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旨

本研究は、軟骨細胞の分化の過程や基質合成に関する機能的な意義について検討すること
を目的に、発育期ラットを用いて、軟骨細胞の発育変化を部位（前方、中央および後方部）
ごとに観察した。材料として 3，5，10 週齢のウィスター系雄性ラットを用い、後肢膝関節
を周囲組織と共に一塊として摘出した。それらをトリミングした後、速やかに固定して脱灰
パラフィン切片ならびにリゴラック樹脂包埋研磨標本を作製し、種々の染色を施し、光学顕
微鏡により観察した。
関節軟骨の厚さはいずれの部位においても週齢が進むにしたがって減少したが、その減少
の過程は部位ごとに異なっていた。また、細胞層の厚さの変化をみると、深層および石灰化
層は週齢が進むにしたがい顕著に減少するが、表層および中間層にはほとんど変化がみられ
なく、また、部位差もみられなかった。軟骨の染色性に関しては、関節軟骨の表層はいずれ
の部位もトルイジンブルー染色で淡い青色に染色された。中間層および深層はこの染色でメ
タクロマジーを起こし、この染色性に関しても部位差は認められなかった。
これらのことから、いずれの部位においても表層では、軟骨表面に平行に配列した密なコ
ラーゲン線維によって、脛骨の関節面が補強されていると思われる。また、中間層および深
層の基質にはアグリカンが豊富に存在していることが推測される。このことと、発育が進ん
でも中間層の厚さに維持されることを併せて考えると、中間層が軟骨としての基本的な構造
をなすものと思われる。しかし、軟骨全体の厚さの変化に関しては部位差が認められ、それ
は骨端の軟骨から骨への置換や、荷重への抵抗性増加などの機能上の違いが深く関わること
が理解された。
キーワード：関節軟骨、軟骨細胞、発育
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はじめに
軟骨は構造的に細胞と細胞間基質からなり、細胞間基質には線維成分と無定型基質が含ま
れる。これらは軟骨細胞によって合成、分泌されるもので、隣接する骨からの加重に対する
抵抗性や弾力性をもたらす役割を演じている 1）。関節軟骨の細胞は軟骨表層付近に位置する
細胞の分裂によって補充され、それが深層に向かって移動しながら肥大化と分化を進め、最
終的に細胞周囲の軟骨基質に石灰化を引き起こす。
関節軟骨は発育や加齢に伴う厚さの減少 2）,3）がすでに示されている。また、そのような
変化は四肢の不動化によって促進されるという報告もみられる 4）,5）。そのメカニズムに関し
て、中馬ら 1）は軟骨細胞の分裂能の低下を挙げており、また、Kubo ら 6）はその原因を軟骨
細胞の基質合成能の低下にあるとしている。さらに、その変化の誘因として、純粋に発育に
伴う軟骨の細胞および組織の分化 7）や、関節軟骨へのメカニカルストレスの増減 8）が報告
されている。荻原らは 9）、ラットの大腿骨と脛骨の関節状態を考慮し、関節軟骨を部位別に
観察することにより、発育期におけるタイドマークの形成過程や不動条件下でのそれらの出
現・消失過程について検討し、そのことに部位差がみられるとしている。このように、関節
軟骨の構造を部位別に観察することによって、関節軟骨全体の機能が浮き彫りにされる。し
かし、この観点から軟骨細胞の発育に伴う分化過程について検討した報告はない。
そこで、本研究はラットの脛骨関節軟骨を用いて、軟骨細胞の発育変化を部位ごとに観察
することにより、軟骨細胞の分化過程を関節軟骨の機能に関連づけて形態学的に検討するこ
とを目的とする。

実験方法
材料として、3，5 および 10 週齢のウィスター系雄性ラット各 6 匹を用い、それらをジエ
チルエーテルにて深麻酔後、安楽死させた。死亡を確認後、ラット後肢の皮を剥離し、軟組
織を丁寧に除去して下肢骨を摘出した。摘出した骨の膝関節面を歯科用エンジンにてトリミ
ングし、脛骨の内外的中央部で矢状方向に割断した後、4% パラフォルムアルデヒドに浸漬
して固定した。それらの標本を Morse’s soln 液に浸漬して脱灰し、水洗に続いて、70、95
および 100% エタノールで各 30 分ずつ真空脱水を行った。さらに安息香酸メチルⅠ～Ⅲ（各
2 時間）、ベンゼンⅠ，Ⅱ（各 30 分）
、ベンゼン ･ パラフィン混合液（30 分）およびパラフィ
ンⅠ～Ⅲ（各 1 日）に浸漬して透徹を行った。その後、パラフィンに包埋し、ミクロトーム
にて厚さ 5 ミクロンの完全連続矢状断切片を作成した。それらの切片にヘマトキシリン・エ
オジン（HE）染色を施し、光学顕微鏡により観察した。
他の固定した矢状断の標本を用い、パラフィン包埋と同様な方法にて脱水し、また、アセ
トンⅠ、Ⅱに 30 分ずつ浸漬し、透徹を行った。さらに、アセトンとリゴラック樹脂の混合
液（1：1、1：3、1：7）およびリゴラック樹脂原液（2 回）に浸漬（各 1 日ずつ）し、樹脂
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に包埋して加温重合した（37、45、55、60℃、各 1 日）
。重合が完成したブロックを歯科用
エンジンにて小さくトリミングし、砥石および 3 段階の研磨用フィルムを用いて研磨して、
最終的に厚さ約 100 ミクロンの膝関節矢状断研磨標本を作成した。この標本にトルジンブ
ルー（TB）染色を施し、光学顕微鏡により観察した。

所

見

大腿骨は脛骨の近位骨端と接するが、大腿骨は主としてその関節面の中でも前後的な中央
部よりもやや後方で関節する。大腿骨側からの加重は、主として関節軟骨の中央部と、特に
後方部に集中する。そこで、本研究では関節軟骨を前方、中央および後方部に分け、さらに
関節軟骨を表面側から順に表層、中間層、深層および石灰化層に区分 10）,11）,12）,13）,14）し観察
した。細胞の大きさと配列状態は、拡大して観察することの可能な脱灰パラフィン切片を用
いて観察したが、この標本では深層と石灰化層の区別が困難のため、石灰化層を深層に含め
て観察した（ 図 1 ）
。
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図 1.

各発育段階における関節軟骨の構造変化を示す模式図

（1）関節軟骨の発育に伴う厚さの変化
各週齢の脛骨の非脱灰研磨標本に TB 染色を施して観察すると、3 週齢の関節軟骨全体は
かなり厚い。部位別に見ると中央部が最も厚く、前方および後方部はそれに比べるとやや薄
いが、これらの部位の厚さはほぼ同じである。5 週齢の関節軟骨全体の厚さは 3 週齢に比べ
かなり減少し、前方および後方部は 3 週齢の同部位に比べて 1/2 程度の厚さになっている。
厚さの減少が最も顕著であったのは中央部で、3 週齢の 1/2 以下にまで減少し、その結果、
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各部位の軟骨の厚さがほぼ同様となる。5 週齢から 10 週齢においては、中央および後方部
で顕著な厚さの変化は見られなかったが、前方部でさらなる減少が認められる。10 週齢の
関節軟骨の厚さは、前方部では 3 週齢の約 1/3 に減少し、中央および後方部は 3 週齢の約
1/2 以下にまで減少している（ 図 2 ）
。

（2）発育に伴う各細胞層の厚さと染色性の変化
3 週齢脛骨の非脱灰の研磨標本に TB 染色を施して観察すると、関節軟骨の中央部では各
細胞層の中でも、表層が最も薄く、次いで石灰化層、中間層となっており、深層は全体の
1/3 程度の厚さを占めている。前方および後方部でも表層が最も薄いが、前方部では表層の
次に中間層が薄く、深層と石灰化層がほぼ同じ厚さとなっており、後方部は表層以下の 3 層
がほぼ同じ厚さである。また、関節軟骨の染色性に部位による違いは認められないが、表層
から石灰化層に移行するにしたがって、細胞外基質が濃く染色されるようになり、特に肥大
化した細胞間の狭い軟骨基質は濃く染色されている。これらの所見をまとめると、いずれの
部位においても深層が最も厚く、中間層と石灰化層はほぼ同じ厚さで、これらは深層に次い
でいる。
5 週齢の各層は、表層が最も薄く、次いで石灰化層、深層そして中間層の順に厚くなって
いる。3 週齢では深層と石灰化層を合わせた厚さが、関節軟骨全体の厚さの約 2/3 を占めて
いるが、5 週齢では約半分にまで減少している。深層および石灰化層の細胞間基質が増加し、
TB 染色による染色性の違いによってそれらの境界が明瞭となり、いかなる部位でも未石灰
化部と石灰化部の境が 3 週齢よりも明確に区分される。
10 週齢脛骨の各層の厚さは、いずれの部位でも表層が最も薄く、次いで石灰化層、深層
そして中間層の順に厚くなっている。同一切片内で部位ごとに染色性を比較すると、中間層
の細胞間基質はこの週齢の他の部位と比較して染色性の低下が認められる。この週齢の中央
および後方部では、表層と中間層で染色性に低下が見られる。しかし、どちらの部位におい
ても細胞間基質はこの染色でメタクロマジーを起こして、赤紫色に観察される。それに対し
て前方部では、表層および中間層の染色性が全体的に低下し、中央および後方部の細胞間基
質でみられるようなメタクロマジーはほとんど見られない（ 図 2 ）
。
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各発育段階における関節軟骨各細胞層の厚さの比較

（非脱灰リゴラック樹脂包埋標本、トルイジンブルー染色） S：表層、M：中間層、D：深層
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（3）各細胞層における軟骨細胞の発育変化
3 週齢の脛骨脱灰パラフィン切片に HE 染色を施した標本を観察すると、まず中央部の表
層では、小型で扁平な軟骨細胞が密に存在する。それらの細胞は長軸が関節表面に平行に配
列している。中間層の細胞は表層のそれよりもやや大きく楕円形状で、表層に比べて細胞間
基質が増えることによって、細胞の密度は相対的に表層よりも低下する。この層では、細胞
の配列に乱れが見られ、柱状に配列する部位はほとんど認められない。深層の細胞は、球状
で下方に向かうにしたがって肥大化し、中間層と同様に、細胞が柱状に配列する様子はみら
れない。石灰化層では、肥大化した球状の細胞が密に存在し、それらは不規則に配列してい
る。中央部におけるこのような細胞の形、密度ならびに配列状態に関しては、前方および後
方部でも同様である。
5 週齢の中央部の中でも表層は、細胞の形、密度ならびに配列状態が 3 週齢の同部位のも
のとほぼ同様である。中間層の細胞の形は 3 週齢と同様に楕円形であるが、密度は 3 週齢に
比べて高くなる。また、この層の細胞は、関節表面に対して垂直方向に柱状をなして配列し
ており、この点も 3 週齢との相違点である。深層および石灰化層の細胞の肥大化は 3 週齢の
それよりも弱く、その結果、相対的に細胞間基質が増加し、細胞の密度は低下している。中
央部におけるこのような細胞の形、密度ならびに配列状態に関しては、後方部でも同様であ
る。しかし、前方部では依然として柱状に配列した細胞は認められない。
10 週齢の中央部では、表層および中間層の細胞の形、密度ならびに配列状態は、5 週齢と
同様である。深層ならびに石灰化層の細胞の形は 5 週齢と同様であるが、肥大化は 5 週齢よ
りもさらに弱まり、中間層のものと比較しても細胞の大きさにあまり違いが見られない。こ
の週齢の細胞密度は低く、基質の占める割合が高い。また、細胞は 5 週齢のものよりもさら
に整然と連なって柱状に配列している。中央部におけるこのような細胞の形、密度ならびに
配列状態に関しては、いずれの部位でも同様であったが、前方部で細胞が柱状に配列してい
るのは深層のみである（ 図 3,4 ）
。
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関節軟骨の浅層および中間層の細胞の大きさと配列の比較

（脱灰パラフィン切片、ヘマトキシリン・エオジン染色）
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関節軟骨の深層および石灰化層の細胞の大きさと配列の比較

（脱灰パラフィン切片、ヘマトキシリン・エオジン染色）

考

察

ラット脛骨の関節軟骨を用いて、それを前方、中央および後方部に区分し、それぞれの部
位に見られる軟骨細胞の発育変化を形態学的に観察した。その結果をもとに、これより軟骨
細胞の分化過程を関節軟骨の機能に関連づけて考察を進める。
イヌ後肢に不動化を図り、脛骨の近位関節軟骨の変化についてみた報告 4）では、軟骨は
全体的に不動によって厚さが減少することが示されている。また、馬の腕節や球節を構成す
る関節軟骨の発育変化について検討した報告 2）によると、それは増齢に伴って順次厚さが

─ 125 ─

減少するが、発育期の中でも幼若な段階では減少率が高く、その後は緩やかに減少すること
が明らかにされている。本研究においては、発育期のラットを用いて脛骨の近位関節軟骨の
構造変化について検討し、全体の厚さが減少することと、幼若な段階にあるほどその減少が
顕著であることを認めている。上述のごとく、関節軟骨は発育に伴って厚さが減少するが、
基質合成能の低下 6）などが関わると思われる。また、
これには軟骨細胞の分裂能の低下 1）や、
その誘因として軟骨の細胞や組織の発育ならびに加齢に伴う変化 7）、または関節軟骨が受け
るメカニカルストレスの増減 8）が挙げられる。本研究の観察では、5 週齢になると、中央お
よび後方部の厚さが顕著に減少することによって、関節軟骨の厚さに部位差はあまりみられ
なくなる。発育期における関節軟骨の厚さの減少を細胞や組織の分化として解釈すると、3 ～
5 週齢の間では中央および後方部が前方部の分化段階に近づいたと考えられる。3 週齢は一
般に離乳期とされ、それより以降に活動性が高まる 15）。このことから、3 週齢における中央
および後方部は、分化度的に低い状態にあったが、離乳を境に活動性が高まり関節軟骨への
荷重が増加したために、それらの部位への加重が増加することによって分化が促進されたと
思われる。その結果、中央および後方部の分化度が前方部に追いつくことによって、関節軟
骨の厚さに部位差があまりみられなくなったものと考えられる。
そして、10 週齢になると、前方部の厚さがさらに減少するが、中央および後方部は 5 週
齢とほとんど変わらないために、再び関節軟骨の厚さに明瞭な部位差が生じる。前方部はこ
れまでの週齢と同様に骨に置換される要素を含み、それに対してメカニカルストレスが大き
く加えられる中央および後方部は、荷重への抵抗性を高める方向にさらに分化が促進されて
いる 9）。このように、関節軟骨は幼若な段階から発育するのに伴って、いずれの部位も厚さ
が減少するが、その減少の過程は部位によって異なり、また、それには順番があると考えら
れる。さらに、関節軟骨の部位ごとに異なる厚さの減少は、骨の外形を形作る目的や、荷重
への抵抗性を高める目的のためになされるものであり、それぞれの部位における形態または
機能獲得に向けた合目的な変化の現れであると考えられる。
関節軟骨は細胞の大きさ、形ならびに配列状態の違いにより表層、中間層、深層および石
灰化層に区分されている 10）。表層は扁平な細胞からなり、それらは主としてタイプⅠコラー
ゲンを分泌する。また、その線維は軟骨表面にほぼ平行に配列することによって、関節運動
の円滑化に寄与すると考えられている。Abiko ら

16）

は、ラット関節軟骨における各細胞層

の発育変化について検討し、その結果、表層が発育に伴って、順次基質線維を増加し、線維
軟骨様の構造を示すことを認めている。本研究における観察では、表層は週齢が進んでも厚
さは変わらない。また、TB 染色を施した切片を観察すると、表層の染色性は幼若な段階で
は中間層以下のものと同様に青く染まるが、
発育が進むとその染色性は中間層以下と異なり、
淡い青色に染色される。下顎頭軟骨の線維層について、TB 染色した切片の光学顕微鏡像と、
その透過電子顕微鏡像を用いて検討した報告 17）によると、下顎頭軟骨の全体は濃い青色ま
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たはメタクロマジーを起こして赤紫色に染色されるが、線維層は淡い青色に染まる。そこを
電子顕微鏡で観察すると、太いコラーゲン線維が密に集まって束を形成し、それらが軟骨表
面に平行に配列することが示されている。下顎頭軟骨の線維層は本研究における脛骨の関節
軟骨では、表層に相当するものである。これらのことから、10 週齢では表層にコラーゲン
線維が密に配列することによって脛骨の関節面を補強していると考えられる。
関節軟骨におけるプロテオグリカンの分泌量は、表層および石灰化層では少なく、中間層
および深層の細胞付近で多くなっており、また、加齢や軟骨の変性の程度の影響を強く受け
るといわれている 18）。加齢に伴ってプロテオグリカンの含有量および分子量が低下するこ
とや、コンドロイチン硫酸 A/C 比の増加することなども報告されている 19）。本研究では中
間層の厚さが発育に伴って減少することが認められているが、それは他の層の減少率に比べ
れば最も低い。中間層の細胞は楕円球状または球状をなし、多くの場合それは柱状をなして
存在する。発育の初期ではその分裂能が高いが、増齢に伴ってそれは低下する。また、この
層の細胞はタイプⅡコラーゲン線維や、無定型基質、特にコンドロイチン硫酸を分泌し、軟
骨としての基本的かつ重要な構成要素の形成に関与することが報告されている 18）。本研究
で観察されたように中間層の厚さが維持されることは、この層が円滑な関節運動や骨自体を
保護する重要な役割を演じるためであると考えられる。
深層には球形の細胞が存在し、それはタイプⅩコラーゲン線維と、無定型基質の中でも特
にケラタン硫酸を分泌すると考えられている 18）。本研究の観察によると、深層の細胞は発
育の幼若な段階で肥大化するが、発育が進むにしたがって肥大化が弱まり、中間層の細胞と
ほぼ同じ大きさとなる。また、この基質に TB 染色を施して観察すると、それは中間層のよ
うなメタクロマジーを起こさず、染色性の低い部分や淡い青色に染まる部分が観察される。
このことを、TB の染色性と電子顕微鏡による観察結果との関連性についてみた報告に当て
はめると、
深層にはコラーゲン線維が密に存在しているであろうことが推測される。さらに、
深層の線維はタイプⅩコラーゲン線維が多く、それらが関節軟骨の表面に対して垂直な方向
に配列することが示されており 10）、これらのことから深層には関節軟骨への荷重に抵抗性
を示す構造が形成され、それが発育に伴って徐々に強化されていると考えられる。
本研究における軟骨各細胞層の細胞を観察すると、表層の細胞はいずれの週齢においても
小型で扁平であり、その長軸は軟骨表面にほぼ平行となっている。この細胞の形、大きさ並
びに密度は週齢や部位が異なってもほぼ同様である。先に述べたごとく、関節軟骨における
表層の役割は隣接する骨からの荷重に耐え、円滑な関節運動をもたらすことにあり、この点
については離乳期を終えた 3 週齢以降では基本的に変わらないと思われる。また、5 週齢以
降ではそこにコラーゲン線維が密に存在することによって構造的強化が図られている。中間
層の細胞密度は、いずれの部位も 5 週齢が最も高い。中間層および深層において、軟骨が柱
状に配列しているのは基本的に 5 および 10 週齢の中央ならびに後方部であるが、そのほか
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に 10 週齢の前方でも認められる。逆に、柱状に配列しないのは 3 週齢のすべての部位と 5
週齢の前方部である。靱帯や腱では、コラーゲン線維束が密に存在し、それを分泌する線維
芽細胞は線維束間のわずかな間隙に並んで存在する 20）。発育期の幼若な段階では軟骨細胞
が柱状に配列しない。しかし、
それは週齢が進むにしたがって柱状配列を示すようになるが、
これには細胞間基質に線維が密に存在することが深く関わっていると考えられる。このこと
は、関節軟骨の深層および石灰化層において、密な基質線維が軟骨表面に垂直に配列するこ
とを示した報告 10）によって支持される。このことをラットの発育過程に照らし合わせて考
えると、離乳期を迎えた 3 週齢は未だ非活動的であり、関節軟骨への荷重が乏しいために、
基質合成も不活発な状態にあると考えられる。そして、ラットの 6 週齢は妊娠可能な時期と
され、すなわち性的成熟の面から考えると、本研究で用いた 5 週齢は人に置き換えると、そ
れはほぼ思春期に相当し、したがって、ラットの 5 ～ 10 週齢は活動性の高い時期に相当す
ると思われる。ラットは、四足歩行でしかも膝を屈曲して生活することが多く、大腿骨の内
側顆および外側顆は脛骨の近位関節面の中でも中央から後方部に関節している。このことか
ら、5 および 10 週齢の中央ならび後方部において細胞が柱状配列をなす理由は、次のよう
なところにある。すなわち、荷重への抵抗性を高めるために関節軟骨の表面に垂直な方向に
配列した基質線維が密に存在し、その隙間に細胞が配列するためであり、したがって細胞の
柱状配列は加重への抵抗性に関連性があると推測される。
以上のことをまとめると、関節軟骨の表層にコラーゲン線維が密に配列することは、脛骨
の関節面を補強するためであり、一方、中間層の厚さが維持されることは、この層が円滑な
関節運動をもたらす重要な役割を演じるためであると考えられる。また、深層には関節軟骨
への荷重に抵抗性を示す構造が形成され、それは発育に伴って徐々に強化されていると考え
られる。そのほかの発育変化として、
関節軟骨のいずれの部位にも厚さの減少がみられるが、
その減少の過程は部位によって異なる。このような関節軟骨の部位ごとに異なる厚さの減少
は、骨の外形の形成や、荷重への抵抗性増加のためになされるものであり、それらは各部位
における形態や機能の獲得に向けた合目的な変化の現れであると考えられる。

結

論

関節軟骨における部位ごとの役割によって、軟骨の厚さの減少過程が異なることが推測さ
れた。
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Observation on the structural changes of
articular cartilage cells in Growing Rat
FUJIKAWA, Kaoru
OGIWARA, Yuh
OHSAKO, Masafumi
SUMMARY
The purpose of this study was to investigate process of differentiation and matrix
syntheses ability of chondrocyte in articular cartilage, with observing chondrocyte
developmental changes in each portion（anterior, middle and posterior）, using growing
rat. Materials were used Wistar strain male rats of 3 and 5 weeks old as early growing
stage, and those of 10 weeks old as late growing stage. Their knee joints and surrounding
tissues were trimmed and fixed immediately, after excision. Those specimen were
decalcified, embedded in paraffin wax and perfect serial sections were cut in sagital
direction. These sections were stained with various staining methods. Other specimen
were embedded in Rigolac resin without decalcification, ground and stained by toluisin
blue（TB）stain fluid. Both sections were observed with light microscope.
Following changes were observed in articular cartilage according to growth. Thickness
of articular cartilage decreased at every portion, but the decrease processes were
different. It was recognized that deep and calcified layers decreased but superficial and
intermediate layers indicated little changes, in every portion. It was also observed, in
every portion, that superficial layer stained color of pale blue, and intermediate and deep
layer indicated metachromagy, with TB stain.
From these facts, it was thought that the superficial layer reinforced tibial articular
surface with dense collagen fibers arranging a parallel to cartilage surface. It was
supposed that aggrecans were contained in abundance in the intermediate and the deep
layers. In addition, it could be speculate that the intermediate layer has structures
specifically to cartilage, as considering that thickness of the intermediate layer was
maintained without growing. Then, it was understood that decreases of cartilage thickness
were different in each portions and those changes were related to displacement from
epiphyseal cartilage to bone and increasing resistance to mechanical stress.
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