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研究成果の概要（和文）：転写因子 NFAT 阻害による人工関節周囲骨融解の抑制効果を、ヒト

骨髄細胞及びマウス頭蓋骨モデルにおいて検討した。 
１．人工関節置換術患者の骨髄を培養して破骨細胞へ分化させた。PMMA 投与による破骨細

胞分化促進と NFAT 阻害剤（CsA）による破骨細胞分化抑制効果を検討した。CsA で PMMA
による破骨細胞分化が有意に抑制された。 
２．Wild Type マウス頭蓋骨に PMMA を麻酔下に頭蓋骨に負荷し、頭蓋冠周囲に骨融解を誘

発した。CsA を局所投与し破骨細胞分化、頭蓋冠周囲骨融解の抑制効果を検討した。CsA によ

り PMMA による破骨細胞分化、骨融解が有意に抑制された。 
 

研究成果の概要（英文）： 
Particle-induced osteolysis is the major cause for orthopedic implant failure. This failure is 
caused mainly by the action of osteoclasts. Therapeutic interventions to alleviate osteolysis 
have been focused on understanding the mechanisms of osteoclastogenesis. 
Osteoclastogeneic and pro-inflammatory cytokines such as RANKL and TNF-α activate the 
transcription factor NF-κB, MAP kinases and NFAT2, all known to be essencial for the 
development of osteoclasts. We have published that polymethyl methacrylate (PMMA) 
particles accelerate osteoclastogenesis by induction of RANKL and by activation of 
NFAT2 in murine bone marrow macrophage (osteoclast precursors) and NFAT inhibitor, 
Cyclosporine-A (CsA) abolished the signaling pathways and osteoclastogenesis. The 
current study examines the role of NFAT2 in vivo in response to PMMA particles using 
murine calvaria model. Locally administered CsA effectively blocked PMMA-induced 
osteolysis in murine calvaria model. Furthermore, the clinical relevance of NFAT2-based 
regulation of PMMA-induced osteoclastogenesis is evaluated in human marrow 
macrophages which are osteoclast progenitors. This study demonstrates  CsA, 
calcineurin/NFAT inhibitor, abolished particle-induced osteoclastogenesis in human 
osteoclast precursor cells from THR patients. Thus NFAT2 appears to act as a significant 
mediator of orthopedic particle-induced osteolysis. As such, it should be considered as an 
attractive target for therapeutic intervention.  
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１．研究開始当初の背景 
高齢化社会の出現に伴い、股関節、膝関節な

ど四肢関節への人工関節置換術手術数は

年々増加しており、日本でも年間約４万件の

手術が施行されている。人工関節は恒久的な

耐性を獲得している訳ではなく、その耐性年

数は１０～２０年程度と言われ、人工関節の

再置換術が必要となる。欧米では人工関節再

置換術による医療保険費のコストの増大や、

患者のＡＤＬの低下が大きな問題として認

識されており、そのための基礎研究が盛んに

行われている。日本においても近年増大する

人工関節手術にともない、その対策を練る事

が急務である。人工関節再置換が必要とされ

る主な原因として、人工関節周囲の骨吸収が

進むために生じる弛み（人工関節周囲骨融

解）が挙げられる。そのメカニズムを概説す

る。人工関節は生体材料で関節を形成し関節

運動を行っている。その摺動面からポリエチ

レン、セメントなどの数マイクロメートルの

微小な摩耗粉が発生するが、その摩耗粉をマ

クロファージが貪食し、細胞内シグナル伝達

を経て種々の炎症性サイトカインが分泌さ

れる。そのため人工関節周囲で炎症が進み、

マクロファージから破骨細胞への分化が促

進する。結果、人工関節周囲の骨吸収が進み、

人工関節周囲骨融解が生じる。しかし、その

詳細な細胞内シグナル伝達、及び治療法は現

在も解明、確立していない。代表は人工関節

摩耗粉に由来する人工関節周囲骨融解につ

いて、マクロファージから破骨細胞への分化

に着目した研究をおこなってきた。破骨細胞

分化には RANK/RANLK 経路及び転写因子

NF-κB の活性化が重要であると言われ、上

記シグナルが人工関節周囲骨融解において

も重要であるが、代表は新しい知見として

MAP Kinase Family の１つである JNK 及

び NFAT が人工関節周囲骨融解において重

要な役割を果たしている事を報告した。特に

NFAT は破骨細胞分化の key mediator と言

われている。その阻害剤は癌患者で実用化さ

れており、人工関節周囲骨融解においても臨

床応用できる可能性がある。 
 
２．研究の目的 
人工関節摩耗粉の刺激によってマクロファ

ージから破骨細胞への分化が促進されるメ

カニズムについて、NFAT との関連を中心に

その key mediator となるタンパク質、転写

因子をヒトのマクロファージ及び in vivo モ
デルにおいて分子生物学的手法を用いて解

明し、臨床応用へ進めることである。 
１）ヒト骨髄細胞を使用し、人工関節摩耗粉

によるマクロファージから破骨細胞への分

化促進が NFAT 阻害剤を用いたシグナル伝

達阻害で抑制できる事を検討する。 
２）マウス頭蓋骨を用いた in vivo 人工関節

周囲骨融解モデルにおいて NFAT 阻害剤を

用いて、その効果を検討する。   
 
３．研究の方法 
 
Reagents 
Recombinant M-CSF was purchased from R&D 
industries (Minneapolis, MN). Soluble RANKL 
was from PEPROTECH (Rocky Hill, NJ). NFAT/ 
calcineurin inhibitor, Cyclosporine-A (CsA) was 
from Calbiochem (San Diego, CA). Chemicals 
are from Sigma (St. Louis, MO) . 
（M-CSF は R&D、sRANKL は PEPROTECH、
CsA は Calbiochem、各試薬は Sigma から購入
した。） 
 
Polymethylmethacrylate Particles 
Spherical PMMA particles (Polysciences, Inc., 
Warrington, PA) 1-10 µm in diameter (6.0 µm 
mean diameter, 95%<10µm) were used for all 
experiments as previously reported. Particles 
were rinsed in ethanol four times, sterilized in 
ethanol overnight and then rinsed 4 times with 
PBS. Particles were resuspended in serum-free 
MEM and stored at –20C. All particle 
preparations tested negative for endotoxin 
contamination with a Limulus Amebocyte Lysate 
assay (BioWhittaker, Inc.). For cell culture 
experiments the optimal particle concentration 
(0.5mg/ml) represents 2.6x107 particles per 5x105 
plated cells. 
（PMMA は直径 1-10 µm  平均 6.0 µm を使
用した。PMMA は ethanol、PBS で洗浄して 
Endotoxin の  contamination がないことを
aLimulus Amebocyte Lysate assay で確認し
た。） 
 
Animals 
BALB/c 3-4 week old wild type mice were 
housed at the Asahikawa Medical University 
School of Medicine barrier facility. Approval was 
obtained from Institutional Animal Care and Use 



Committee prior to performing this study. 
（BALB/c 3-4 週の wild type マウスを使用し
た。旭川医科大学動物施設で飼育した。） 
 
 
Cell Isolation and Purification 
Bone marrow macrophage from total hip 
replacement (THR) patients were purified over 
Ficoll-Hypaque gradient and cultured with 
30ng/ml M-CSF and 10% heat-inactivated fetal 
bovine serum. This study was approved our 
institutional review board. 
（THR 患者の骨髄を採取した。30ng/ml の
M-CSF 存在下で培養した。） 
  
 
Osteoclast Generation 
Osteoclasts were generated by culturing purified 
precursor cells in the presence of M-CSF and 
soluble RANKL (30 ng/ml each). Bona fide 
osteoclasts develop on days 10-14 of culture and 
cells are then fixed and TRAP-stained or 
subjected to further treatments such as exposure 
to CsA and stimulation with PMMA. These 
TRAP-positive (purple color) multinucleated 
cells (> 3 nuclei/cell) are bona fide 
osteoclast-like cells capable of resorbing bone 
wavers. Cells are counted per surface area under 
light microscope. 
(破骨細胞は 30 ng/ml の M-CSF and s RANKL
存在下で培養した。10-14 日で PMMA、CsA
を実験内容に応じて加えた。TRAP 染色で核
が 3 個以上の細胞を破骨細胞とした。)  
 
Histology  
Mice calvariae were preserved in 10% buffered 
formalin (24h), and decalcified using 10% EDTA, 
pH 7.0 for 7 days. Calvariae were then 
dehydrated in sectioned longitudinally. 
Five-micron sections were then stained with 
TRAP to visualize osteoclasts. Osteoclasts were 
counted under light microscope (using 
20×objectives) at the midsagittal suture with 
0.25-mm intervals as assessed by NIH Image. 
（マウス頭蓋骨は 10% buffered formalin で 24
時間保存し、 10% EDTA で 7 日間脱灰した。
縫合線に垂直な切片を作成し、TRAP 染色を
施行した。破骨細胞数をカウントし、縫合線
部の面積は NIH イメージで測定した。） 
 
Statistics 
Each condition was run in triplicates and all 
experiments performed three times. Results were 
compared with an unpaired t-test.  
（統計学的評価は unpaired t-test を使用し
た。） 
 

 
４．研究成果 
 
1. Cyclosporine-A (CsA) blocks PMMA 
particle-stimulated osteoclastogenesis of Human 
Osteoclast Precursor Cells from THR Patients.  
 
The data indicate that PMMA mounts a strong 
osteoclastogenic response, as measured by 
elevated number of TRAP-positive osteoclasts 
(3-4 fold increase p<0.01). Inclusion of  the 
calcineurin inhibitoror CsA (1μM) significantly 
reduced this response by blocking 
PMMA-induced osteoclastogenesis of Human 
osteoclast precursor cells from THR patients 
(60-70% inhibition compared with control). 
Having shown that inhibition of NFAT2 
attenuates PMMA-induced osteoclastogenesis by 
human progenitors. 
（ヒト骨髄細胞を使用した実験で、PMMA に

より破骨細胞数が control に比べて 3-4 倍に増

加した。1µM の CsA を加えると PMMA 群と

比較して破骨細胞数が有意に減少した。） 
 
2. Cyclosporine-A (CsA) attenuates PMMA 
particle-stimulated Murine Calvarial Osteolysis   
 
We tested the effect of NFAT2 inhibition on 
PMMA particle-induced calvarial osteolysis in 
mice. To this end, PMMA particles (10mg) were 
administered over the calvaria on day 0.  CsA 
(0.4mg/mouse) was directly injected on calvaria 
on the same day. On day 7, calvaria were 
collected and subjected to histologic analysis. 
Massive inflammation and hypercellularity were 
observed in PMMA-treated calvaria. Further, 
elevated numbers of TRAP-positive osteoclasts 
and large areas of focal bone erosion were 
evident as assessed by NIH Image. In contrast, 
CsA significantly inhibited PMMA-induced 
calvarial osteolysis.  
（10mg の PMMA をマウス頭蓋骨に投与し、

7 日目に取り出して TRAP 染色を施行した。

頭蓋冠周囲には破骨細胞の増加、骨溶解像、

炎症細胞の遊走が見られた。0.4mg の CsA を

投与すると、頭蓋冠周囲の破骨細胞数、骨融

解が有意に抑制された。） 
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