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研究成果の概要（和文）：ラットの膝関節に終末糖化産物（AGE）を蓄積させるモデルを用い、関節へのメカニ
カルストレスとしての走行運動に対する関節軟骨恒常性と、関節不動に伴う拘縮に及ぼす影響を検討した。AGE
蓄積と走行運動の併用では、膝関節軟骨に明らかな軟骨減少や病理学的変化は認められなかった。関節拘縮への
影響について、AGE蓄積のみでは関節拘縮は出現しなかったが、3週間の関節固定により、関節性拘縮がAGE蓄積
関節でAGE非蓄積関節よりも重症化し、関節包では線維化関連遺伝子やコラーゲン遺伝子・タンパク増加を伴っ
ていた。これらの結果から、高齢者や糖尿病患者の拘縮に対し、AGEを標的とした治療が有効である可能性が示
唆された。

研究成果の概要（英文）：We examined the effects of hypo- and hyperactivity of joint with 
accumulation of AGEs. First, a combination of AGEs accumulation and treadmill running was tested. 
AGEs accumulated knee joint was not induced any pathological changes. Second, we tested the effects 
of AGEs on joint mobility. AGEs accumulation in joint components did not affect joint mobility. 
However, joint contracture following immobilization was aggravated in AGEs accumulating joints with 
concomitant upregulation of collagen genes and protein in joint capsule. This study is the first to 
elucidate the relationship between AGEs and joint contracture formation following immobilization via
 enhancement of fibrosis in joint capsule.

研究分野： 総合領域
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１．研究開始当初の背景 
終末糖化産物（AGE）は，加齢や糖尿病に

より増加する．関節軟骨の AGE の蓄積は，
軟骨代謝を異化に傾けること，炎症を促進さ
せることから，変形性膝関節症（膝 OA）と
の関係が示唆される．しかし，AGE 蓄積を
誘導した動物モデルでは膝 OA 発症・進行に
おいて一致した結果が得られていない．そこ
で，AGE に加え，それ以外の要因としてメ
カニカルストレスとの相互作用が膝 OA に導
くと推測した． 
また，AGE はコラーゲンを架橋して組織

の機械的性質を変化させることから，関節拘
縮の発生や進行に関与する可能性が示唆さ
れている．また，AGE は炎症促進作用があ
るが，関節固定後に関節炎が出現すること，
関節炎は拘縮の誘導因子であることから，
AGE 蓄積は拘縮を増悪させる因子である可
能性が示唆される． 

 
２．研究の目的 
本研究は，1）AGE 蓄積とメカニカルスト

レスの相互作用が OA 発症・進行に果たす役
割の解明，2）不動により誘導される関節拘
縮形成に AGE が及ぼす影響について解明を
目的とした． 
 
３．研究の方法 
実験 1 
ラット膝関節にリボース（100 µl 2.0M、2

回/週、8 週間）を投与して AGEs（ペントシ
ジン）の蓄積を誘導した．対照群には生理食
塩水を同様に投与した．その後，低速度（12 
m/min）のトレッドミル走行を 5 回/週、6 週
間行った．膝関節を採取、前額断パラフィン
切片を作製、HE 染色して組織学的・形態定
量学的に解析した． 

 
実験 2 

ラットの膝関節に実験 1 と同量のリボース
もしくは生理食塩水を両膝関節内に 2 回/週
投与した．8 週後、後方関節包を採取し，HPLC
でペントシジン量の測定を行った．残りのラ
ットには、右膝関節を 140°屈曲位で 3 週間創
外固定した．その後，膝関節伸展方向に 14.6 
N/mm のモーメントを加えた状態で，膝関節
可動域（ROM）を測定した．その後，膝関節
を固定，脱灰し，矢状断パラフィン切片を作
製した．HE 染色及びアルデヒドフクシンマ
ッソンゴールドナー染色を行い，後方関節包
を組織学的・形態定量学的に解析した．さら
に，切片から後方関節包を採取し，total RNA
を抽出、逆転写反応により cDNA を作製し，
線維化関連遺伝子であるトランスフォーミ
ング増殖因子（TGF-β1），I 型コラーゲン
（COL1A1）、III 型コラーゲン（COL3A1）の
mRNA をリアルタイム PCR にて測定した． 
 
４．研究成果 
実験 1 

サフラニン O ファーストグリーン染色では、
脛骨プラトー部，大腿骨顆部，膝蓋骨内側全
てで軟骨基質の染色性はいずれの群でも均
一であり，変形性膝関節症を示す明らかな病
理学的変化を認めなかった．膝蓋骨内側の軟
骨形態定量的解析を行った結果，非走行群同
士の比較では，AGE 関節は非 AGE 関節より
も軟骨基質厚が 5%減少した．走行群同士の
比較では，AGE 関節で非 AGE 関節よりも 8%
減少した．また，走行により非 AGE 関節で
は軟骨厚が 8%増加したのに対し，AGE 関節
では 5%増加した．二元配置分散分析では，2
要因（走行とリボース投与）の間に交互作用
は認められなかった． 
以上のことから，関節軟骨における AGE

の蓄積は低速度の走行運動に対する感受性
を変化させなかった． 
 
実験 2 
ペントシジンは，リボース群で生食群の 9.2

倍に増加した（P < 0.05）（図 1）． 

図 1．関節包ペントシジン量．リボース投与によ
り約 9.2 倍増加した．*：< 0.05 
 

筋性要因と関節性要因を含む筋切断前
ROM は，非固定側及び固定側ともにリボー
ス群と生食群の間に差がみられなかった．一
方、関節性要因を反映する筋切断後 ROM（図
2）は，非固定側では両群間に差がみられな
かったのに対し，固定側ではリボース群で生
食群よりも ROM が有意に減少した．二元配
置分散分析では，関節固定とリボース投与に
交互作用（相乗効果）が認められた． 

図 2．筋切断後 ROM．非固定側では生食群とリボ
ース群に差はなかったが、関節固定後の ROM は 
生食群に比べリボース群で有意に減少した．* < 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

non-Im Im

d
eg

re
es

ROM saline

ribose

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

saline ribose

p
en

to
si

d
in

e 
(µ

g/
g 

d
ry

 w
ei

gh
t)

joint capsule
* 

* 



0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

non-Im Im

F
ol

d
 c

h
an

ge
 i

n
 C

O
L

1A
1 

m
R

N
A

COL1A1 saline

ribose

0.05 
関節性拘縮の責任病巣である後方関節包は，

固定側で非固定側よりも滑膜長の短縮およ
び関節包の肥厚が認められたが，リボース群
と生食群の間に差はみられなかった． 
TGF-β1 mRNA 発現は，リボース投与や固定
により変化しなかった．COL1A1 mRNA およ
び COL3A1 mRNA は，リボース群の固定側で
非固定側よりも有意に増加（それぞれ 1.9 倍，
1.7 倍）した．固定側同士の比較では、COL3A1 
mRNA で生食群よりリボース群で有意に増
加（1.5 倍）した． 

図 3．線維化関連遺伝子発現．（A）TGF-β1 mRNA，
（B）COL1A1 mRNA，（C）COL3A1 mRNA．* < 0.05 
 
結論として，リボース投与による AGEs 蓄

積では，関節拘縮を発症させなかったが、不
動により誘導された関節拘縮は、AGE 蓄積に
よりコラーゲン遺伝子発現促進を介して拘
縮を増悪させた。本研究の結果から，高齢者
や糖尿病患者の拘縮に対し、AGE を標的とし
た治療が有効である可能性が示唆された． 
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