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はじめに

内閣府の高齢者白書にも記載がある通り，わが国
は「超高齢社会」のただ中にあり，要介護など多く
の医学的背景をもつ1)｡そこで咀嚼嚥下ラボでは,｢運
動器の構造維持の解明」を超高齢社会へ挑む研究
ターゲットの一つとして推進している。

これまで高齢者医療の場では，様々な要因で惹起
される筋萎縮（サルコペニア)，さらに日本整形外
科学会からロコモティブシンドローム（運動器症候
群)，そして日本老年医学会からフレイルの概念が
提唱され，サルコペニアとロコモ・フレイルの関連
についても基礎医学的研究が盛んに行われるように
なった。すなわち近年，細胞，組織，個体として捉
えた骨格筋研究，骨研究の相互的な理解，統合研究
の重要性が増している。本シリーズ５回目では咀嚼

嚥下ラボの研究内容全体について概説したが，シ
リーズ12回目の本稿では，運動器の要となる骨格筋
の「筋・腱・骨：連結部の形態形成とその維持機構
の解明」を目指した研究について解説する。

筋骨格系形態形成過程研究のトピックス

筋骨格系 musculoskeletal system とは主に筋，
腱，靭帯，骨により構成され，身体を動かして
フォームを維持するための「筋・腱・靭帯・骨・関
節および関連組織」のシステムをいう。そして筋と
腱の連結部は，musculotendinous junction（筋腱連
結)，腱と骨との接合部は enthesis と呼ばれ，身体
機能の要となる。我々は以前，筋腱連結部の発生学
的プロセスに注目した研究で，胎生期まだ骨部が未
成熟な時期に筋束断端に Desmin（筋肉特異的タン
パク質）が集積し，筋腱連結を作り上げる事を報告
している2)。しかし咀嚼嚥下ラボ発足当時，この｢筋
－腱－骨」という“機能的な複合体”の形態形成過
程にまだ多くの未解明な点がある事を例会における
抄読会等で確認し，いくつかの研究アウトラインを
設計し，研究を推進してきた。その結果，筋骨格系
を構成する筋・腱・靭帯・骨というそれぞれの組織
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が，お互いに影響を与えながら機能的に重要な複合
体を作る過程に関する研究成果を紹介する。

１．胎生期に開始される咀嚼嚥下様運動のため
に，口蓋帆機能を担う口蓋帆張筋と翼突鈎が同
期的，そして胎生早期に形態形成を開始する3)

マウスが胎生中期に顎運動を開始し，出生後の哺
乳を難なく行うための形態的・機能的な準備を整え
ることは知られていた。しかしその時期の顎骨は，
まだ未成熟である。｢足場となる顎骨が未成熟であ
るのに，付着する筋は収縮機能を発揮できるの
か？」という疑問を持ち，特に嚥下機能にとって重
要な役割を担う口蓋帆張筋と関連する骨の発生過程
を調べた。すなわち，これまで口蓋腱膜・翼状突起
内側板は頭部神経堤，口蓋帆張筋は沿軸中胚葉から
形成されることは知られていたが，口蓋帆を緊張さ
せるために必要な翼突鈎を中心とした滑車構造の形
成過程は報告がなく，嚥下機能を理解する上で最も
興味を持った。

その結果，胎生16.5日に口蓋帆張筋と口蓋腱膜は
筋腱接合部を形成し，筋と腱が接合していくにつれ
て翼状突起は長径・幅径を増大させることを明らか
にした。この時期は，胎生期マウスが嚥下様の動き
を始める時期で，起始部である舟状窩付近の骨が未
成熟であっても，口蓋帆の機能を担える構造を，機
能の発達とともに作り上げていく事が考えられた。

２．上直筋の起始部における筋腱連結は視神経鞘
を足場として成熟し，最終的に総腱輪の構成に
は関与しない4)

眼球は眼窩内で自由にその向きを変える事が出来
る。これは合理的に眼球に外眼筋（上直筋・下直
筋・外側直筋・内側直筋・上斜筋・下斜筋）が停止
し，その動きを操っているためである。その動きの
制御のために，外眼筋の起始部の腱は強固な構造を
呈している。我々は「筋－腱－骨」形態形成を調べ
るモデルとして，咀嚼嚥下ラボ発足当時２年生に進
級していた大学院生に外眼筋の発生過程を調べる事
を博士論文の課題とした。

その結果，２つの重要な発見をする事が出来た。
その一つは，眼球を上方へ向ける上直筋の腱は視神
経鞘に付着し，筋腱連結構造を成熟させる事であっ

た。また他方は，その後の経過で上直筋は起始部を
蝶形骨に移動させることを見い出したことである。
外眼筋である上直筋・下直筋・外側直筋・内側直筋
は眼球の後方の起始部で，総腱輪を形成していると
多くの成書にも記載され信じられてきたが，上直筋
は総腱輪の構成には関与しない事が明らかとなっ
た。すなわち上直筋は上眼瞼挙筋などとの共同腱を
有することから，眼球と眼瞼を上方へ向ける機能と
連動している事が考えられた。

３．胎生期マウスの腱－軟骨接合部に発現する制
御因子により，将来の線維軟骨型または線維型
の付着形態への分化が分かれる5)

胎生期マウス顎関節部を研究対象とし，腱－骨格
系前駆細胞群と筋原基の結合過程を経時的に観察
し，運動器の組織構築機序を検索した。

試料として胎生12.5～17.5日の ICR マウスを用
いた。主な観察対象部位は，外側翼突筋の関節突起
（膜性骨化）への付着部，上腕三頭筋の尺骨（軟骨
内骨化）への付着部とした。また，凍結切片ならび
にパラフィン切片を作製し，続いて各種免疫組織化
学的染色ならびに in situハイブリダイゼーション
を行った。また，外側翼突筋の関節突起への付着部
における増殖期細胞を可視化するために，抗 BrdU
抗体にて免疫染色を行い，増殖期細胞の数を計測し
た。さらに Sox９（哺乳類の性分化や軟骨形成に必
須の役割を持つ転写因子）の免疫組織化学的染色結
果を基に輝度解析を行い，染色結果の定量解析を試
みた。

その結果，胎生13.5日の上腕三頭筋の軟骨（尺
骨）への付着部において，Sox９陽性の腱－骨格系
前駆細胞群と Desmin の集積する筋－腱接合部は接
触していた。胎生14.5～16.5日になると Sox９は腱
－軟骨接合部と軟骨に限局して発現した。一方で胎
生13.5～14.5日の外側翼突筋の膜性骨（関節突起）
への付着部においても Sox９陽性の腱－骨格系前駆
細胞群と Desmin の集積する筋－腱接合部領域は接
していた（図１)。しかしながら，胎生15.5～16.5
日において，腱－膜性骨接合部にはその発現は認め
られなかった。また，胎生15.5～16.5日における同
部位の腱－膜性骨接合部において，BrdU 陽性の増
殖細胞は有意に減少していた。
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成熟した腱－骨付着部は，線維軟骨が存在する線
維軟骨型と，筋が直接骨膜に付着する線維性型があ
ることが知られている。また線維軟骨型付着は長管
骨の骨端部に，線維型付着は骨幹部に認められ，さ
らに骨端部は軟骨内骨化，骨幹部は膜性骨化により
発生することも明らかにされている。したがって今
回の結果から，胎生期の腱－軟骨接合部に Sox９の
発現が残存するものは，将来の線維軟骨型の付着形
態を形成し，腱－膜骨付着部に Sox９の発現が減弱
するものは線維型の付着形態を形成する事を明らか
にした。また発生初期の運動器は，どの部位におい
ても腱－骨格系前駆細胞群と筋原基が接触するとい
う同一の形態を示すことが確認できた。

４．顎舌骨筋は発生初期にメッケル軟骨を足場と
して成熟し，胎生後期に下顎骨へ起始部を移動
させる

メッケル軟骨が下顎骨の形態形成を誘導すること
は知られている。しかし下顎骨に付着する筋の形態
形成，特に筋の骨への付着部における形態形成と

メッケル軟骨との関係は不明な点があった。そこで
Scleraxis（腱，軟骨，またその前駆細胞で発現す
る転写因子：Scx)，Sox９の発現局在に注目し，胎
生期における顎舌骨筋の下顎骨への付着を獲得する
プロセスについて調べ，‶筋－腱－骨”複合体の形
態形成メカニズムについて考察を試みた。実験材料
は，胎生期 ICR 系マウスとした。そしてメッケル
軟骨が観察可能な部位を選択し，顎舌骨筋が下顎骨
への付着を獲得していく過程を調べた。通法に従い
薄切切片を作製後，免疫組織化学的染色を施した。
指標としたのは，Desmin，Scx，そして Sox９とし
た｡

その結果顎舌骨筋の発生初期（胎生13.5日）に
は，メッケル軟骨に近接して筋束の断端が作られ，
そこには Desmin の強発現が観察された。また，顎
舌骨筋の腱原基には Scx が強発現しており，この
部位はメッケル軟骨に接触していた。胎生13.5日に
おいてはメッケル軟骨とその下方に Sox９は発現し
ていたが，胎生14.5日になるとメッケル軟骨の内側
における Sox９陽性細胞の数は増加した。今回の観

図１ 下顎頭への外側翼突筋の付着プロセス
筋の骨への付着部（外側翼突筋の筋束断端部）には，胎生14.5日において Sox９の発現がみられる(ｃ)
が，胎生16.5日になり，｢筋－腱－骨複合体」の成熟が終わると，その発現はほぼ消失(ｉ)する｡
LPM：外側翼突筋，CH：顆頭，SP : Sox９＋前駆細胞，矢頭：膜性骨，★印：Sox９＋膜性骨，
↔：Sox９－膜性骨
bar：100µm
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察から，まだ下顎骨が未成熟な発生初期に，顎舌骨
筋断端部の成熟のためメッケル軟骨を足場として利
用していると考えられた。さらにこの筋断端部の形
態形成が進んだのち，下顎骨へと移動するように位
置を変え，下顎骨への付着部の形態を作り上げると
いう一連の過程が明らかとなった。そして“筋－腱
－骨”複合体の獲得には，Sox９がメッケル軟骨か
ら下顎骨原基へとその発現部位を変化させ，顎舌骨
筋の新たな付着部（下顎骨）における組織構築に重
要な役割を担っている可能性が考えられた。

また，顎舌骨筋がメッケル軟骨に付着する時期
と，下顎骨へその付着位置を移動させた初期におい
て，一時的に Scx が発現しており，Scx は“筋－腱
－骨”という複合体を形成する初期に，構造獲得の
ための重要な役割を担っている事が考えられた。本
研究結果より腱－骨格系前駆細胞群と筋原基という
２つの細胞集団の接触が発生初期の運動器，すなわ
ち“筋－腱－骨”複合体の組織構築に不可欠である
と考えられた。

５．咀嚼筋の起始部である翼状突起と周囲筋は，
胎生期に同期的に成熟する6)

運動器の要となる筋付着部の骨の微細形態は，筋
肉が骨に及ぼす負荷の違いにより変化することが知
られている。しかし筋機能および骨周囲の軟組織の
形態変化が，付着する骨全体の形態に与える影響に
ついては調べられていなかった。そこで我々は
DNA 配列が98.6％共通している２系統のマウスを
研究材料とし，｢筋肉の形態の違い」すなわち「筋
肉からの骨への機能的な負荷の違い」が「骨形態形
成と維持」に与える影響について検索を行った。さ
らに，成獣において骨周囲軟組織からの機能的な負
荷の変化が骨形態を変化させる過程について，変形
性関節症モデルマウスを作出し，形態学的検索を
行った。

試料として遺伝的に最も近い C57BL６J, BALB/
cA を用いた。胎生12.5日，15.5日，生後０日，生
後10日の筋と骨形態の違いについて，主に組織学的
に検索を行った。また，C57BL６J, BALB/cA に
ICR マウスを加え，３系統のマウスにおける筋と骨
形態の相関分析を行った｡ 更に生後３か月の BALB
/cA マウスを研究材料とし，実験的に関節円板を

摘出する変形性関節症モデルマウス（TMJ Os-
teoarthitis モデルマウス：OA マウス）を作出し，
マイクロ CT（HMX－225Actis４；Tesco Co, To-
kyo, Japan）にて撮像後，３次元解析ソフト（VG
Studio, Volume Graphics, Heidelberg, Germany）
を用いて形態計測を行った。

その結果 C57BL６J と BALB/cA マウスの２系
統間にて，関心領域の形態を組織学的に検索した結
果，胎生12.5日齢では両群に差は認められなかっ
た。しかし胎生15.5日齢になると，BALB/cA マウ
スの中頭蓋底にある下方突起が，C57BL６J マウス
と比較して大きく下方に突出していた。その特徴は
生後０日には顕著に観察されるようになった。生後
10日になると蝶形骨に付着する口蓋帆帳筋の角度お
よび隣接する翼状突起の形態においても差が観察さ
れるようになった。また関節円板を摘出して作出し
た OA マウスでは，正常のマウス顎関節部に比べ
下顎頭の形態が変形し，周囲を走行する側頭筋の形
態にも変化が及ぶ事が明らかとなった。

本研究成果より成長期において，筋組織形態と骨
形態に差が観察されるようになる時期は連動し，両
者はお互いに影響を及ぼし形態形成を行うことが証
明された。さらにこの筋と付着する骨で形成される
組織複合体の構造を維持するためには，骨組織に付
着する筋を中心とした骨周囲軟組織の安定した構造
の保持が重要である事が考えられた。

筋骨格系形態形成研究の動向

Musculoskeletal system は身体を移動，安定させ
る身体機能の要となる組織である。この muscu-
loskeletal system は主に筋，腱，靭帯，骨により構
成され，それらに神経や血管が分布する7)。頭頸部
における musculoskeletal system の一つに顎関節
がある。顎関節部では外側翼突筋が下顎頭および関
節円板に付着して機能している。すなわち骨，筋，
腱，関節円板など様々な組織が協調して顎運動を
担っている8)。これまで顎関節部の発生に関し，下
顎頭を中心に周囲軟組織も含めた形態学的観察はみ
られるものの，それぞれの組織の発生過程における
相互作用については言及されていない。腱と靭帯は
Ⅰ型コラーゲンに富み，このコラーゲンが規則的に
走行する線維性の結合組織である。身体の動きの中
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で，enthesis には常に負荷がかかり，外力による損
傷や加齢による退行性変化が生じやすい。そしてこ
の enthesis は血管網が少なく，損傷後に元の形態
に再生させることが困難である。すなわち高齢者に
対する医療では，enthesis の維持や再生が重要とな
るが，損傷した enthesis を再生へ導く事は現状難
しい。Enthesis における再生医療のため，enthesis
の発生学的な解明が急がれる。

近年，Subramanian and Schilling は，筋付着部
における腱と骨の成熟過程で，extracellular matrix
の新しい役割について報告した9)｡すなわち,muscu-
loskeletal system の形成過程において，由来の違う
組織が相互に作用しながら分化し，組織複合体とし
て成熟していく過程の一端を証明した。

１．Musculotendinous junction の発生
Musculotendinous junction では，筋組織による

収縮力を腱のコラーゲン線維へ伝えており，機能的
には密接な関係があるが，両者の微細構造による連
結の状態が報告された10)｡ 我々はこの musculotendi-
nous junction の発生過程において，筋の腱側断端
では，中間系フィラメントである Desmin が集積し
形態を形つくることを報告した2)。この Desmin が
筋側断端に集積する時期は，中胚葉由来の筋前駆細
胞群が個々の筋へ分化する時期と一致している。故
に，筋前駆細胞群内で musculotendinous junction
の位置が決定した後に，個々の筋が成熟していく事
を明らかにした11)。この中で，頭部神経堤細胞から
分化した腱は, 筋と接触する部位で, musculotendi-
nous junction の形成に重要な役割を担うこと，す
なわち腱組織のコラーゲン線維の一部が，発生過程
で経時的に筋内に進入することを明らかにした。

２．Enthesis の発生
Enthesis は,⑴periosteal muscle insertions，⑵fi-

brous insertions，⑶fibrocartilage insertions の３
つのタイプに分類される12)。

⑴ periosteal muscle insertions
筋線維束が腱に移行することはなく，直接骨

膜に付着する。
⑵ fibrous insertions

筋線維束は腱に移行し，腱は線維性組織を介

して骨膜に直接結合する。
⑶ fibrocartilage insertions

筋線維束は腱に移行し，腱は線維軟骨層を介
して骨膜に直接結合する。

Enthesis における腱・靭帯組織ではコラーゲン
線維が，筋線維束からの張力方向に規則正しく配列
している。この各線維束は Endotenon に包まれ，
腱 全 体 は Epitenon に 包 ま れ る。Endotenon と
Epitenon には脈管と神経が分布しており，組織の
恒常性の維持と損傷の修復に役立っている。En-
dotenon と Epitenon の主要な細胞成分として，腱
細胞がコラーゲン線維に沿って配列している。この
腱細 胞 はⅡ型 膜 貫 通 型 糖 タ ン パ ク 質 の Teno-
modulin（Tnmd）を発現している事が報告されて
いる13)。

近年，enthesis における fibrocartilage insertions
の発生過程について研究がなされるようになった。
特に fibrocartilage insertions は，Sox９と Scx が共
発現する前駆細胞群において形成されることが報告
された14)。また Scx を欠如する ScxCre/Cre KI マ
ウスでは，enthesis における fibrocartilage inser-
tions において，形成不全を起こすことも示され
た15)。この報告の中では，enthesis における fibro-
cartilage insertions において Sox９の発現が大きく
減少していた。この様に enthesis の形成は，Sox９
と Scx が Key である事がわかる。

TGF－β は，軟骨細胞分化に必須の成長因子で
ある。また近年 TGF－β は，軟骨形成の転写因子
である Sox９との両者の影響で腱・靭帯の形成を効
果的に促すことが報告された16)。さらに BMP４シ
グナルによって発現した Scx が，enthesis におけ
る fibrocartilage insertions の形成に関与する事が
知られている17)。以上の報告から，Sox９と Scx 陽
性の前駆細胞群は，TGFβ と BMP シグナルの制
御下にて fibrocartilage insertions を形成する事が
明らかとなってきたのである。

今後の研究の課題

咀嚼嚥下機能を担う口腔周囲の変化としては，土
台となる顎骨および顎関節部の形態変化，筋組織の
生理学的変化などにより機能は衰えていく（図
２)。特に，硬組織と軟組織の複合体である顎関節
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部の構造維持に関連する研究を推進していく。

１．Myostatin によって筋腱連結の構造は生涯維
持されている？

一般的な動物実験の知見から，サルコペニアの分
子メカニズムとして，速筋（白筋）である TypeⅡ
の isoform であるⅡb 線維の萎縮や消失という現象
で説明される。筋組織内の様々な役割を担うタンパ
クは，常に分解と合成を受け，さらに筋衛星細胞
（Satellite Cell：筋幹細胞）による自己複製，再生
能のバランスによって筋量を一定に保っている。
我々は筋再生能を調べた報告の中で，常に筋自身が
Insulin－like growth factor１（IGF－１）などの成
長因子を分泌させ，自身を成熟させることを報告し
てきた18)。そしてこのプラスの方向だけでなく，ブ
レーキをかけ制御する因子も必要で，細胞内の小胞
体ストレス19)，Myostatin の関与20)などの重要性も
明らかにした。IGF－１は成長・成熟，運動刺激に
反応して，肝臓だけでなく，筋や骨芽細胞で分泌さ
れる。IGF－１がその受容体に結合すると様々なシ
グナルが伝わり，タンパク質合成を促進する。

近年この筋活性のブレーキ役である Myostatin

が，筋腱連結の構造維持に重要な役割を担っている
可能性が示された21)。すなわち，Myostatin の発現
阻害によって筋重量は一時的に増加するものの，筋
付着部の腱を脆くし筋力を長期的・持続的に増強さ
せるには至らないことが明らかとなった。我々は，
高齢者の筋腱連結構造維持の解明へ向け，本知見を
参考にいくつかの視点から研究を開始している。

２．筋腎連関
加齢による運動器の機能低下には様々な要因が考

えられている。その一つにサルコペニアと腎との臓
器連関に関する筋腎連関が近年トピックスとなり，
慢性腎臓病の病態解明へ向けた基礎研究の中から，
サルコペニアにおける筋量低下のメカニズムの一端
が明らかとなってきた。すなわち慢性腎臓病によっ
て，筋量を一定に保つために必要な骨格筋再生能の
低下，筋タンパク質合成・分解能の低下が生じるた
めと考えられてきた。例えば，慢性腎臓病では
Myostatin の発現上昇などで IGF－１感受性の低下
や筋線維自身のアポトーシス増加などが報告されて
いる22)。

我々は慢性腎臓病モデルマウスを用い，筋腎連関

図２ 頭頸部加齢変化のイメージ
下顎骨は咀嚼筋の等尺性収縮力で安静位を保つが，加齢により咀嚼筋には筋線維の構成比の変化（速筋
（Ｆ）から遅筋（Ｓ）優位に変化）・量の減少・変性等がみられ，安定性を失う。さらに下顎頭の萎
縮・関節結節の平坦化・関節円板の穿孔（※）等より，顎運動の要となる顎関節部の形態と機能は衰え
ていく。
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という視点から「筋－腱－骨」複合体の構造の変化
について，形態学的検索を主軸として今後の展望の
中で検討している。
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