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緒 言 
 

 椎間板は体幹を支える脊椎の重要な基本構成要素であり，椎間板障害によって惹起

される症状として腰痛が挙げられる．腰痛は日本人の 7割以上が生涯において経験す

るとされ，病院受診の原疾患として腰痛症は最多といわれる．このように腰痛は自立

した健康的な生活をおこなう上での大きな障害として認知され，現代医学において克

服すべき重要な課題である． 
椎間板障害に対する治療には，従来より髄核摘出術や脊椎固定術などの外科的治療

が広く普及し，一定の効果が確認されている．しかし，髄核摘出術ではかえって椎間

板の変性変化が進行することが報告され 1，また脊椎固定術では固定椎間の椎間板機

能は失われ，さらに隣接する椎間板障害の出現が広く認知されている 2．また腰痛に

対する鎮痛剤投与等の保存加療も，対症療法の域を出ていないのが現状である．現在

の医療においては，椎間板の変性変化の進行を抑制し，その経過を変えうる有効な治

療法は確立されておらず，椎間板障害に対する代替医療の可能性に注目が集まってい

る． 
椎間板障害に対する効果的な治療に繋げるため，椎間板組織の変性メカニズムの解

析が必要となる．椎間板組織変性の要因として，加齢，遺伝，椎間板への栄養供給，

生体力学的負荷，外傷等の種々の要因が関与していると報告されている 3．椎間板組

織の中核を成す髄核細胞は，細胞分裂能が低く，また無血管野であり周囲からの拡散

により栄養状態を維持している特殊な組織である．脊椎の変性変化により椎体終板の

骨硬化が起こると，椎間板への栄養供給が低下し，さらに椎間板の変性が進行すると

報告されている 4．従って，栄養飢餓に関する椎間板細胞のメカニズムを解析するこ

とは，椎間板組織変性の病態を解明する上で重要であると考えられた．そこで我々は，

椎間板細胞の栄養飢餓に関連する遺伝子群を網羅的に解析したのでここに報告する． 
一方，椎間板組織は様々な荷重や運動負荷に対し，生体力学的に重要な機能を担っ

ている．生体力学的見地より，椎間板変性には過度の応力集中や椎間板内圧の変化が

関与していることが報告されている 5．さらに近年，椎間板の変性変化には髄核細胞

のアポトーシスが大きく関与していることが報告されており 6,7，生体力学的，分子生

物学的側面から多面的に椎間板組織に対する変性制御を試みることは，椎間板変性に

対する新たな治療戦略として期待される． 
 そこで我々は，椎間板細胞および組織に生体力学的負荷を与え，分子生物学的解析

手法を用いてアポトーシス関連遺伝子の発現抑制実験を行うことによって，より生体

内環境に近似した状態において椎間板組織の変性変化が制御可能かどうかを検証した

のでここに報告する． 
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略 語 表 
 

本文中および図中で使用した略語は以下のとおりである． 
 
ADAMTS  a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 
CDK   cyclin dependent kinase 
cDNA    complementary DNA 
DAPI   4′,6-diamidino-2-phenylindole 
GO   Gene Ontology 
KEGG    Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomics 
MMP   matrix metalloproteinase 
PI   propidium iodide 
qRT-PCR  quantitative real-time polymerase chain reaction 
siRNA   short interfering RNA 
TBS-T    tris buffered saline with tween 20 
TIMP   tissue inhibitor of metalloproteinase 

4 
 



第一章 
 

椎間板細胞の栄養飢餓に関連する遺伝子の網羅的発現解析 
 

緒言 
 

椎間板組織変性の原因として，椎間板への栄養供給が関与することが報告されてい

る 8．椎間板への血流供給は乏しく，線維輪および椎体終板に囲まれた髄核組織は無

血管野であり，髄核は椎体終板からの拡散により栄養状態が維持されている 8．椎体

終板－椎骨間における毛細血管が椎間板への栄養供給に重要な役割を担っており，椎

体終板の骨硬化により椎間板への栄養供給が減少することで，椎間板の変性変化が進

行することが報告されている 4．また，Sudoらはラットおよびウサギ椎間板細胞を血

清飢餓状態にすることでアポトーシスが誘導され，type Ⅱ collagen や aggrecan と

いった細胞外マトリックスの発現が減少することを報告している 9,10． 
このように，椎間板への栄養供給の低下が椎間板組織の変性変化の進行を引き起こ

すことが指摘されているが，その詳細な分子メカニズム等は十分解明されていない．

そこで，椎間板細胞の栄養飢餓に関連する遺伝子を解析し同定することは，椎間板変

性病態メカニズムの解明，および新たな椎間板変性治療のターゲットとなる可能性が

あると考えられた．そこで我々は，椎間板細胞血清除去モデルを使用し，椎間板細胞

の栄養飢餓に関する遺伝子群を網羅的に解析した． 
本研究において，椎間板細胞は栄養餓状態において，DNA damage checkpointお

よびアポトーシスに関連する遺伝子群に変動が認められたのでここに報告する． 
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実 験 方 法 
 
ラット・ヒト髄核細胞血清除去モデル 
本研究のために実施した動物実験はすべて北海道大学動物実験に関する規程に従

って実施した．13 週齢雄 Sprague-Dawleyラットを安楽死させ，顕微鏡下にゲル状の髄

核組織を採取した．まずラット髄核組織の免疫染色 (typeⅠcollagen, type Ⅱcollagen，
aggrecan) を行った (Figure 1)．採取した組織を 10% ホルムアルデヒドで固定し，パラ

フィンに包埋．パラフィン切片をキシレンにより脱パラフィンし，アルコール処理，

水洗いした後，pH 6.0のクエン酸緩衝液でマイクロウェーブ5分処理 (typeⅠcollagen，
aggrecan) または proteinase K (Dako, Kyoto, Japan)で 6 分処理 (typeⅡcollagen) した．

phosphate-buffered saline (PBS) で洗浄後，1% 過酸化水素メタノール処理後，抗 type Ⅰ 

collagen 抗体 (1:200; Abcam, Cambridge , UK)，抗 type Ⅱ collagen 抗体 (1:50; Daiichi 
Fine Chemical, Toyama, Japan)，抗 aggrecan 抗体 (1:100; Abcam) を使用し，一次抗体反

応を室温で 60 分行った．Envision (Dako) で処理し，DAB にて発色，ヘマトキシリン

で後染色した．得られた組織の細胞外基質は type Ⅱcollagen，aggrecan に濃染し，type
Ⅰcollagen は陰性であり，髄核組織であることを確認した (Figure 1)． 

 

 

 

Figure 1. ラット髄核組織 typeⅠcollagen, type Ⅱ collagen，aggrecan免疫染色． 

 
 
ラット髄核組織を 0.25% Collagenase (Wako, Osaka, Japan) を含むDulbecco’s modified 

Eagle’s medium (DMEM; Sigma-Aldrich, Deisenhofen, Germany) で 37°C，4 時間処理し，

髄核細胞を単離した．得られた髄核細胞を 1% penicillin/streptomycin，1.25µg/ml 
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fungizone (Invitrogen, Carlsbad, CA)，10% fetal bovine serum (FBS) を含むDMEM を培養

液として 37°C，5% CO2で培養し，2 継代の細胞を実験で使用した． 
本研究は北海道大学倫理委員会の承認のもと実施した．思春期特発性側弯症患者よ

り同意の元，術中採取した非変性椎間板組織より髄核組織を取り出した．本組織もラ

ットより採取した組織と同様に typeⅠcollagen, type Ⅱcollagen，aggrecan 免疫染色を施

行し，髄核組織であることを確認した (Figure 2)． 
 

 
 

Figure 2. 非変性椎間板組織より採取したヒト髄核組織 typeⅠcollagen, type Ⅱ collagen，aggrecan免疫染

色． 
 
 
ラット髄核組織と同様に，0.25% Collagenase (Wako) を含む DMEM 培地で 37°C，4

時間処理し，髄核細胞を単離・継代し， 2 継代の細胞を実験で使用した． 
髄核細胞の栄養飢餓状態を再現するため，in vitro 血清除去モデルを採用した 9．平

面培養した髄核細胞よりメディウムを除去し，PBS で 2 回洗浄後，血清を含まない

DMEM，1% penicillin/streptomycin，1.25µg/ml fungizone 培地を加え，37°C，5% CO2，

20%O2 の条件でインキュベートを行った (血清除去細胞)． 対照群として，10%FBS
を含むDMEM，1% penicillin/streptomycin，1.25µg/ml fungizone培地を用い，同条件で

インキュベートを施行した (非血清除去細胞)． 
 
マイクロアレイ解析 
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血清除去 48 時間後および血清含有培地で培養したラット髄核細胞より，FastPure 
RNA Kit (TaKaRa BIO, Otsu, Japan)を使用しRNAを抽出した．500ngのRNAを使用し，

Whole Rat Genome Oligo DNA Microarray (Agilent Technologies, Palo Alto, CA)を用いて網

羅的に遺伝子発現解析を行った．非血清除去細胞と比較し，血清除去細胞において 1.5
倍以上の発現変動がみられた遺伝子プローブを検出した．得られた発現変動遺伝子か

ら，Gene Ontology (GO) 解析 (http://geneontology.org/) および Kyoto Encyclopedia of 
Genes and Genomics (KEGG) pathway 頻度解析 (http://www.genome.ad.jp/kegg/) を行っ

た．次いでマイクロアレイ解析の再現性を確認するため，quantitative real-time 
polymerase chain reaction (qRT-PCR) アレイ解析を行った．1 μg のラット髄核細胞 total 
RNA から逆転写にて complementary DNA (cDNA) を合成し，RT2 Profiler PCR Arrays 
(Rat Cell Cycle, SABiosciences, Frederick, MD) を用いて qRT-PCR アレイを施行した．

mRNA の発現量はハウスキーピング遺伝子Rplp1 とActb の発現量により標準化した． 
 

qRT-PCR analysis 
ラット・ヒト髄核細胞よりNucleoSpin RNA Ⅱ Kit (TaKaRa BIO) を用いてRNA を

採取し，逆転写にて cDNA を合成し，SYBR PrimeScript RT-PCR Kit (TaKaRa BIO) を用

いて qRT-PCR を施行した． 
使用したプライマーのシークエンスは，ラット p53；5'- 

TGCAGTCAGGGACAGCCAAG-3' and 5'-GAGGTGACCCACAACTGCACA-3'，ラット

caspase 3；5'-GAGACAGACAGTGGAACTGACGATG-3' and 5'- 
GGCGCAAAGTGACTGGATGA-3'，ラット glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 
(GAPDH)； 5'-GACAACTTTGGCATCGTGGA-3' and 5'- 
ATGCAGGGATGATGTTCTGC-3'，ヒト caspase 3；
5'-ACAGAACTGGACTGTGGCATTGAG-3' and 5'-GGCACAAAGCGACTGGATGA -3'，
ヒトGAPDH；5'-GCACCGTCAAGGCTGAGAAC-3' and 
5'-TGGTGAAGACGCCAGTGGA-3'である．各mRNA の発現量は全てGAPDH の発現

量により標準化した． 
 

Western blot analysis 
血清除去 6 時間および 48 時間後のラット・ヒト髄核細胞より，冷却したT-PER tissue 

protein extraction reagent (Pierce, Rockford, IL) を加えタンパクを抽出した．得られた各

細胞抽出液を用いて western blot 解析を行った．20µg のタンパクを還元処理し，SDS
－PAGE (4-12% polyacrylamide gel) により分画し，polyvinylidene difluoride (PVDF) メン

ブレンへ転写した．5% 脱脂粉乳/ Tris Buffered Saline with Tween 20 (TBS-T) にてブロ

ッキング後，1 次抗体反応を 4°C で一晩行った．1 次抗体には抗 p15Ink4b抗体 (Abcam, 
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UK)，抗 p16Ink4a抗体 (Abcam)，抗 p21Cip1抗体 (Santa Cruz, Santa Cruz, CA)，抗 p27Kip1

抗体 (Santa Cruz)，抗 p53 抗体 (Abcam)，抗 caspase 3 抗体 (Cell Signaling, Danvers, MA)，
抗 cleaved caspase 3 抗体 (Cell Signaling) を 1:1000 に希釈し使用した．1 次抗体反応終

了後，horseradish peroxidase (HRP) 標識抗ウサギ IgG 抗体 (1:10000 dilution; Cell 
Signaling) を加え，2 次抗体反応を室温で 1 時間行った．反応終了後，メンブレンを

TBS-T で洗浄し，化学発光基質 Super Signal West Dura Extended Substrate (Thermo 
scientific, Waltham, MA) を用いて目的タンパク質の検出を行った．各タンパク発現量

は全て β-actin の発現量により標準化した． 
 
髄核細胞への siRNA 導入 
ラットp53 siRNA (sequence 1: 5′-CAAUUUCCCUCAAUAAGCUTT-3′ and 5′- 

AGCUUAUUGAGGGAAAUUGTT-3′; sequence 2: 
5′-CCACUAUCCACUACAAGUATT-3′ and 5′-UACUUGUAGUGGAUAGUGGTT-3′)，お
よびラットcaspase 3 siRNAを作成した (sequence 1: 5′- 
GCACAUCCUCACUCGUGUUTT-3′ and 5′-AACACGAGUGAGGAUGUGCTT-3′; 
sequence 2: 5′-GAAAGCCGAAACUCUUCAUTT -3′ and 
5′-AUGAAGAGUUUCGGCUUUCTT-3′ )．対照群としてscrambled negative control  
siRNA (control siRNA) を作成した (sequences: 5′-UCUUAAUCGCGUAUAAGGCTT-3′ 
and 5′-GCCUUAUACGCGAUUAAGATT-3′)． 
また，ヒトcaspase 3 siRNA (sequence 1: 5′- GCAUAUCAGUUGAGCUUCATT-3′ and 

5′-UGAAGCUCAACUGAUAUGCTT-3′; sequence 2: 
5′-GUAGAAGAGUUUCGUGAGUTT -3′ and 5′-ACUCACGAAACUCUUCUACTT-3′ )，
およびヒトcontrol siRNAを作成した (sequences: 
5′-UCUUAAUCGCGUAUAAGGCTT-3′ and 5′-GCCUUAUACGCGAUUAAGATT-3′)． 

siRNA 導入は Lipofectamine RNAiMax (Invitrogen) を使用した．siRNA 最終濃度

50nmol に調整し，抗生剤を除いた FBS10%を含むDMEM 培地に混和し siRNA を導入

した．siRNA 導入 48 時間後に血清除去を開始した． 
 
Caspase 3 免疫蛍光染色 
 ラット髄核細胞への caspase 3 siRNA 導入効果を確認するため，caspase 3 免疫蛍光

染色を行った． 平面培養したラット髄核細胞を PBS で洗浄後，1%パラホルムアルデ

ヒドで 20 分固定し，0.5% TritonX-100-PBS で処理し，1% bovine serum albumin 
(BSA)/PBS でブロッキングし，抗 caspase 3 抗体 (1:100 dilution; Thermo Scientific) を用

いて1次抗体反応を4°Cで一晩行った．fluorescein isothiocyanate (FITC) 標識抗ヤギ IgG
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抗体 (1:100 dilution; Jackson ImmunoResearch, West Grove, PA) を加え，2 次抗体反応を

室温で 30 分行った．PBS で洗浄後，蛍光顕微鏡で観察した． 
 
フローサイトメトリーによる細胞周期，アポトーシス評価 
 フローサイトメトリーにて，血清除去 48 時間後のラット髄核細胞の細胞周期，アポ

トーシスを評価した．Propidium iodide (PI) 染色法を用いて，ラット髄核細胞の細胞周

期を解析した．ラット髄核細胞を遠沈しペレットを得た後，70%エタノールにて固定

し，PI 50 µl にてDNA を染色しフローサイトメトリーにて測定した．アポトーシスは

FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit (BD Biosciences, San Jose, CA) を使用し評価し

た．ペレットを 100µl の FITC, PIを含む binding buffer でインキュベートし評価した．

フローサイトメトリーで早期アポトーシス細胞 (FITC+/ PI－)と後期アポトーシス 
(FITC+/ PI+) を測定した． 
 
統計分析 
得られたデータは Student’s t test またはANOVA を用いて有意差検定を行い，判定は

P 値＜0.05 で有意差ありとした． 
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実 験 結 果 
 

髄核細胞は血清飢餓状態で細胞周期関連遺伝子群の発現が変動する 
血清除去48時間後のラット髄核細胞を用い，マイクロアレイ解析を行った．非血清

除去細胞と比較したところ，2922プローブの発現変動が確認された．得られた発現変

動遺伝子プローブよりGO解析を行ったところ，血清除去により生物学的プロセスのカ

デゴリーにおいてregulation of physiological process, response to environmental stimulus, 
response to extracellular stimulus, response to nutrient levelsらのGO termの出現頻度が有

意にup-regulateし (Table 1)，anatomical structure development, organ development, 
anatomical structure morphogenesisらの出現頻度がdown-regulateしていた (Table 2)．また，

血清除去髄核細胞においてregulation of programmed cell death, regulation of cell 
proliferationに関連する遺伝子群に変動がみられていた．さらに，血清除去髄核細胞に

おいて，GO term: response to nutrient levelsに関連し発現変動がみられた遺伝子群を同定

した (Table 3)． 
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Table 1. 血清除去ラット髄核細胞で up-regulateしたGO term (P-value 低値の top 50)．count はそのGO term

に分類された遺伝子数を表す．  
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Table 2. 血清除去ラット髄核細胞で down-regulateしたGO term (P-value低値の top 50)．countはそのGO 

termに分類された遺伝子数を表す． 
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Table 3. 血清除去ラット髄核細胞で response to nutrient levels に関連し発現増加した遺伝子群．  

 
 
得られた発現変動遺伝子プローブよりKEGG pathway頻度解析を行ったところ，血

清除去細胞において有意な変動 (P < 0.01) が 17 pathwayに認められた (Table 4)．最も

有意でかつ出現頻度の高かった pathwayである“pathways in cancer”は，細胞周期およ

びアポトーシスに関する pathwayに密接に関係があり，細胞周期に注目し PCR アレイ

による追認実験を行った．PCR アレイでは，細胞周期におけるDNA damage checkpoint
に関連する遺伝子群に発現変動を認めた (Table 5)． 
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Table 4. KEGG pathway 頻度解析で血清除去ラット髄核細胞に有意に発現変動のみられた pathway (P < 

0.01)． 
 
 

 

 

Table 5. qRT-PCRアレイで血清除去ラット髄核細胞に有意に発現変動のみられた遺伝子群． 
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注目すべき細胞周期・アポトーシス関連遺伝子として p15Ink4b, p16Ink4a, p21Cip1, p27Kip1, 

p53 を挙げ，western blot による蛋白レベルの発現を評価した．血清除去 6 時間，48 時

間後のラット髄核細胞を用いて評価したところ，p15Ink4b, p16Ink4aの発現には変化が見

られなかった (Figure 3A)．p21Cip1は血清除去 6 時間で発現が増加し，48 時間で低下し

た (Figure 3A, B)．p27Kip1, p53 は血清除去により発現が増加した (Figure 3A, B)．また，

ヒト髄核細胞においても同様の傾向がみられた (Figure 4)． 
 

 
 

Figure 3. A) ラット髄核細胞血清除去におけるp15Ink4b, p16Ink4a, p21Cip1, p27Kip1, p53のwestern blot． B) p21Cip1, 

p27Kip1, p53発現の densitometryによる定量化．発現量は β-actinにより標準化．(n = 3 per group. Data shown 

are mean ± SD. * = P < 0.05) 
 
 

 
 

Figure 4. ヒト髄核細胞血清除去における p15Ink4b, p16Ink4a, p21Cip1, p27Kip1, p53のwestern blot． 
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p21 Cip1と p53 の相互機能解析 

p21 Cip1は p53 の標的分子であり，p53 に依存して細胞増殖を停止させる主要な機能を

有しており 11，p21 Cip1と p53 の関連性を解析した．ラット p53 siRNA を作成し髄核細

胞へ導入したところ，qRT-PCR にて有意に p53 発現が抑制された (Figure 5A)．髄核細

胞へ siRNA を導入後，血清除去を 48 時間かけてwestern blot を施行した．血清存在下

では p53 siRNA 導入細胞で p53 発現は抑制され，p21 Cip1発現は低下した．血清除去に

より p53 発現は増加したが，p53 siRNA 導入細胞では抑制されていた (Figure 5B, C)．
p21 Cip1は血清除去により発現が低下したが， siRNA 非導入細胞・control siRNA 導入細

胞と比べp53 siRNA導入細胞におけるp21 Cip1発現に変化はみられなかった (Figure 5B, 
C)． 

 

 

 
Figure 5. A) ラット髄核細胞へ p53および control siRNAを導入し，導入後 48時間でRNAを回収，

p53mRNA発現を qRT-PCRで解析．B) ラット髄核細胞 siRNA導入後，血清除去における p53, p21Cip1の

western blot．C) 血清除去 48時間における p53, p21Cip1発現の densitometryによる定量化．発現量は β-actin

により標準化．(n = 3 per group. Data shown are mean ± SD. * = P < 0.05 compared with control siRNA, reagent 

only, cells only, ** = P < 0.05 compared with untreated control, p53 siRNA, #= P < 0.05 versus all other groups) 

 
 

p21 Cip1と caspase 3 の相互機能解析 
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p21 Cip1と caspase 3 はアポトーシスに関連して相互に関与していることが指摘されて

おり 12,13，p21 Cip1と caspase 3 の関連性を解析した．ラット caspase 3 siRNA を作成し髄

核細胞へ導入したところ，qRT-PCRにて有意に caspase 3発現が抑制された (Figure 6A)．
また，caspase 3 免疫蛍光染色においても，caspase 3 siRNA 導入細胞で caspase 3 の発

現は抑制されていた (Figure 6B)．髄核細胞へ siRNA を導入後，血清除去を 48 時間か

けてPCR アレイおよびwestern blot を施行した．PCR アレイでは p21 Cip1発現が有意に

増加していた (Table 6)．Western blot では，血清除去により cleaved casapse 3 発現は増

加したが，caspase 3 siRNA 導入細胞では siRNA 非導入細胞・control siRNA 導入細胞に

比べ発現は低下していた (Figure 6C, D)．p21 Cip1は，血清存在下では caspase 3 siRNA 導

入細胞で発現が増加した．血清除去 48 時間では，siRNA 非導入細胞・control siRNA
導入細胞では p21 Cip1発現は低下したが，caspase 3 siRNA 導入細胞では発現が維持され

ていた (Figure 6C, D)．また，ヒト caspse 3 siRNA を作成し，ヒト髄核細胞へ導入後血

清除去をかけたところ，ラット髄核細胞と同様の傾向がみられた (Figure 7)． 
 

 
 

Figure 6. A) ラット髄核細胞へ caspase 3および control siRNAを導入し，導入後 48時間でRNAを回収，

caspase 3 mRNA発現を qRT-PCR で解析．B) siRNA導入後，血清除去 0時間，48時間における caspase 3 免

疫蛍光染色．Bar = 200µm C) ラット髄核細胞 siRNA導入後，血清除去における caspase 3, cleaved caspase 3, 

p21Cip1のwestern blot．D) 血清除去 48時間における caspase 3, cleaved caspase 3, p21Cip1発現の densitometry

による定量化．発現量は β-actinにより標準化．(n = 3 per group. Data shown are mean ± SD. * = P < 0.05 
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compared with control siRNA, reagent only, cells only, ** = P < 0.05 compared with all other groups, #= P < 0.05 

versus untreated control, caspase 3 siRNA) 
 
 

 
 

Table 5. qRT-PCRアレイで，caspase 3 siRNA導入後の血清除去ラット髄核細胞に有意に発現変動のみられ

た遺伝子群． 
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Figure 7. A) ヒト髄核細胞へcaspase 3およびcontrol siRNAを導入し，導入後48時間でRNAを回収，caspase 

3 mRNA発現を qRT-PCRで解析．B) ヒト髄核細胞 siRNA導入後，血清除去における caspase 3, cleaved 

caspase 3, p21Cip1のwestern blot．D) 血清除去 48時間における caspase 3, cleaved caspase 3, p21Cip1発現の

densitometryによる定量化．発現量は β-actinにより標準化．(n = 3 per group. Data shown are mean ± SD. * = P 

< 0.05 compared with control siRNA, reagent only, cells only, ** = P < 0.05 compared with all other groups, #= P < 

0.05 versus untreated control, caspase 3 siRNA) 
 
 
続いてフローサイトメトリーにてラット髄核細胞への caspase 3 siRNA 導入による

細胞周期，アポトーシスへの影響を調べた．血清除去 48 時間後では，siRNA 非導入

細胞，control siRNA 導入細胞ではG1 arrest がみられたが，caspase 3 siRNA 導入細胞で

はこの変化が抑制されていた (Figure 8A, B)．アポトーシス評価では，血清除去 48 時

間で siRNA 非導入細胞，control siRNA 導入細胞でアポトーシスが増加したが，caspase 
3 siRNA 導入細胞では血清除去によるアポトーシスが抑制されていた (Figure 8C, D)． 
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Figure 8. A) ラット髄核細胞へ caspase 3および control siRNAを導入し，血清除去 48時間におけるフロー

サイトメトリーによるPI染色を用いた細胞周期評価．B) 各群におけるG1期，S期の比較．C) siRNA

導入後，血清除去48時間におけるAnnexin V-FITCを用いたアポトーシス評価．早期アポトーシス (FITC+/ 

PI-)，後期アポトーシス (FITC+/ PI+)．D) 各群におけるアポトーシス (早期＋後期) 割合．(n = 3 per group. 

Data shown are mean ± SD. * = P < 0.05 versus all other groups, ** = P < 0.05 versus serum-starved only, control 

siRNA) 

 
 
また，髄核細胞は低酸素状態で培養すると，血清除去により誘導されるアポトーシ

スに抵抗性を有すると報告されている 14．そこで，2% O2の低酸素条件下でラット髄

核細胞に血清除去を負荷し，タンパク発現を評価した (Figure 9)．低酸素条件下におい

ても，通常酸素濃度と同様のタンパク発現傾向を示した．しかし，低酸素下血清除去

細胞における各種タンパク発現の変化は，通常酸素濃度時に比べ発現変化が少なかっ

た． 
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Figure 9. 低酸素条件下 (2% O2) ラット髄核細胞血清除去におけるp21Cip1, p27Kip1, caspase 3, p53のwestern 

blot． 
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考察 
 
 本研究ではラット髄核細胞の血清除去モデルを用いて，椎間板細胞の栄養飢餓状態

における遺伝子発現を網羅的に解析した．マイクロアレイ解析では，血清除去ラット

髄核細胞において，細胞周期DNA damage check point に関する遺伝子群 (Atm, Brca1, 
Cdc25, Gadd45, Hus1, Ppm1D, Rad9, Tp53, Ccnd1) に有意な変動がみられた．これらのう

ち，Tp 53 (tumor suppressor protein p53) は癌抑制遺伝子として知られており，DNA 修

復や細胞周期・細胞増殖の停止，アポトーシスの誘導などにかかわる機能を有してい

る．Ccnd1 (Cyclin D1) は，サイクリン依存性キナーゼ (cyclin dependent kinase: CDK) 4/6
と結合し活性化されることで，細胞周期 G1 期から S 期へ移行に関与している．そこ

でG1 から S 期の移行において，サイクリン－CDK 複合体の調節に関わり，また p53
とも重要な関係を有する p15Ink4b, p16Ink4a, p21Cip1, p27Kip1に着目し，ラットおよびヒト髄

核細胞を用いて実験を行った． 
 髄核細胞の血清除去モデルを用いて，western blot によるタンパクレベルの発現を評

価したところ，p21Cip1, p27Kip1 および p53 で有意な発現変化を認めた．p21Cip1, p27Kip1

はサイクリン－CDK 複合体の活性を抑制し，細胞周期の進行に抑制的に働くCDK イ

ンヒビターである．また p21Cip1は p53 の標的分子であり，DNA 損傷時における p53
に依存した細胞増殖停止の主要な機能を有している 11．血清除去におけるこれらのタ

ンパク発現の増加は，細胞周期停止を引き起こし DNA 修復の時間をとる方向へ働い

たものと考えられる．本研究では血清除去後早期（6 時間）で p21Cip1タンパク発現は

増加したが，48 時間では反対に発現は低下していた．これは血清飢餓早期では p21Cip1

発現が増加し，細胞周期を止めることで細胞保護的に働き，その後はアポトーシスを

誘導する方向へ働いたものと考えられる．p21Cip1は p53 により制御されており，髄核

細胞へ siRNA を導入し内在性の p53 をノックダウンしたところ，血清存在下では

p21Cip1発現は低下した．しかし血清除去 48 時間後では，p53 siRNA 導入細胞において

も p21Cip1発現に変化はみられなかった．これらの所見より，血清存在下において p53
は p21Cip1発現に影響するものの，血清飢餓状態では p21Cip1は p53 非依存的に制御され

ることが示唆された． 
 p21Cip1 は CDK インヒビターとして細胞周期を停止させ，アポトーシス関連遺伝子

caspase 3 を介してアポトーシス制御に関与している 12．一方 caspase 3 は p21Cip1を不活

化し，その機能を抑制するとも報告されている 13． 本研究では血清除去により p21Cip1

発現は低下したが，caspase 3 siRNA 導入細胞では p21Cip1発現は維持された．また，

caspase 3 siRNA導入細胞は血清飢餓におけるG1 arrestおよびアポトーシスが抑制され

ていた．これらの所見より，caspase 3 のノックダウンが血清飢餓状態における髄核細

胞の生理的な機能維持に働き，p21Cip1は caspase 3 siRNA 導入により髄核細胞抗アポト
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ーシス作用をもつことが示された． 
 本研究の限界として，椎間板の栄養飢餓状態を再現するために用いた血清除去モデ

ルが挙げられる．生体内において，椎間板変性によりどの程度髄核への栄養供給が阻

害されるのかは不明であり，血清を全く含まない血清除去モデルが生体内の低栄養状

態を完全には反映していない可能性がある．しかし，血清除去モデルは広く行われて

いる手法で，極度の栄養飢餓状態を再現出来る有用なモデルであり，本研究で採用し

た．また，本研究では細胞周期とアポトーシス，特に G1-S 期における分子メカニズ

ムに着目し実験を進めたが，その他の有意に変動のみられた遺伝子群も椎間板細胞の

栄養飢餓状態に重要な役割を有していることが考えられる．今後これらのメカニズム

も合わせて明らかにしていく必要がある． 
 本研究において，椎間板細胞の血清飢餓状態において細胞周期 DNA damage check 
point に関する遺伝子群およびアポトーシス関連遺伝子群に有意な変動が認められた．

これらの遺伝子群は，今後さらなる椎間板変性病態解析および治療のターゲットとな

りうることが示唆された．そこで我々は，アポトーシス関連遺伝子に着目し caspase 3
を遺伝子レベルで阻害することによる椎間板変性抑制効果について検討した． 
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第二章 
 

生体力学的負荷に起因する椎間板細胞・組織の変性制御に関する研究 
 

緒 言 
 

椎間板組織の変性変化に髄核細胞のアポトーシスが関与することが，分子生物学的

研究において報告されている 6,7．髄核はプロテオグリカンおよびタイプⅡコラーゲン

を含有する豊富な細胞外基質を有しており，髄核細胞がこれらの細胞外マトリックス

を産生することで椎間板機能の維持に重要な役割を担っている．椎間板変性では，髄

核細胞がアポトーシスを起こし，それに伴い細胞外基質産生が減少し，組織の変性変

化が進行する 15．  
Sudo らは椎間板細胞のアポトーシス機構の解析を行い，髄核細胞のアポトーシス

関連遺伝子を遺伝子レベルで制御することで，アポトーシスの抑制および椎間板組織

の変性抑制が可能であることを実証した 9．アポトーシス実行因子である caspase 3
の発現を siRNA を用いてノックダウンすることにより，ウサギ椎間板穿刺変性モデ

ルにおける in vivo 変性抑制効果を明らかにしている 10．また，先行研究では髄核細

胞の栄養飢餓状態において，細胞周期およびアポトーシス関連遺伝子群に変動がみら

れており，髄核細胞のアポトーシスは椎間板組織変性に対する治療ターゲットとなり

うることが考えられた． 
一方で，脊椎の重要な構成要素である椎間板は生体内において常に荷重を受けてい

る組織であり，椎間板への過度な力学的負荷は椎間板変性の重要な因子として報告さ

れている 16,17．臨床において脊椎固定術後に隣接する椎間板の変性変化が進行するこ

とが指摘されているが，脊椎固定術モデルを用いた生体力学的研究より，固定隣接椎

間への過度の応力集中が椎間板変性を進行させる要因であると報告されている 5．ま

た，力学的負荷に起因する椎間板変性に関しても，髄核細胞のアポトーシスが関連し

ていると報告されている 6,16． 
そこで我々は，生体力学的環境変化における椎間板変性に対して，髄核細胞のアポ

トーシスを抑制することで椎間板の変性変化を制御できるのではないかという仮説を

立てた．これを検証するため，ヒト髄核細胞3 次元培養モデルを用いた in vitro試験

と，ウサギ椎間板圧迫変性モデルを用いた in vivo 試験を行った．これらの実験にお

いて，力学的負荷による椎間板変性の病態を解析し，また caspase 3 siRNAを用いた

髄核細胞 caspase 3 ノックダウンによる椎間板細胞死・組織変性抑制効果について検

証した． 
本研究において，椎間板細胞のアポトーシスを遺伝子レベルで阻害することで，生
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体内環境に近似した状態において椎間板組織の変性変化が制御可能であったのでここ

に報告する． 
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実験方法 
 
ヒト髄核細胞 3 次元培養モデル 
本研究は北海道大学倫理委員会の承認のもと実施した．思春期特発性側弯症患者よ

り同意の元，術中採取した非変性椎間板組織より髄核組織を取り出した．0.25% 
Collagenase (Wako) を含む DMEM培地で37°C ，4時間処理し，髄核細胞を単離した．

得られた髄核細胞を 1% penicillin/streptomycin，1.25µg/ml fungizone (Invitrogen)，10% 
FBS を含むDMEM を培養液として 37°C，5% CO2で培養し，2 継代の細胞を実験で使

用した．  
ヒト髄核細胞を 0.25%トリプシン/EDTA (Invitrogen) にて剥がし，遠心分離で回収し

た．20% FBS を含むDMEM 培養液 1.0ml で懸濁し 2.0×106cells/ml とし，PBS で溶解

した低温融解アガロースゲル (Sigma-Aldrich) 1.0ml を加え，髄核細胞 2.0×106cells/ml
含有 2%アガロース溶液を作成した 18．4°C，5 分間凝固後，直径 8mm，厚さ 2mm の

円柱状に採型した (Figure 10)．髄核細胞－アガロース複合体を10% FBSを含むDMEM
培養液で一晩培養し，圧縮負荷試験を施行した． 

 

 
 

Figure 10. A) 髄核細胞－アガロースゲル複合体． B) アガロースゲルを用いて 3次元培養した髄核細

胞の顕微鏡写真． 
 
 

ヒト髄核細胞への siRNA 導入 
ヒト caspase 3 siRNA を作成した (sequences: 5′-GCAUAUCAGUUGAGCUUCATT-3′ 

and 5′-UGAAGCUCAACUGAUAUGCTT-3′)．対照群として scrambled negative control 
siRNA (control siRNA) を作成した (sequences: 5′-UCUUAAUCGCGUAUAAGGCTT-3′ 
and 5′-GCCUUAUACGCGAUUAAGATT-3′)． 

siRNA 導入は Lipofectamine RNAiMax (Invitrogen) を使用した．siRNA 最終濃度

50nmol に調整し，抗生剤を除いた FBS10%を含むDMEM 培地に混和し siRNA を導入

した．siRNA 導入 48 時間後に細胞を回収し，ヒト髄核細胞－アガロース複合体を作

成した． 
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力学的圧縮負荷試験 
自作の圧縮試験器を用いて，ヒト髄核細胞－アガロース複合体に圧縮負荷を与えた 

(Figure 11)．液体透過性を有する多孔質金属プレート上に髄核細胞－アガロース複合体

を設置し，圧力モニター (50N Load cell; Kyowa Electronic Instruments, Tokyo, Japan) 下
に金属製圧子を用いて静的圧縮負荷を与えた．初期試料の高さに対し，25%の圧縮負

荷を与え評価をおこなった．すべての試験は 37°C，5% CO2の条件下にインキュベー

ターで施行した． 
4 群の髄核細胞－アガロース複合体を設定した． 

(a) Unloaded control: siRNA 非導入髄核細胞－アガロース複合体，非圧縮群． 
(b) Compression only group: siRNA 非導入髄核細胞－アガロース複合体，圧縮群． 
(c) Control siRNA group: control siRNA 導入髄核細胞－アガロース複合体，圧縮群． 
(d) Caspase 3 siRNA group: caspase 3 siRNA 導入髄核細胞－アガロース複合体，圧縮群． 

 

 

 
Figure 11. A) インキュベーター内に設置した静的圧縮試験器． B) 圧力モニターにて髄核－アガロー

スゲル複合体にかかる圧力を計測． 
 
 

細胞生存率・アポトーシス評価 
 圧縮負荷後のヒト髄核細胞－アガロース複合体における細胞生存率を，蛍光染色に

て評価した．生細胞・死細胞の染色にそれぞれCalcein-AM，4′,6-diamidino-2-phenylindole 
(DAPI) (Dojindo, Kumamoto, Japan)を使用した．圧縮負荷後の髄核細胞－アガロース複

合体を PBS で 5 分，3 回洗浄し，Calcein-AM (1µg/ml)，DAPI (1µg/ml)を含む PBS で

37°C，1 時間処理した 19．PBS で 5 分，3 回洗浄後，ゲルを 0.5mm の厚さにスライス

し蛍光顕微鏡で観察した．緑 (Calcein-AM)，青 (DAPI) に染まった細胞数をそれぞれ
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無作為に抽出した5視野で計測し，細胞生存率はCalcein-AM陽性細胞数のCalcein-AM，

DAPI陽性細胞数の和に対する割合で算出した． 
髄核細胞のアポトーシスは In Situ Apoptosis Detection Kit (TaKaRa BIO) を用いて

terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated deoxyuridine triphosphate-biotin nick end 
labeling (TUNEL) 染色を施行し，評価した．TUNEL陽性細胞数をそれぞれ無作為に抽

出した 5 視野で計測し，TUNEL陽性細胞率は総細胞数に対するTUNEL 陽性細胞数の

割合で算出した． 
 

Western blot analysis 
 圧縮負荷後の髄核細胞－アガロース複合体を PBS で 2 回洗浄し，100U/ml agarase 

(Sigma-Aldrich) で 37°C，1 時間処理した．PBS で 2 回洗浄後，回収した細胞に冷却し

たT-PER tissue protein extraction reagent (Pierce) 100µl を加えタンパクを抽出した．得ら

れた各細胞抽出液を用いてwestern blot解析を行った．20µgのタンパクを還元処理し，

SDS－PAGE (4-12% polyacrylamide gel) により分画し， PVDF メンブレンへ転写した．

5% 脱脂粉乳/TBS-T にてブロッキング後，1 次抗体反応を 4°C で一晩行った．1 次抗

体には抗 caspase 3 抗体 (Cell Signaling)，抗 cleaved caspase 3 抗体 (Cell Signaling)，抗

matrix metalloproteinase (MMP)-3 抗体 (Santa Cruz)，抗MMP-13 (R&D systems, Boston, 
MA)，抗 a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motif (ADAMTS)-4 抗体 
(Abnova, Taipei, Taiwan)，抗 ADAMTS-5 抗体 (Santa Cruz)，抗 tissue inhibitor of 
metalloproteinase (TIMP)-1 抗体 (Abcam)，抗 type Ⅱ collagen 抗体 (Abcam)，抗 aggrecan
抗体 (Abcam)，抗 integrin α5β1 (Chemicon, Temecula, CA)を 1:1000 に希釈し使用した．

1次抗体反応終了後，それぞれHRP標識抗ウサギ・マウス IgG抗体(1:10000 dilution; Cell 
Signaling)，抗ヤギ IgG 抗体 (1:10000 dilution; Santa Cruz) を加え，2 次抗体反応を室温

で1時間行った．反応終了後，メンブレンをTBS-Tで洗浄し，化学発光基質Super Signal 
West Dura Extended Substrate (Thermo scientific) を用いて目的タンパク質の検出を行っ

た．各タンパク発現量は全て β-actin の発現量により標準化した． 
 

ウサギ椎間板圧迫変性モデルの作製，caspase 3 siRNA 導入 
本研究のために実施した動物実験はすべて北海道大学動物実験に関する規程に従

って実施した．4-5 ヶ月齢雄日本白色家兎 (3.2-3.5kg) を使用し，椎間板圧迫変性モデ

ルを作成した．腰椎椎間板に創外固定器を装着し，バネを用いて圧迫負荷をかけるモ

デルを採用した 20．自作の創外固定器を作成し，校正器でバネ長と圧迫力との関係を

計測した (Figure 12A)．圧迫力 150N までバネ長と圧縮力との関係は比例関係にあり，

圧迫力の調整が可能であった (Figure 12B)．  

29 
 



ペントバルビタール (30mg/kg) による静脈麻酔と 1%キシロカインの局所麻酔を併

し手術を施行した．電動ドリルを用いて第 4・5 腰椎椎体にそれぞれ平行に刺入した

1.5mm 径のK-wire 2 本に，経皮的に刺入した 4 本のステンレス製ピンを連結させ，創

外固定器を装着した (Figure 12C)．校正器で調整したバネを用いて，第 4・5 腰椎間に

圧迫を負荷した．創外固定器を装着し，圧迫をかけないものを Sham 群とした． 
ウサギ caspase 3 siRNA は先行研究に従い作成した (sequences: 

5′-CGUCCCGGUCUGGUACAGAUGUAAA-3′ and 
5′-UUUACAUCUGUACCAGACCGGGACG-3′) 10．対照群として control siRNA を作成

した (sequences: 5′-CGUUGGCGGUCACAUGUAGUCCAAA-3′ and 
5′-UUUGGACUACAUGUGACCGCCAACG-3′)．各 siRNA は Invivofectamine Reagent 
(Invitrogen) を用い，最終濃度 1µg/µm に調整した．圧迫開始 1 週間後，X 線透視下に

27G の注射針とマイクロシリンジを用い，第 4/5 腰椎椎間板へ siRNA-Invivofectamine 
Reagent 混合液 10µl を注入した (Figure 12D)．siRNA 注入後 8 週，16 週で評価を行っ

た． 
 

 
 
Figure 12. A) 椎間板圧迫創外固定器と校正器． B) バネ長と圧迫力の関係を校正器で計測．C) ウサギ

第 4-5腰椎へ創外固定器を設置．D) 透視下に第 4/5腰椎椎間板に siRNAを注入． 
 
 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
椎間板変性を評価するため，7.0-Tesla MR scanner (Unity Inova, Varian) を用い評価し

た．siRNA 導入後 8 週，16 週にペントバルビタールを過量投与し安楽死させ腰椎を切
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除し，63mm 径表面コイルを使用し，T2 強調矢状断，冠状断 (1mm-thick，10×10 cm field 
of view, 512×256 matrix size) を撮像した (repetition time 2500 msec, time to echo 80 
msec)．椎間板変性の重症度を評価するため，Pfirrmann 分類を用いてスコア化した 21．

本分類はMRIにおける椎間板変性を 5 段階 (1: normal～5: highly degenerative) に評価

している． 
また，Analyze 10.0 software (AnalyzeDirect) を用いて，矢状断におけるMRI index (髄

核の平均信号強度と髄核面積の積) を測定し定量的に評価した 22．siRNA 導入椎間板

におけるMRI index を，sham 群のMRI index に対する割合で評価した．  
 

組織切片の作製・椎間板変性の組織学的評価 
 MRI撮像後，10%ホルムアルデヒドでサンプルを固定，10% EDTA (pH 7.5)で脱灰処

理し，パラフィンに包埋．矢状断 5-μm 厚のパラフィン切片をキシレンにより脱パラ

フィンし，アルコール処理，水洗いした後，Hematoxylin & Eosin (HE) 染色，サフラニ

ン-O 染色を施した．椎間板変性の重症度は Masuda の分類を用いてスコア化した 23．

本分類は 4 種類のカテゴリ (線維輪の配列，線維輪と髄核の境界，髄核細胞数，髄核

細胞外マトリックス) からなり，4 点 (normal) ～12 点 (highly degenerative) のスコア

となる．また HE 染色において，無作為に選択した 5 視野において単位面積あたりの

髄核細胞数を計測した．TUNEL染色は，In situ Apoptosis Detection Kit (TaKaRa BIO) を
用いて施行し，DAB (Dako) で発色した．Cleaved caspase 3，MMP-3，integrin α5β1 免

疫染色を行った．一次抗体には抗 cleaved caspase 3 抗体 (1:100; Cell Signaling)，抗

MMP-3 抗体 (1:50; Santa Cruz)，抗 integrin α5β1 抗体 (1:200, Chemicon) を使用した．

前処理として cleaved caspase 3 はオートクレーブ処理，integrin α5β1 は Proteinase K 
(Dako)で 20 分処理を行った．PBS 洗浄後 1% 過酸化水素メタノール処理し，一次抗体

反応を行いEnvision (Dako) (cleaved caspase 3, integrin α5β1) または biotinylated anti-goat 
IgG (1:100; Vector, Burlingame, CA)，AVC reagent (Vector) (MMP-3) で処理し，DAB にて

発色，hematoxylin で後染色した．無作為に選択した 5 視野において，TUNEL，cleaved 
caspase 3，MMP-3，integrin α5β1 陽性細胞数を計測した． 

 
統計分析 
得られたデータは Student’s t test またはANOVA を用いて有意差検定を行い，判定

は P 値＜0.05 で有意差ありとした． 
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実 験 結 果 
 

ヒト髄核細胞は静的圧縮負荷により細胞外基質分解酵素の発現上昇を伴い細胞死が

進行する 
ヒト髄核細胞－アガロース複合体へ静的軸圧縮を負荷し，髄核細胞へ与える影響を

評価した．初期試料の厚さに対して 30%以上の圧縮負荷を与えたところ，髄核細胞－

アガロース複合体は破壊されてしまい，耐えうる最大負荷の25%圧縮負荷を採用した．

圧縮負荷による髄核細胞－アガロース複合体への圧力を圧モニターにて計測すると，

応力緩和曲線に示すように髄核細胞－アガロース複合体は粘弾性の動態を示した 
(Figure 13)．圧縮により一時的に 19.6±2.1 kPaまで圧力は増加し，2 分後には速やかに

1.8±0.4 kPa まで低下した．圧縮負荷後 1 時間で 1.0±0.16 kPa まで圧力は緩徐に低下

し，その後 24 時間まで持続的に圧力がかかっていた (Figure 13)． 
 

 
Figure 13. ヒト髄核細胞－アガロースゲル複合体へ 25%静的圧縮負荷をかけ，ゲルへの圧力を計測 (応

力緩和曲線)． 
 
まず，圧縮負荷をヒト髄核細胞－アガロース複合体へ0~24時間与え評価を行った．

Calcein-AM 蛍光染色による細胞生存率評価では，圧縮群で非圧縮群に比べ髄核細胞生

存率は有意に低下した (Figure 14A)．TUNEL染色による髄核細胞アポトーシス評価で

は，圧縮群でTUNEL陽性細胞率が有意に増加した (Figure 14A)．Western blot では，

圧縮負荷により cleaved caspase 3 発現が有意に増加した (Figure 14B)．また，MMP-3, 
MMP-13, ADMATS-4, ADAMTS-5 の発現は圧迫群で非圧迫群に比べ増加した．一方，

TIMP-1, type Ⅱ collagen, aggrecan 発現は圧迫に伴い減少した (Figure 14B)．機械的ス

トレスにより，ヒト髄核細胞の細胞外基質分解酵素の発現が増加した．椎間板におけ

るメカノレセプターとして確認されている integrin α5β1 は，圧迫群で発現が増加した 
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(Figure 14B)．また，圧縮負荷 48 時間後においても，24 時間後と比べて同様の傾向が

みられた (Figure 15)． 
 

 
 

Figure 14. A) ヒト髄核細胞－アガロース複合体への圧縮負荷 1, 6, 24時間におけるCalcein AM蛍光染色，

TUNEL染色による細胞生存率・アポトーシス評価．Arrows: TUNEL陽性細胞．B) ヒト髄核細胞－アガ

ロース複合体への圧縮負荷 0~24時間におけるwestern blot，および densitometryによる定量化．(n = 3 per 

group. Data shown are mean ± SD. * = P < 0.05 versus unloaded control, ** = P < 0.05 versus unloaded control) 
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Figure 15. A) ヒト髄核細胞－アガロース複合体への圧縮負荷24，48時間におけるCalcein AM蛍光染色，

TUNEL染色による細胞生存率・アポトーシス評価．Arrows: TUNEL陽性細胞．B) ヒト髄核細胞－アガ

ロース複合体への圧縮負荷 24，48時間におけるwestern blot，および densitometryによる定量化．(n = 3 per 

group. Data shown are mean ± SD. * = P < 0.05 versus unloaded control, ** = P < 0.05 versus unloaded control) 

 
 
Caspase 3 阻害は圧縮負荷によるヒト髄核細胞の細胞死を抑制し細胞外基質分解酵素

の発現を減少させる 
次に，ヒト髄核細胞圧縮負荷モデルにおいてアポトーシス実行因子 caspase 3 阻害が

与える影響を評価した．Caspase 3 siRNA をヒト髄核細胞へ導入し，髄核細胞－アガロ

ースゲル複合体を作成し (caspase 3 siRNA 群) 同様に圧縮負荷を与えた．Unloaded 
control 群 (siRNA 非導入，非圧縮)，compression only群 (siRNA 非導入，圧縮)，control 
siRNA 群 (control siRNA 導入，圧縮)と比較し，評価を行った． 
蛍光染色による細胞生存率評価では，圧縮負荷 1～48 時間において，圧縮群で非圧
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縮群に比べ髄核細胞生存率は低下した (Figure 16A)．一方 caspase 3 siRNA 導入群では，

compression only群，control siRNA群に比べ細胞生存率の低下が抑制されていた (Figure 
16A)．TUNEL染色では，圧縮負荷によりTUNEL陽性細胞率は増加したが，caspase 3 
siRNA 導入群で compression only群，control siRNA 群と比べTUNEL陽性細胞率は低値

であった (Figure 16B)． 
Western blot では，圧縮負荷 24~48 時間における caspase 3 siRNA の抗アポトーシス

作用が細胞外基質代謝へ与える影響を評価した．Caspase 3 siRNA 導入群で圧縮負荷に

よる cleaved caspase 3 発現が抑制された (Figure 16C)．また，MMP-3, MMP-13, 
ADMATS-4, ADAMTS-5 の発現は caspase 3 siRNA 導入群で compression only群，control 
siRNA 導入群に比べ低下した．また，TIMP-1, type Ⅱ collagen, aggrecan 発現は caspase 
3 siRNA 導入群で増加した (Figure 16C)．Caspase 3 を標的としたアポトーシス制御が，

細胞外基質分解酵素の発現低下に関与していた．一方，integrin α5β1 発現は caspase 3 
siRNA 導入群において変化はなかった (Figure 16C)． 

 
 

 

Figure 16. A) ヒト髄核細胞へ caspase 3 siRNA導入後，髄核細胞－アガロース複合体への圧縮負荷 0～48

時間におけるCalcein AM 蛍光染色による細胞生存率評価．(*, P < 0.05; **, P < 0.01) B) TUNEL染色による
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アポトーシス評価．(*, P < 0.05; **, P < 0.01) C) siRNA導入ヒト髄核細胞－アガロース複合体への圧縮負

荷 0~48時間におけるwestern blot，および圧縮負荷 48時間における densitometryによる定量化．(n = 3 per 

group. Data shown are mean ± SD. * = P < 0.05 versus unloaded control) 

 

 

続いて，7 日間の圧縮負荷を髄核細胞－アガロース複合体へ与え，長期における

caspase 3 siRNA の影響を解析した．細胞生存率は圧縮負荷 48 時間に比べさらに低下

したが，caspase 3 siRNA 導入群では compression only群，control siRNA 群に比べ高値

であった (Figure 17A)．Caspase 3 siRNA による caspase 3 発現抑制効果は低下していた

が，cleaved caspase 3 発現は圧縮負荷 7 日後においても抑制されていた (Figure 17B)．
また，aggrecan 発現は caspase 3 siRNA 導入群で維持されていた (Figure 17B)． 
 

 

Figure 17. A) ヒト髄核細胞へcaspase 3 siRNA導入後，髄核細胞－アガロース複合体への圧縮負荷48時間，

7日間におけるCalcein AM蛍光染色による細胞生存率評価．(*, P < 0.05; **, P < 0.01) B) siRNA導入ヒト

髄核細胞－アガロース複合体への圧縮負荷 48時間，7日間におけるwestern blot，および圧縮負荷 7日間

における densitometryによる定量化．(n = 3 per group. Data shown are mean ± SD. * = P < 0.05 versus unloaded 

control) 

 

 
Caspase 3 siRNA の椎間板局所導入はウサギ椎間板圧迫変性モデルにおいて in vivo 変

性抑制効果がある 
日本白色家兎を使用し自作の創外固定器を第 4-5 腰椎間に設置し，椎間板圧迫変性

モデルを作成した．校正器で創外固定器の圧迫力を計測したところ，圧迫力 150N ま

でバネ長と圧縮力との関係は比例関係にあり，圧迫力の調整が可能であった (Figure 
12B)．そこで，50N，100N，150N の椎間板圧迫モデルを作成し椎間板の変性変化を検
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証したところ，50N，100N では椎間板変性の進行は非常に緩徐であった．そこで，本

実験では圧迫力を 150N，1.67MPa 相当に設定した 24．1.6MPa の椎間板への圧力は，

ヒトにおいて 20kg の重りを膝屈曲位で持ち上げる際に，腰椎椎間板へかかる圧力に相

当する 25．圧縮負荷開始 1 週間後に，caspase 3 siRNA および control siRNA を導入し，

導入後8週，16週に評価をおこなった．先行実験ではウサギ椎間板へのcaspase 3 siRNA
局所導入により，導入後 48 時間のmRNA レベルは 25%以下，タンパクレベルは 40%
以下に caspase 3 発現を抑制した 10． 

MRI T2 強調画像では control siRNA 導入群で，圧迫をかけない sham 群に比べ経時的

に髄核の信号強度が低下した．caspase 3 siRNA 導入椎間板では，圧迫による髄核の信

号変化が抑制されていた (Figure 18A)．椎間板変性の重症度をスコア化したPfirrmann
分類では，caspase 3 siRNA 導入群では sham 群より有意にスコアは高値であったが，

control siRNA 群に比べ有意にスコアは低かった (Figure 18B)．また，髄核の信号強度

を定量化したMRI index では，caspase 3 siRNA 導入群は control siRNA 導入群に比べ高

値であった(Figure 18C)． 
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Figure 18. A) ウサギ椎間板圧迫モデルに siRNAを導入後 8週，16週における 7.0T-MRI評価 (T2強調画

像, 矢状断(上), 冠状断画像(下))．Sham群: 非圧迫椎間板，Control siRNA群: 圧迫負荷＋control siRNA導

入，Caspase 3 siRNA群: 圧迫負荷＋caspase 3 siRNA導入． B) Pfirrmann grading scoreによる椎間板変性評

価．(n = 8 per group. *, P < 0.05; **, P < 0.01) C) 矢状断画像よりMRI index (髄核高信号域の面積×平均信号

強度) を計測し評価．8週，16週それぞれにおけるControl siRNA群，Caspase 3 siRNA群の Sham群に対

するMRI indexの割合を比較．(n = 8 per group. Data shown are mean ± SD. * = P < 0.05 versus unloaded control) 

 
 
サフラニン-O 染色では，control siRNA 導入椎間板で経時的に髄核基質の減少と髄核

－線維輪境界の破綻が進み，組織の変性変化が進行していた (Figure 19A)．Caspase 3 
siRNA 導入椎間板は，圧迫により髄核基質の減少がみられたが，control siRNA 導入椎

間板に比べ髄核－線維輪構造は保たれていた．Histological grade は，caspase 3 siRNA
導入椎間板は sham 群に比べ高値であったが，control siRNA 導入群より有意に grade
は低値であった．HE 染色では control siRNA 導入椎間板で有意に髄核細胞数は減少し，

hypocellular fibrocartilaginous matrix の増生がみられた (Figure 19B)．Caspase 3 siRNA 導

入椎間板では，導入後 16 週においても髄核に vacuolated cell，chondrocyte-like cell があ

り，髄核細胞数の減少は抑制されていた (Figure 19B)． 
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Figure 19. A) ウサギ椎間板圧迫モデルに siRNA を導入後 8 週，16 週におけるサフラニン-O 染色，

Histological gradeによる評価．(n = 8 per group. *, P < 0.05; **, P < 0.01) B) 髄核HE染色および髄核細胞数

評価．Hypocellular fibrocartilaginous matrix (boxed area), large vacuolated cell (矢頭), chondrocyte-like cell (矢印). 

(n = 8 per group. *, P < 0.05; **, P < 0.01) 

 
 
免疫染色では，cleaved caspase 3 陽性細胞は圧迫により経時的に増加したが，cleaved 

caspase 3 陽性細胞率は caspase 3 siRNA 導入椎間板で control siRNA 導入椎間板に比べ

低値であった (Figure 20A, B)．TUNEL染色では，同様に圧迫群で陽性細胞が増加した

が，TUNEL陽性細胞率は caspase 3 siRNA 導入椎間板で control siRNA 導入椎間板に比

べ低値であった (Figure 20C, D)．MMP-3 免疫染色においても，同様の傾向を示し圧迫

群で陽性細胞率は増加したが，caspase 3 siRNA導入椎間板で低値であった (Figure 20E, 
F)．一方，メカノレセプターである integrin α5β1 陽性細胞率は圧迫群で増加したが，

caspase 3 siRNA 導入による変化はなかった (Figure 20G, H)． 
 

 

Figure 20. A, B) ウサギ椎間板圧迫モデルにおける髄核 cleaved caspase 3免疫染色，C, D) TUNEL染色．

E, F) MMP-3免疫染色．G, H) integrin α5β1免疫染色，および陽性細胞率評価 (n = 8 per group. *, P < 0.05; **, 

P < 0.01)．矢印: 染色陽性髄核細胞． 

 
 

39 
 



考 察 
  

 本研究では，生体力学的環境変化に伴う椎間板組織変性のメカニズムを解析し，ま

た内在性 caspase 3 を遺伝子レベルで阻害することによる力学負荷に起因した椎間板

変性抑制効果を検証するため，ヒト髄核細胞3次元培養モデルを用いた in vitro試験と，

ウサギ椎間板圧迫モデルを用いた in vivo 試験を行った． 
In vitro 試験では，まずヒト髄核細胞をアガロースゲルで 3 次元培養を行い，静的な

圧縮負荷を与えることで椎間板細胞への影響を解析した．圧縮負荷によりアポトーシ

ス実行因子である活性型 caspase 3 の発現が増加し，髄核細胞アポトーシスが誘導さ

れた．また細胞基質分解酵素MMP-3, MMP-13, ADAMTS-4, ADAMTS-5 発現が増加し，

TIMP-1, type Ⅱ collagen, aggrecan 発現が減少した．力学的負荷に起因する椎間板変性

において，細胞外基質代謝に関わる MMP，ADAMTS，TIMP のバランスが重要であ

ると報告されている 26．本研究では，圧縮負荷により細胞外マトリックス分解に作用

する MMP, ADAMTS 発現が増加し，MMP 阻害因子として働く TIMP 発現が低下し，

さらに細胞外マトリックスの構成成分である type Ⅱ collagen, aggrecan の発現低下が

誘導された．力学的負荷により，椎間板機能維持に重要な役割を持つ髄核細胞のアポ

トーシスが進行し，細胞外基質分解酵素の発現が増加する異化作用が誘導された． 
続いて，caspase 3 siRNA を髄核細胞へ導入し，内在性 caspase 3 のノックダウンを行

うと，圧縮負荷による活性型 caspase 3 の発現は低下し髄核細胞アポトーシスは抑制さ

れた．また圧縮負荷による細胞外基質分解酵素の発現が抑制され，TIMP-1，type Ⅱ 
collagen, aggrecan 発現が増加した．Caspase 3 を遺伝子レベルで阻害することで，圧縮

負荷に伴う髄核細胞アポトーシスの進行が抑制され，細胞外基質同化作用が維持され

た．これらの所見より，力学的負荷における椎間板変性には caspase を介した細胞外

基質代謝の変化が関与しており，caspase 3 発現の制御が変性抑制に有効であることが

示唆された．  
In vivo 試験では，ウサギ椎間板圧迫モデルへ caspase 3 siRNA を導入することで，生

体力学的環境変化における椎間板変性抑制効果を検討した．椎間板圧迫負荷により，

髄核細胞アポトーシスの増加を伴い，経時的に椎間板変性が進行した．また圧迫椎間

板で細胞外基質酵素MMP-3 発現が増加した．圧迫椎間板へ caspase 3 siRNA を局所導

入することで，髄核細胞のアポトーシスが減少し，MMP 発現の低下を伴い椎間板変

性の進行が抑制された．これらの所見より，生体力学的環境変化に起因する椎間板変

性に対する caspase 3 siRNA の in vivo 変性抑制効果が示された． 
本研究では，髄核細胞の caspase 3 発現・アポトーシスを抑制することで，力学的環

境変化による椎間板の細胞外基質代謝変化を是正しうることが in vitro，in vivo それぞ

れの実験において初めて示された．これまで細胞外基質分解酵素とアポトーシスの関
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連性について指摘されており，MMP は tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) や Fas ligand
といった death ligand とその受容体を介して，アポトーシスを誘導すると報告されてい

る 27 28．また細胞内のMMP-3 がアポトーシスを引き起こすという報告がある 29．さら

に，caspase 3 の活性化を介したアポトーシスにおいて，MMP 発現が増加することも

報告されている 28．本研究における所見は，椎間板への過度な荷重負荷が caspase を介

して細胞外基質分解酵素を発現させ，椎間板組織の変性を引き起こしたことが示唆さ

れた． 
 また，caspase と細胞外基質代謝の関連性についても指摘されている．細胞外マトリ

ックスは，MMP, ADAMTS, TIMP らの細胞外基質代謝に関わる酵素発現により制御さ

れており，TNF-α や interleukin-1 (IL-1) といった炎症性メディエーターは，椎間板細胞

において細胞外基質分解酵素 (MMP-3, MMP-13, ADAMTS-5) の発現を増加させる 30 
31．また，caspase 3 はグリア細胞においてTNF-α や IL-1β 等の炎症性サイトカイン発

現を誘導すると報告されており 32，caspase 3 がメディエーターを介してMMP 発現に

関わることが考えられる．本研究では，caspase 3 の活性化により細胞外基質代謝に影

響がみられており，椎間板変性におけるこれらの関連性が示唆された．従って，髄核

細胞の caspase 3 を阻害しアポトーシスを制御することは，力学的ストレスに起因する

細胞外基質代謝異常を修正し椎間板組織変性の進行の抑制に有効であることが示唆さ

れた． 
機械的刺激に対する生体組織の応答には，その刺激を伝達するメカノレセプターが

関与することが考えられる．本研究では，圧縮負荷により integrin α5β1 の発現が増加

した．integrin α5β1 は椎間板細胞において機械的刺激を受容および細胞内へ伝達する

メカノレセプターとして確認されており 33,34，本所見は髄核細胞への機械的刺激の伝

達が反映されたもの考えられた．しかし，椎間板細胞への機械的刺激が与える詳細な

シグナル伝達や分子メカニズムは明らかにされておらず，今後さらなる研究が必要と

考えられる． 
本研究の限界として，in vitro 髄核細胞 3 次元培養圧迫モデルが，生体内の椎間板へ

の荷重を完全には反映していないことが挙げられる．椎間板は生体内で様々な力学的

負荷を受けており，これらを in vitro モデルで模倣するには限界がある．本研究では髄

核細胞へ非生理的な負荷を与え，その影響を検証するために静的軸圧縮モデルを採用

した．また in vivo 試験では創外固定器を用いて椎間板を圧迫したが，行動に制限を設

けないことでより生体内環境に近似したモデルと考えられる．もう一つの問題点とし

て，in vivo モデルでの caspase 3 siRNA 効果の持続期間が，本実験では明らかにされて

いないことが挙げられる．先行実験では，ウサギ椎間板内に Alexa555 で標識した

caspase 3 siRNA を局所導入し，導入後 2 日で髄核細胞質内に取り込まれ，その後 4 週，

8 週まで髄核細胞質内に存在していたことを確認している 10．4 週から 8 週にかけて，
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細胞質内の siRNA 量に大きな変化はなく，16 週においても残存していることが予想

されるが，今後 caspase 3siRNA の効果持続期間を検討する必要がある． 
 本研究では，力学的負荷により細胞外基質分解酵素の発現増加を伴い，椎間板細胞

のアポトーシスおよび椎間板組織変性が進行した．これらの変性変化は caspase 3 
siRNA 導入により抑制することが可能であり，内在性 caspase 3 を遺伝子レベルで阻害

することは，力学的環境変化による椎間板変性に対して有用な治療手段となりうるこ

とが示唆された．また本研究による所見より，生体力学的荷重負荷による椎間板組織

変性には caspase を介した細胞外基質代謝変化が重要であることが示された．髄核細

胞アポトーシスを抑制することで椎間板組織変性の制御を試みる本手法は，早期の椎

間板変性をターゲットとしており，脊椎固定術後の隣接椎間板障害の予防等への応用

が考えられる．今後，本手法が新たな椎間板変性の治療戦略となりうるものと期待さ

れる． 
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総括および結論 

 
・ 我々は，椎間板への栄養供給低下が椎間板組織変性に関わる病態を検証するため

に，in vitro 髄核細胞血清除去モデルを用いて椎間板細胞の栄養飢餓に関連する遺

伝子群を網羅期に解析した． 
 

・ マイクロアレイ解析により，血清除去ラット髄核細胞において DNA damage 
checkpoint およびアポトーシス関連遺伝子群に変動がみられた． 
 

・ ラット髄核細胞へ caspase 3 siRNAを導入し内在性 caspase 3をノックダウンするこ

とで，血清除去における活性型 caspase 3 の発現増加は抑制され，CDK インヒビタ

ーp21Cip1発現が維持された．また，血清除去による G1 arrest およびアポトーシス

が抑制された．ヒト髄核細胞においても同様の結果がみられた． 
 

・ 以上の結果から，細胞周期DNA damage checkpoint に関する遺伝子群，およびアポ

トーシス関連遺伝子群は，椎間板変性における病態に重要な機能を有することが

示唆された． 
 

・ 我々は，生体力学的環境変化に起因する椎間板変性の病態を解析し，caspase 3 
siRNA 導入による椎間板変性抑制効果を検証するため，ヒト髄核細胞 3 次元培養

モデルを用いた in vitro 試験と，ウサギ椎間板圧迫モデルを用いた in vivo 試験を行

った． 
 

・ In vitro試験において，ヒト髄核細胞へ圧縮負荷を与えると，活性型caspase 3，MMP，
ADAMTS の発現増加を伴い髄核細胞アポトーシスが増加した．ヒト髄核細胞へ

caspase 3 siRNA を導入し圧縮負荷を与えたところ，これらの変化が抑制された． 
 

・ In vivo 試験において，ウサギ椎間板への圧迫により髄核細胞アポトーシスの増加

と MMP-3 発現増加を伴い，経時的に椎間板の変性変化が進行した．Caspase 3 
siRNA を椎間板へ局所導入したところ，これらの変性変化が抑制された． 

 
・ 以上の結果から，生体力学的荷重負荷による椎間板変性には caspaseを介した細胞

外基質代謝変化が関与しており，caspase 3 siRNA の導入により椎間板組織の変性

変化を抑制可能であることが示唆された． 
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本研究結果は，力学的負荷による椎間板変性の進行に髄核細胞の caspase 3 およ

びアポトーシスが深く関与していることを示した．また caspase 3 を遺伝子レベル

で阻害することにより，椎間板圧迫変性モデルにおける in vivo 変性抑制効果が示

された．これらのメカニズムに関するさらなる詳細な研究が必要であるが，本手

法は生体力学的環境変化における椎間板変性に対し，今後有用な治療手段となり

うると期待される． 
 
本研究をさらに発展させるためには，caspase 3 siRNA の持続効果期間を検証し，

また caspase 3 を選択的に阻害することでその他の関連分子に及ぼす影響について

も検証することが重要と考えられる．さらに他のDNA damage checkpoint およびア

ポトーシス関連遺伝子群についても詳細な検討を行うことで，椎間板変性の病態

解明そして新たな治療戦略へ繋がるものと期待される． 
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