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研究成果の概要（和文）：CCN2はCCNファミリーに属し、軟骨細胞の増殖分化を調節する因子である。一方CCN3の軟骨
細胞での機能は未だ不明な点が多い。そこで本研究ではCCN3の軟骨分化における機能およびCCN2との相互作用について
解析した。そして、CCN3が軟骨分化予定域に発現しており、CCN2とCCN3が結合することを見いだした。また、肢芽由来
の未分化な細胞でCCN3が増殖とプロテオグリカン合成を促進し初期軟骨分化の調節に関与していることが示唆された。
さらに、これらCCN3の機能はERK1/2経路を介していることを見出した。以上より軟骨の再生療法開発にCCN2およびCCN3
が有用であるとの示唆を得た。

研究成果の概要（英文）：CCN2 is best known as a promoter of chondrocyte proliferation and differentiation 
among the CCN family members. However, little is known concerning roles of the other CCN member, CCN3 in c
hondrocytes. These two proteins consists of 4 conserved modules that are highly interactive with a number 
of biomolecules. In the present study, we demonstrated that CCN3 protein promotes early chondrogenesis bas
ed on the following observations: 1) CCN3 was expressed in the embryonic limb mesenchymal cells, whereas, 
CCN2 was highly expressed in differentiated chondrocytes. 2) Exogenous recombinant CCN3 promoted the proli
feration of limb mesenchymal cells in plane culture, and induced proteoglycan accumulation in micromass cu
ltures. 3) By Ccn3 knockdown, chondrogenesis was inhibited in cultures. In addition, we found that extrace
llular signal-regulated kinase 1/2 pathway was involved in the CCN3-mediated modification of mesenchymal c
ell and chondroblast activities.

研究分野：

科研費の分科・細目：

医歯薬学

キーワード： 創薬　再生医療　軟骨　CCNファミリー　肢芽　高密度培養　ERK1/2　MAPK

歯学　矯正・小児系歯学



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
顎骨の成長は咬合に大きな影響を与え

るため、成長発育を捉えることは矯正歯
科学において非常に重要であり、成長期
の患者の上下顎の成長発育を矯正装置に
よってコントロールする治療がしばしば
行われる。先天的に骨格形成の異常をき
たす骨系統疾患において顎顔面骨格の発
育異常は顎変形症として、非可逆的な侵襲を
伴う外科矯正治療の対象となる。このため、
骨・軟骨の発生・分化機構を解明し、発育の
促進/抑制、再生、再建によりそれらを克服す
ることは歯学のみならず医学においても重大
な使命の一つである。しかしながら、骨・軟
骨領域は学術的には未成熟な分野であり、一
部の原因遺伝子が同定されているのみで、形
態異常の発生メカニズムの研究はいまだ進ん
でおらず、革新的創薬に至っていない。内軟
骨性骨化の最初のステップである軟骨細胞の
発生分化機序は、近年、徐々に明らかになっ
てきており、いくつかの因子が協調的に発現
し作用し合い、時間的、空間的に細胞分化と
組織形成を制御していると考えられている。
しかし、未だ全ての機能分子が明らかになっ
たわけではない。故に基礎研究の充実が重要
であり、世界的にも注目されている分野であ
る。 
 

２．研究の目的 
申請者らは、軟骨細胞に高発現する因子で

ある CCN2 のノックアウトマウスの詳細な解
析を行って、同マウスの成長板軟骨で、CCN2
と同じファミリーを形成する CCN3 が過剰に
発現し、CCN2 と拮抗する作用を発揮している
ことを見出した。このような性質を創薬に利
用するために CCN2 と CCN3、2 つのタンパク
質の軟骨組織の発生から分化の過程での動
態と機能を詳細に解析し、生理作用の全貌を
明らかにして臨床応用を図ることを目的と
する。  
 

３．研究の方法 
1．軟骨組織の発生・分化期における CCN2 と
CCN3 の in vivoでの動態解析。 
軟骨原器の現れる胎生9.5日目以降出生ま

でのマウス胎児の切片を作成し、CCN2,CCN3
に対する特異的抗体を用いた免疫染色を行
い、CCN2 と CCN3 の発現時期や分布の変化と
組織像との関係を解析した。 
2．未分化間葉系細胞等の長期培養における
CCN2 と CCN3 の in vitroでの動態解析。 
 胎生 9.5 日目の肢芽から 18.5 日目の四肢
の組織を破砕して RNA、およびタンパクサン
プルを抽出して発生段階依存的な CCN2 と
CCN3 の発現パターンおよび CCN2 欠損下での
発現パターンの変化をリアルタイムPCR法な
らびにウエスタンブロット法にて解析した。
さらに、胎生 9.5 日目の肢芽から肢芽細胞を
分離し高密度培養にて軟骨へと分化誘導を
行い培養中に RNA、タンパクサンプルを適宜

回収し、CCN2 と CCN3 の発現パターンをリア
ルタイムPCR法ならびにウエスタンブロット
法にて解析した。 
3．組換えタンパク質の添加と siRNA を用い
たノックダウン実験による CCN2,3 の機能解
析と発現調節機構についての解析。 
肢芽細胞にリコンビナント CCN2,3 を作用

させ、両者の発現量に変化が見られるかどう
か軟骨分化マーカー遺伝子の発現に関与し
ているのかをリアルタイムPCR法にて解析し
た。同様に siRNA にて CCN2,3 をノックダウ
ンした場合の CCN2,3 を含む軟骨分化関連因
子の発現動態を解析した。さらに、高密度培
養条件下でリコンビナント CCN2,3 と、各々
をターゲットとする siRNA を用いて、軟骨分
化への影響を解析した。分化の指標としてア
ルシアンブルー染色を行った。 
4．CCN2-CCN3 相互作用のメカニズムについて
の解析。 
 1，2で得た結果と免疫沈降ウエスタンブロ
ット法により、CCN3 が CCN2 と結合し作用し
ているのかどうかについて検討した。 
5．CCN3 の機能を発揮するシグナル伝達経路
の解析 
2，3で得られた結果について、CCN3 の作

用がいかなる経路で発揮されているのかを
解析するため、リコンビナント CCN2,3 を肢
芽細胞に作用させ、MAPKs（ERK1/2, p38MAPK, 
JNK）のリン酸化をウエスタンブロット法に
より検討し、さらにそれぞれの経路の阻害剤
を用いて、CCN2,3 の細胞増殖、分化における
作用について検討した。 
 
４．研究成果 
1．CCN3 は他の CCN メンバーの発現が見られ
ない、胎生 9.5 日胚の肢芽において発現して
いた（下図）。 

 



2．胎生 9.5 日目の肢芽から 18.5 日目の四肢
の組織を破砕して得た RNA、およびタンパク
試料の解析で、CCN3 は CCN2 に先立って、9.5
日目より発現し 13.5 日で発現量がピークに
達した。その後、14.5 から 15.5 日で CCN2 の
発現がピークに達した。 
3．肢芽細胞の単層培養系にリコンビナント
CCN2,3 を作用させ、両者の発現量に変化が見
られるかどうか軟骨分化マーカー遺伝子の
発現に関与しているのかをリアルタイム PCR
法にて解析したところ、CCN2,3 ともにアグリ
カンの発現量を増加させた。しかしながら
CCN2,3 による互いの発現量への関与はみと
められなかった。次いで、高密度培養条件下
でリコンビナント CCN2,3 と、各々をターゲ
ットとする siRNA を用いて、軟骨分化への影
響を検討したところ、CCN2,3 の添加によりア
ルシアンブルーの染色性が増加した。そして
CCN2 のノックダウンによる軟骨分化抑制は
みとめられなかったが、CCN3 のノックダウン
で軟骨細胞への分化が顕著に阻害された（下
図）。 

 
 
4．実験に用いた肢芽細胞では CCN2 あほとん
ど産生されていない。この培養上清を試料と
して、リコンビナント CCN2 を添加し、さら
に抗 CCN2 抗体で免疫沈降した試料をウエス
タンブロット法にて解析した。ウエスタンブ
ロットの検出には抗 CCN3 抗体を使用した。
その結果、肢芽細胞が産生した CCN3 が CCN2
と結合する可能性が示された。また、1，2の
結果から、胎生 12.5 日以降、CCN2 と CCN3 の
発現がオーバーラップしており CCN2 と CCN3
が相互に作用する可能性が示唆された。 
5．CCN3 の機能を発揮するシグナル伝達経路
の解析リコンビナント CCN2,3 を肢芽細胞に
作用させ、MAPKs（ERK1/2, p38MAPK, JNK）
のリン酸化をウエスタンブロット法により
検討したところ、リコンビナント CCN3 の添
加で ERK1/2 のリン酸化が顕著に増加し、こ
の経路の阻害によりリコンビナント CCN3 の
作用が消失したことから、CCN3 の肢芽細胞に
おける作用の一部は ERK1/2 経路を介してい
ることが示唆された。 
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