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USA）を用いて定量を行なった。20μgのタンパク質を含む各サンプルをSample 

buffer（Bio-Rad，Hercules，CA，USA）とβ-メルカプトエタノール（Sigma）と混

合して95℃，5分間の加熱によって還元した後に，泳動用緩衝液[ 0.25M Tris，1.92M 

glycine，1%SDS ]を用いてポリアクリルアミドを10％含有するゲル（Bio-Rad）にて

100Vの定電圧下にて約80分間泳動することでタンパクを分画した。分画したタン

パクは転写用緩衝液[ 0.25M Tris，1.92M glycine，20％methanol ]中100Vの定電圧下

にて90分間PVDF膜（MILLIPORE，Tullagreen，Carrigtwohill, Co.，Ireland）へ転写

した。そのPVDF膜を1％BSA溶液（Sigma）に60分浸して，ブロッキング操作を行

なった。その後，1次抗体として抗マウスpFAK Tyr397ウサギポリクローナル抗体（BD 

Biosciences）および抗マウスFAKウサギポリクローナル抗体（BD Biosciences）を

Can get signal®Solution1（TOYOBO，大阪）に1:500で希釈し4°Cでovernightにて反

応させた。続いて，2次抗体としてホースラディッシュペルオキシダーゼ (HRP) 標

識ポリクローナル抗体 （Amersham Pharmacia Biotec，Buckinghamshire）をCan get 

signal® Solution2（TOYOBO）に1:1000で希釈し，90分間反応させた後，ECLシステ

ム（Amersham Pharmacia Biotec）を用いてX線フィルム（GE Healthcare）に化学発

光シグナルを記録した。 

9. FAKノックダウン細胞の作製 

 FAKノックダウン細胞は，下記で示すFAK遺伝子の異なった5領域をpLKO.1-puro

ベクターにそれぞれShort hairpin（sh）FAK RNAsを埋め込んだレンチウイルス

（Sigma）をMC3T3-E1細胞に感染させ作製した。感染は，10cmシャーレでサブコ

ンフルエント状態にて回収した細胞ペレットにレンチウイルスをそれぞれ10μl添

加し，氷中で3時間置くことにより行なった。以下にsh RNAの配列を示す。 
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shFAK#1:CCGGCGAGTATTAAAGGTCTTTCATCTCGAGAATGAAAGACCTTTAAT

ACTCGTTTTT,  shFAK#2:CCGGCCAACCTTAATAGAGAAGAAACTCGAGT 

TTCTTCTCTATTTAAGGTTGGTTTTT,  shFAK#3:CCGGGCCTTAACAATGCGT 

CAGTTTCTCGAGAAACTGACGCATTGTTAAGGCTTTTT,  shFAK#4: CCGGCC 

TGGCATCTTTGATATTATACTCGAGTTTCTTCTCTATTTAAGGTTGGTTTTT, 

shFAK#5:CCGGCGGTCCAATGACAAGGTATATCTCGAGATATACCTTGTCATTGGA

CCGTTTTT 

10. MTS assay 

 骨芽細胞におけるFAKが増殖能に与える影響を検討するため，MTSassayを行なっ

た。96穴細胞培養用プレート上でMC3T3-E1細胞をそれぞれ1×104cell/well播種し，

37℃で4日間培養後，Cell Titer 96 AQuenous®（Promega，Madison，WI，USA）を用

いて細胞増殖能の評価を行なった。プロトコールに従い，37℃にて2時間インキュ

ベーションを行なった後，マイクロプレートリーダー（Bio-rad Laboratories Inc.，

CA，USA）を用いて波長490nmの吸光度を測定した。 

11. Adhesion assay 

 骨芽細胞におけるFAKが接着能に与える影響を検討するため，Adhesion assayを

行なった。 96穴ELISA用マイクロプレート（Greinerbio-one，Frickenhausen，Germany）

上でMC3T3-E1細胞をそれぞれ2×105cell/well播種した。37℃にて1時間培養後，プレ

ート内を培養液で満たした。上部をパラフィルムで覆い，プレートを180度回転さ

せ，室温にて15分静置した後，全ての培養液を吸引した。4%パラホルムアルデヒ

ド/PBSで15分間固定した後，メチレンブルー染色を行い，染色細胞数をそれぞれ測

定した。 
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12. Scratch assay 

 骨芽細胞におけるFAKが遊走能に与える影響を検討するため，Scratch assayを用

いた。MC3T3-E1細胞を6穴細胞培養プレート上でコンフルエント状態まで培養した

後，滅菌した200μlのピペットチップの先で均一な1本の線になるよう引っ掻き傷を

入れ，37℃で培養を行なった。引っ掻き直後，12，24，36時間後に顕微鏡を用いて

撮影後，細胞が存在しない領域の面積を計測し，減算法を用い細胞の遊走範囲を算

出した。  

13. アルカリフォスファターゼ（ALP）染色，アリザリンレッド（ALZ）染色 

 骨芽細胞におけるFAKが分化能，石灰化能に与える影響を検討するため，ALP染

色，ALZ染色を行なった。48穴細胞培養用プレート上でMC3T3-E1細胞をそれぞれ

1×105cell/well播種した。37℃にて培養を行ない，コンフルエント状態になった時点

から50mg/ml L（+）Ascorbic Acid（ナカライテスク）および1M β-Glycerophosphate

（β-GP，Sigma）を添加した培地を用いて5日間培養した。 4 %パラホルムアルデ

ヒド/PBSで15分間固定した後，ALP染色液（50mM Tris base（Sigma），Napthol AS-B1 

Phosphate (Sigma)，N。N-dimethl formamide，Fast red tri-sodium salt（Sigma））にて

37℃で40分間インキュベートし，水洗，乾燥後，光学顕微鏡下で観察し染色範囲を

計測した。また，誘導培地に置換後から10日目で4%パラホルムアルデヒド/PBSで

15分間固定した後，ALZ染色液（2％alizarin red）にて常温で10分間静置し，水洗，

乾燥後，光学顕微鏡下で観察し，染色範囲を計測した。尚，誘導培地は3日毎に交

換を行なった。 

14. 共存培養系を用いた破骨細胞分化 
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 MC3T3-E1細胞と8週齢C57BL/6Jマウス大腿骨骨髄から単離したCD11b陽性細胞

との共存培養系を用いた。96穴細胞培養用プレート上でMC3T3-E1細胞をそれぞれ

1×104cell/wellで，各穴に骨髄CD11b陽性細胞を1×105cell/wellで播種し，37℃で培養

を行なった。培養開始1日後にPTHrP（10nM），M-CSF（30ng/ml）を添加した。3

日毎にPTHrP，M-CSFを添加した培地と交換を行なった。培養開始10日目に4 %パ

ラホルムアルデヒド/PBSで10分間固定した後，エタノール/アセトン（ナカライテ

スク）（50:50v/v）を用い-20℃にて1分間透過処理を行なった後，酒石酸抵抗性酸性

ホスファターゼ染色（以下TRAP染色）キット（和光）にてTRAP染色を行なった。

水洗，乾燥後，光学顕微鏡下で観察し，TRAP陽性細胞数をそれぞれ測定した。 

15. 統計分析 

 細胞間の有意差検討には Student’s t 検定を使用した。危険率 5%未満を有意差あ

りと判定した。 

               

                              結  果 

1.  骨折治癒過程早期における組織学的検討およびSHH，pFAK Tyr397の発現 

 マウス骨折モデルにおいて，骨折後3日目に，マクロファージ，好中球やリンパ

球と思われる炎症性細胞を認めた（図1A，B）。TRAP，ALPはともに陽性細胞をほ

とんど認めなかった（図1C，D）。骨折端周囲のライニングセルおよび未分化間葉

系細胞にSHHの強発現を認め（図1E，F），pFAK Tyr397の発現は未分化間葉系細胞

に認めた（図1G，H）。骨折後5日目には，骨折端周囲に結合組織の増生が認められ

（図2A），炎症性細胞の浸潤の他に，紡錘形の線維芽細胞の増生が観察された（図

2B）。骨折端周囲にALP陽性骨芽細胞を，その近傍にTRAP陽性破骨細胞を認めた（図
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2C，D）。SHHの発現は骨髄細胞に認められた（図2E，F）。骨断端周囲の骨髄中の

遊走細胞および骨芽細胞にpFAK Tyr397の強発現を認めた（図2G，H）。 

 また，骨折部位におけるSHH，FAKのmRNAの発現をRT-PCRにて確認したとこ

ろ，FAKの発現は，骨折後3日目から上昇を認め，5日目で最大となり，一方で  

SHHの発現は骨折後3日目で最大となった（図3）。 

2.  骨折治癒過程仮骨形成期における組織学的検討およびSHH，pFAK Tyr397の

発現 

 骨折後14日目に，骨折断端周囲には肥大軟骨細胞の形成を（図4A，B），外側で

はTRAP陽性細胞を多数認め（図4C），軟骨から線維性骨に置換している像が確認

でき（図4A，C）。肥大軟骨の骨断端部側にもTRAP陽性細胞およびALP陽性細胞を

認めた（図4D）。また，ALP陽性細胞にSHH（図4E，F）およびpFAK Tyr397（図4G，

H）の強発現を認めた。骨折後28日目には，骨折端遠位に層板骨の形成を認め（図

5A），その周囲にTRAP陽性細胞を認めた（図5C）。しかし，骨折断端付近にはALP，

TRAPともに陽性細胞を認めなかった（図5D）。また，骨断端部周囲では骨髄腔の

形成を認め（図5A，B），骨断端部のSHH（図5E，F），pFAK Tyr397（図5G，H）の

発現は消失していた。 

3.  骨芽細胞におけるSHHがFAKに与える影響 

 骨折部位の骨芽細胞におけるSHHとFAKの関連を明らかとするため，前骨芽細胞

様細胞株MC3T3-E1を使用し，SHH添加によるFAK発現の検討を行なった。 

RT-PCRよりFAKのmRNA発現上昇はSHH添加後12，24時間で認められ，以降は発

現低下を認めた（図6A）。ウエスタンブロットよりpFAK Tyr397の発現上昇はSHH添

加後，30分から認められ，6時間後で最大となり以降は発現低下を認めた（図6B）。 
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4. FAKノックダウン細胞の作製と細胞形態の変化  

 骨芽細胞におけるFAKの機能を検討するために，5種類のshFAKレンチウイルス

をそれぞれMC3T3-E1細胞に感染させ，FAKノックダウン細胞（shFAK#1~#5）を作

製した。ウエスタンブロットにて確認したところ，shFAK#1~#5感染群においてFAK，

pFAK Tyr397の発現低下を認め，とりわけshFAK#3，#5は，その抑制効果は著明であ

った（図7）。 

5. 骨芽細胞におけるFAK，SHHが細胞増殖能，細胞接着能，細胞遊走能に与え  

  る影響 

 培養細胞における細胞増殖は培養プレートへの接着依存性であり，インテグリン

を介する細胞接着の中心的役割を担うFAKを抑制する事が細胞増殖および細胞接

着に影響を及ぼす事は容易に想像でき，また図3で得られた実験結果よりSHHが関

与している事も推察される。そこで，骨芽細胞におけるFAKおよびSHHが細胞増殖

能を検討するためにMTS assayを行なった。MC3T3-E1細胞におけるコントロール細

胞とFAKノックダウン細胞の吸光度を比較，増殖能の検討を行なったところ，FAK

ノックダウン細胞群はコントロール細胞群に比べ有意な増殖抑制効果を認めた（図

8A）。また，コントロール細胞においてはSHH添加による有意な増殖促進効果を認

めたが，FAKノックダウン細胞においてはSHHによる有意な増殖促進効果は認めな

かった（図8B）。 

 続いて，細胞接着能の検討にはadhesion assayを用いた。メチレンブルー染色細胞

数を比較，検討を行なったところFAKノックダウン細胞群はコントロール細胞群に

比べ有意な接着能の抑制効果を認めた（図8C）。また，SHH添加による有意な接着

能促進効果はコントロール細胞，FAKノックダウン細胞いずれにも認めなかった
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（図8D）。また，FAKノックダウン細胞は細胞突起をほとんど認めず，円形を呈し

ていた（図8E）。 

 次に，骨芽細胞におけるFAK，SHHが細胞遊走能に与える影響について検討を行

なうためにscratch assayを用いた。細胞遊走範囲を比較，検討を行なったところ，

FAKノックダウン細胞群はコントロール細胞群に比べ有意な細胞遊走能の抑制効

果を認めた（図8F，G）。また，SHH添加による有意な遊走能促進効果はコントロ

ール細胞，FAKノックダウン細胞いずれにも認めなかった（図8H）。 

6. 骨芽細胞におけるFAK，SHHが細胞分化，石灰化に与える影響 

 骨芽細胞における分化能，石灰化能は，ALP染色，ALZ染色を用いて染色範囲を

測定し，検討を行なった。FAKノックダウン細胞群はコントロール細胞群に比べ，

ALP染色，ALZ染色ともに低染色性であり，細胞分化能，石灰化能の有意な抑制効

果を認めた（図9A-D）。骨芽細胞におけるFAKが骨分化マーカー，転写因子に与え

る影響について検討を行なうため，骨分化マーカー，転写因子のmRNA発現を

RT-PCRにて確認したところ，FAKノックダウン細胞においてALP，OPN，OSX 

mRNAの発現抑制を認めたが，Runx2では発現変化を認めなかった（図9.E）。また，

コントロール細胞においてはSHH添加による有意な増殖促進効果を認めたが，FAK

ノックダウン細胞においてはSHHによる有意な増殖促進効果は認めなかった（図

9.F）。 

7. 骨芽細胞におけるFAK，SHHが破骨細胞形成に与える影響 

 骨折後5日目において骨芽細胞と破骨細胞が近接して存在していることが明らか

となったことから，骨芽細胞におけるFAK，SHHシグナルが破骨細胞形成に与える

影響を検討した。10nM PTHrP存在下でMC3T3-E1細胞とCD11b陽性骨髄細胞との共
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存培養を行い，TRAP染色を用いて陽性細胞数の測定し，破骨細胞形成能の検討を

行なったところ，FAKノックダウンMC3T3-E1細胞共存培養群はコントロール

MC3T3-E1細胞共存培養群に比べ破骨細胞形成は有意な抑制効果を認めた（図10A，

B）。一方，SHH添加群は，コントロール細胞において有意な破骨細胞形成促進効

果を認めたが，FAKノックダウンMC3T3-E1細胞共存培養群においてはSHHによる

有意な破骨細胞形成促進効果は認められなかった（図10A，B）。 

8. 骨芽細胞における FAK の RANKL 発現への影響 

 骨芽細胞におけるFAKがRANKL発現誘導に与える影響についてRANKL，オステ

オプロテグリン(以下OPG)のmRNA発現をRT-PCRにて確認したところ，10nM 

PTHrP存在下では，コントロールMC3T3-E1細胞ではRANKL mRNA発現上昇を認め

たが，FAKノックダウンMC3T3-E1細胞においてはRANKL mRNA発現誘導は認めな

かった。しかしながら，FAKノックダウンMC3T3-E1細胞におけるOPG mRNA発現

はPTHrP存在下，非存在下においてその発現変化は認めなかった（図10C）。 

                        

                             考   察 

 骨折治癒過程は組織レベルにおいても細胞レベルにおいても，発生および成長段

階における一連の骨形成の過程を再現している現象であるため24-26)，骨再生モデル

として有用であると考えられ，さまざまな動物モデルで実験が行なわれてきた27）。

本実験に使用した肋骨骨折モデルは，骨折後，整復を必要としないため，骨の二次

治癒の過程を再現したモデルである。本モデルは，一連の骨再生過程を経るため，

骨折治癒過程各段階について詳細な検討を行なうことが可能である。 
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 骨折治癒過程の炎症期，細胞増殖期においては，形成された血腫に，マクロファ

ージ，リンパ球などの炎症性細胞や未分化間葉系細胞の浸潤が起こる。炎症細胞か

ら放出されるTumor Necrosis Factor（TNF-α），Interleukin-1（IL-1），Interleukin-6（IL-6）

などの炎症性サイトカイン28,29）や，血腫に多量に存在する血小板から放出される

TGF-β，Platelet-Derived Growth Factor（PDGF）などの成長因子は，未分化間葉系細

胞の細胞増殖や遊走能を促進させる2）。また，骨基質の中には多くの成長因子が蓄

積されており30），骨折に伴って分泌され31），骨折部周囲の細胞に作用することも報

告されている。骨髄中の成長因子によって誘導される骨芽細胞の増殖能や遊走能は，

骨折の治癒過程に必須であり32），PDGFによって活性化される骨芽細胞の遊走能に

FAKシグナルが関わることが報告されている33）。骨折3日目より，骨髄中の細胞に

pFAK Tyr397発現が認められること，in vitroにおいてFAKノックダウンMC3T3-E1細

胞は増殖遊走能が低下することから，骨折早期に局所に分泌されるサイトカイン，

成長因子シグナルとFAKシグナル両者が骨芽細胞の増殖，遊走に関わってくること

が示唆される。 

 骨組織が高い再生能力を持つ理由として，骨基質内にbone morphogenetic protein

（BMP），transforming growth factor-β（TGF-β），insulin-like growth factor（IGF），

fibroblast growth factor（FGF）などの細胞成長因子が豊富に蓄積されてることが考

えられる2）。これらの細胞成長因子は免疫組織学的手法やin situ hybridizationなどの

分子生物学的手法によって骨折治癒過程に発現していることが示され26,34-37），近年，

それらの細胞成長因子の局所投与による骨折治癒促進を目指した研究が盛んに行

なわれている38-40）。しかしながら，骨折治癒過程には，それぞれの段階，場所によ

って異なる細胞群が共存しているため，ある一種類のペプチドの投与で骨折治癒過
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程全てのステージを促進するのは極めて困難である2）。本研究で着目したSHHは，

BMPの発現を誘導し，骨芽細胞分化がBMPと共同的に促進され41），また，Ⅰ型コラ

ーゲンマトリックス中にSHH過剰発現細胞を混入し，頭蓋冠骨欠損部に移植すると，

骨再生が促進されることが報告されている42）。すなわち，SHHと他の骨基質中の細

胞成長因子との共同作用，さらに，Ⅰ型コラーゲンと骨芽細胞との接着によるFAK

の活性化が骨折治癒に大きく関与していることが推察される。細胞接着能について，

本研究ではFAKにより増強されるものの，SHHの関与は認められなかったため，細

胞接着の誘導はコラーゲンやインテグリンを介して起こっているものと考えられ

る。また，骨芽細胞分化に関しては，BMP受容体下流Smadシグナルと，Ⅰ型コラ

ーゲンとの細胞接着シグナルが一過的にFAKシグナルを活性化し，MC3T3-E1細胞

分化を促進させることが分かっている43）。さらに，未分化間葉細胞をアスコルビン

酸とβ-GPを含む骨誘導因子で刺激すると骨芽細胞分化に伴い，FAKの活性化が持続

的に上昇する44）。本研究においてもshFAKレンチウイルス感染をさせたMC3T3-E1

細胞をアスコルビン酸とβ-GP存在下で培養を行なったが，5日目にALPase陽性細胞，

10日目にALZ陽性細胞は，コントロール群と比較し有意に抑制され，骨芽細胞の初

期分化，最終分化共に大きく抑制されている。骨芽細胞におけるFAKの活性化は，

自身の分化に伴い産生されるExtracellular matrix（ECM）との接触やメカニカルス

トレスにより誘導される可能性がある。事実，FAKの活性は軟組織よりも硬組織に

細胞を播種した方がより亢進し45），本研究においても，pFAK Tyr397発現は，骨折後

に骨髄から骨表面へリクルートされた骨芽細胞に発現を認めることから，骨芽細胞

分化に伴いpFAK Tyr397の活性化が亢進していると考える。また，SHH添加により骨

芽細胞の分化促進効果を認めたが，FAKをノックダウンさせるとその効果は認めら



 17

れなかったことから，SHHによる骨芽細胞分化は，FAKを介して行なわれている可

能性が示唆される。骨折後3日目では骨髄中の細胞にSHHの強発現を認め，5日目で

は骨折断端部の細胞遊走が活発化していた。これらより，骨折後，骨髄中の細胞が

惹起され産生されたSHHが骨芽細胞においてFAKを介した増殖，分化ならびに破骨

細胞形成を促進し，骨折治癒過程早期の骨折断端部の骨改造現象に関与しているこ

とが示唆された。また，骨折後14日目では肥大軟骨が形成されており，外骨膜側で

は，軟骨が吸収され線維性骨への置換が認められた。SHHは軟骨の吸収，線維性骨

への置換部位における骨芽細胞に強発現していることから，骨折治癒過程における

軟骨から骨への移行部では，骨芽細胞自身の産生するSHHがオートクライン的に

pFAK Tyr397を活性化し，仮骨形成期からリモデリング期にかけて，骨改造に関与し

ていることが示唆される。 

 未分化間葉細胞は，PTHrPを産生し，前骨芽細胞，成熟骨芽細胞に出現する1型

PTH受容体（PTHR1）に結合し，骨芽細胞分化，マトリックス産生を促進させ 46，

47），一方，PTHR1陽性前骨芽細胞に働き，RANKL発現を促進する48）。PTHrP存在下

でMC3T3-E1細胞をCD11b陽性骨髄細胞の共存培養を行なうと，TRAP陽性破骨細胞

形成が確認でき，SHH添加で破骨細胞形成が促進されることが分かった。SHHは，

骨髄間質ST-2細胞とCD11b陽性骨髄細胞との共存培養下においても破骨細胞形成

を促進させ，ST-2細胞における，PTHrPシグナルと相乗的にRANKL発現を上昇さ

せることから23），MC3T3-E1細胞においても同様のシグナルが存在することが示唆

される。一方で，FAKノックダウンMC3T3-E1細胞に破骨細胞支持能がないこと，

そのメカニズムとしてMC3T3-E1細胞におけるPTHR1-RANKLシグナルにFAKシグ

ナルの関与が推察される。PTHR1を骨芽細胞に持続発現させたトランスジェニック
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マウス骨折モデルにおいて，仮骨形成が減少し49），一方で，マウス骨折モデルでPTH

投与は，仮骨形成を促進させる報告もあり50），仮骨形成，骨への置換におけるPTHR1

シグナルとSHH，FAKシグナルの関わりをさらに検討する必要があると考える。

SHHとFAKの相互作用についての報告は，肝癌細胞においてSHHはFAK/AKT回路

を介した，細胞遊走能，細胞浸潤能が活性化する事を示した論文51）のみであり，

骨芽細胞や線維芽細胞における関連は報告がないのが現状である。本研究では，骨

芽細胞においてSHH添加により短時間でFAK mRNAおよびpFAK Tyr397の発現上昇

を認めたが，SHHシグナルとFAKシグナルのクロストークに関しては，今後詳細に

検討していく必要があると思われる。 

 臨床応用として，上述したように細胞成長因子を骨折局所に投与する方法が考

えられるが，効率的に作用させるためにdrug delivery system(以下DDS)の開発が必要

とされている。DDSとして合成担体(β-tricalcium phosphate，hydroxyapataiteなど)が

開発されており，既に骨欠損モデルでその有用性が報告されている52,53）。今後，こ

のDDSを用い，細胞成長因子やSHHなどのタンパクを骨欠損部に局所投与を行なう

モデルは有用性が期待出来ると考えられる。また，骨折治療において低出力パルス

超音波（LIPUS）が使用されているが，基礎研究において，LIPUS照射によって骨

折部にひずみが生じ，この物理的刺激が細胞内刺激に変換され骨折部で骨芽細胞と

軟骨細胞を刺激して骨化を促進するとされている54）。他にも，超音波が骨芽細胞に

おいてFAKや extracellular signal-regulated kinase（ERK）のリン酸化を促進し

cyclooxygenase-2（COX-2）酵素を活性化させること55），COX-2を上昇させることで

TGF-βやPDGFなどの他のさまざまな成長因子が活性化し，骨の修復が行なわれる
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などの報告がある56）。また最近では，Shock Waveが骨芽細胞においてFAKのリン酸

化を介し，細胞増殖や細胞接着を促進させると報告されている57）。  

 このように，骨折治癒過程において，SHHなどのタンパクの局所投与や超音波，

Shokwaveによる物理的刺激は，FAKのリン酸化を促進し，骨折部位での骨改造現象

をさらに促進させる。以上の事実は，SHHならびにFAKが骨折治療における中心的

分子標的となることを示唆している。  

  

               結   語 

 SHHは骨折治癒過程早期において骨髄細胞からパラクライン的に，仮骨形成期

では骨芽細胞からオートクライン的に産生され，骨芽細胞におけるFAK Tyr397の

リン酸化を介し，細胞増殖能，遊走能，破骨細胞形成支持能を促進することが明

らかとなった。 
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 図表の説明 

図1 骨折後3日目の組織学的所見 

A：HE染色像（×100）。 

B：図A四角枠の拡大像（×400）。マクロファージ，リンパ球と思われる類円形   

の炎症性細胞が多数認められた。 

C：TRAP/ALP染色像（×100）。 

D：図C四角枠の拡大像（×400）。TRAP，ALPともに陽性細胞はほとんど認めら

れなかった。 

E：SHH抗体による免疫組織学的染色像（×100）。 

F：図E四角枠の拡大像（×400）。骨折端周囲のライニングセルおよび未分化間

葉系細胞にSHHの強発現を認める。 

G：pFAK Tyr397抗体による免疫組織学的染色像（×100）。 

H：図G四角枠の拡大像（×400）。未分化間葉系細胞にpFAK Tyr397の強発現を認

める。 

CB : 皮質骨 

バー：100μm 

 

図2 骨折後5日目の組織学的所見  

A：HE染色像（×100）。骨折端周囲に結合組織の増生が認められた。 

B：図A四角枠の拡大像（×400）。炎症生細胞の他に紡錘形の線維芽細胞の増生

が認められた。 

C：TRAP/ALP染色像（×100）。 

D：図C四角枠の拡大像（×400）。骨折端の骨表面に赤茶色に染まるALP陽性細

胞が，その近傍に赤紫色に染まるTRAP陽性細胞が認められた。 

E：SHH抗体による免疫組織学的染色像（×100）。 

F：図E四角枠の拡大像（×400）。骨折端周囲の遊走細胞にSHHの強発現を認め

る。 

G：pFAK Tyr397抗体による免疫組織学的染色像（×100）。 

H：図G四角枠の拡大像（×400）。骨折端周囲の遊走細胞および骨表面の骨芽細

胞にpFAK Tyr397の強発現を認める。 

OB : 骨芽細胞 ; OC : 破骨細胞 

バー：100μm 
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図3 骨折後1，3，5，7日目における遺伝子学的検討 

  RT-PCR法による骨折端周囲のmRNA発現。FAK mRNAの発現は骨折後3日目か

ら上昇を認め，5日目で最大となり，SHH mRNAの発現は骨折後3日目で最大と

なった。 

 

図4 骨折後14日目の組織学的所見 

A：HE染色像（×100）。骨折断端部周囲には肥大軟骨の形成が認められた。外

骨膜側の一部では軟骨が吸収され線維性骨が認められた。 

B：図A四角枠の拡大像（×400）。 

C：TRAP/ALP染色像（×100）。骨折断端部，外骨膜側には赤紫色に染まるTRAP   

陽性細胞が多数認められた。 

D：図C四角枠の拡大像（×400）。肥大軟骨の骨折断端部周囲にもTRAP陽性細

胞および赤茶色に染まるALP陽性細胞が認められた。 

E：SHH抗体による免疫組織学的染色像（×100）。肥大軟骨の骨折断端外骨膜側   

付近の細胞にSHHの強発現を認める。 

F：図E四角枠の拡大像（×400）。骨折断端部のALP陽性細胞にSHHの強発現が

認  める。 

G：pFAK Tyr397抗体による免疫組織学的染色像（×100）。肥大軟骨の骨折断端外

骨膜側付近の細胞にpFAK Tyr397の強発現を認める。 

H：図G四角枠の拡大像（×400）。骨折断端部のALP陽性細胞にpFAK Tyr397の強   

発現を認める。 

バー：100μm 

 

図5 骨折後28日目の組織学的所見 

A：HE染色像（×100）。骨折端遠位に層板骨の形成が認められた。また，骨折

断  端部周囲には骨髄腔の形成が認められた。 

B：図I四角枠の拡大像（×400）。骨折断端部周囲には骨髄細胞多数の骨髄細胞

が認められた。 

C：TRAP/ALP染色像（×100）。 

D：図K四角枠の拡大像（×400）。骨折断端部周囲にはTRAP，ALPともに陽性細   

胞は認められなかった。 
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E：SHH抗体による免疫組織学的染色像（×100）。 

F：図M四角枠の拡大像（×400）。骨折断端部周囲の細胞にはSHHの発現は認め

られなかった。 

G：pFAK Tyr397抗体による免疫組織学的染色像（×100）。 

H：図O四角枠の拡大像（×400）。骨折断端部周囲の細胞にはpFAK Tyr397の発現

は認められなかった。     

バー：100μm 

 

図6 SHHがMC3T3-E1細胞におけるFAK発現に与える影響 

 （A）RT-PCR法によるMC3T3-E1細胞にSHH（500ng/ml）を添加後のFAK発現

変化。SHH添加後12，24時間でFAK mRNA発現上昇を認めた。なお，内部標準

としてGAPDHを用いた。（B）ウエスタンブロット法によるMC3T3-E1細胞にSHH

（500ng/ml）を添加後のpFAK Tyr397発現変化。SHH添加後30分でpFAK Tyr397発現

上昇を認め，6時間後で最大となり，以降は発現低下を認めた。なお，内部標準

としてβ-actinを用いた。 

 

図7 FAKノックダウン細胞の作製 

 ウエスタンブロット法によるshFAKレンチウイルス感染MC3T3-E1細胞にお

けるFAK発現。shFAK#3およびshFAK#5において著明なFAK，pFAK Tyr397の発現

低下が認められた。 

 

図8 SHHがshFAKレンチウイルス感染MC3T3-E1細胞における細胞増殖能，細

胞接着能，細胞遊走能に与える影響 

A：MTS assayによるFAKノックダウンMC3T3-E1細胞の増殖能についての検討。

shFAK#1-#5は，コントロール群と比較して有意に細胞増殖能は抑制された。 

B：SHHがFAKノックダウンMC3T3-E1細胞の増殖能へ与える影響。コントロー

ル細胞において，SHH（500ng/ml）添加により有意な増殖促進効果を認めたが，

FAKノックダウン細胞においてはSHHによる増殖促進効果は認められなかった。 

C：Adhesion assayによるFAKノックダウンMC3T3-E1細胞の接着能についての検

討。shFAK#1-#5は，コントロール群と比較して有意に細胞接着能は抑制された。 

D：SHHがFAKノックダウンMC3T3-E1細胞の接着能へ与える影響。SHH添加に

よる細胞接着能促進効果はコントロール細胞，FAKノックダウン細胞いずれに
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も認められなかった。 

E：Adhesion assayによるメチレンブルー染色後の細胞形態。FAKノックダウン細

胞はコントロール細胞と比べ細胞数の減少とともに，より円形を呈していた。 

F：Scratch assayによるFAKノックダウンMC3T3-E1細胞の遊走能についての検討。

shFAK#1-#5は，コントロール群と比較して有意に細胞遊走能は抑制された。 

G：培養プレートにscratchを行い，36時間培養後の細胞遊走写真。 

H：SHHがFAKノックダウンMC3T3-E1細胞の遊走能へ与える影響。SHH添加に

よる細胞遊走能促進効果はコントロール細胞，FAKノックダウン細胞いずれに

も認められなかった。 

これらのデータはmean±SDで示した。(n=3)。contorol群に対する統計的有意差

を示す。（＊p<0.05，＊＊p<0.01）。 

 

図9 SHHがshFAKレンチウイルス感染MC3T3-E1細胞における細胞分化能，細

胞石灰化能に与える影響 

A：ALP染色像。アスコルビン酸（50mg/ml），β-GP（1M）添加後5日目，上段

はプレート写真，下段は顕微鏡下での細胞写真，バー：100μm B：ALP染色範

囲を定量化した図。FAKの発現を抑制すると細胞分化能は有意に抑制された。 

C：ALZ染色像。アスコルビン酸（50mg/ml），β-GP（1M）添加後10日目，上段

はプレート写真，下段は顕微鏡下での細胞写真，バー：100μm D：ALZ染色範

囲を定量化した図。FAKの発現を抑制すると，細胞石灰化能は有意に抑制され

た。 

E：RT-PCR法によるFAKノックダウンMC3T3-E1細胞における骨分化マーカー，

転写因子のmRNA発現。FAKノックダウン細胞においてALP，OPN，OSX mRNA

の発現抑制を認めたが，Runx2では変化は認められなかった。 

F：SHHがFAKノックダウンMC3T3-E1細胞分化へ与える影響。顕微鏡下での細

胞写真。コントロール細胞において，SHH（500ng/ml）添加により有意な分化能

促進効果を認めたが，FAKノックダウン細胞においてはSHHによる分化能促進

効果は認められなかった。バー：100μm データはmean±SDで示した。(n=4)。

contorol群に対する統計的有意差を示す。（＊p<0.05）。 

 

図10 SHHがFAKノックダウンMC3T3-E1細胞とCD11b陽性骨髄細胞との共存培

養下において破骨細胞形成に与える影響 
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A：TRAP染色像。左がプレート像，右が顕微鏡下での細胞写真，バー：100μm 

B：TRAP陽性破骨細胞数。MC3T3-E1細胞においてFAKの発現を抑制すると，破

骨細胞形成は有意に抑制された。また，SHH（500ng/ml）添加によりコントロー

ル細胞においては有意な促進効果を認めたが，FAKノックダウン細胞において

促進効果は認められなかった。データはmean±SDで示した。(n=3)。contorol群

に対する統計的有意差を示す。（＊p<0.05，＊＊p<0.01）。 

C：PTHrPがFAKノックダウンMC3T3-E1細胞のRANKL，OPG mRNA発現に及ぼ

す影響。コントロール細胞およびFAKノックダウン細胞にPTHrP（10nM）を添

加し，3日間培養後にtotal RNAを抽出，RANKL，OPG mRNA発現をRT-PCR法に

て確認した。FAKノックダウン細胞においてはRANKL mRNAの発現誘導は認め

られなかった。OPG mRNAの発現はPTHrP添加により変化を認めなかった。 
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表1	  	  	  	  	  遺伝子特異的プライマーの塩基配列	

標的遺伝子　　　	
（bp）　　　　　　（℃）	

プライマーの塩基配列	
アニーリング温度	増幅産物	

FAK　　　	F:	  5’-‐AAGCTCATCGGCAGTGTGGAC	  -‐3’	  
R:	  5’-‐GGTATGGGACGCTGTGAGCA	  -‐3’	

SHH	
F:	  5’-‐TGCTTCCTCGCTGCTGGTGT	  -‐3’	
R:	  5’-‐CCGTGTTTTCCTCATCCTTA	  -‐3’	

OSX	 F:	  5’-‐ACTCATCCCTATGGCTCGTG	  -‐3’	
R:	  5’-‐GGTAGGGAGCTGGGTTAAGG	  -‐3’	

ALP	 F:	  5’-‐AATGGGCGTCTCCACAGTAAC	  -‐3’	
R:	  5’-‐CTGAGTGGTGTTGCATCGC	  -‐3’	

Runx2	 F:	  5’-‐TTCTCCAACCCACGAATGCAC	  -‐3’	
R:	  5’-‐	  CAGGTACGTGTGGTAGTGAGT	  -‐3’	

OPN	 F:	  5’-‐TCTGATGAGACCGTCACTGC	  -‐3’	
R:	  5’-‐AGGTCCTCATCTGTGGCATC	  -‐3’	

RANKL	 F:	  5’-‐GGTCGGGCAATTCTGAATT	  -‐3’	
R:	  5’-‐ACATCTAGGACATCCATGC	  -‐3’	

OPG	 F:	  5’-‐ACCAAAGTGAATGCCGAGAG	  -‐3’	
R:	  5’-‐TCTGTGGTGAGGTTCGAGTG	  -‐3’	

GAPDH	 F:	  5’-‐TGAACGGGAAGCTCACTGG	  -‐3’	
R:	  5’-‐TCCACCACCCTGTTGCTGTA	  -‐3’	

1894	

242	

238	

1289	

108	

852	

204	

215	

307	

60	

52	

58	

58	

58	

57	

58	

57	

57	

F	  :	  Forward	  ;	  R	  :	  Reverse	


