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は関連がないといい，Iltitt29）は軟骨と大動脈壁の変化

変形性関鰍の成因に関しては従来多くの研究激

の間に醐関縣がないと述べている・またAxhau一

されてきた．しかもなお，その成因力・ま。たく明らか

sen

になったとはいえない状態である。成因の代衷的なも

死が原因であるとし，骨，軟骨の変化はその反応の現

のはPommer25）の機能的機ll戎的発生説であろう。彼は

）はW・li・・bergの実験鎚試して，こ櫨軟骸

われであるという。1

関節の不平等な過度の荷重および老化によって関節軟

larrisonii）らは関節軟骨の損傷

に対する修復現象としてうっ血や血管新生が起るとい

骨の弾性が滅じて軟骨下の骨髄が刺激され，関節症が
う。
発生すると考えた。またMatthews（1952）17）は随黍関節

その他，素因や内分泌機能の関与を考える人もあ

の荷重面および摩擦面における軟骨にコンドロイチ

る。Erdheimは下垂体腫瘍と関節症の関連について

ン硫酸が減少していることを見出し，機械的機能的過

述べ，Waine41）も先端巨大症に同様な変化を認めてい

負荷が軟骨の変性を起すことを主張した。Trias39）や

る。

Salter30）らは関節面相互間に圧力を加え，関節軟骨の

に高脂肪食をあたえ，肥満と本症の関係を研究してい

変性をみたと述べて・・る。わが1郵・おいても天児・は

麟症醐肉労瀦に好糺手持さく徽鞭用す

SilberbergやSokoloffa4）らは動物実験でラッテ

る・S・k・1・ffS3

35

はまたマウスを用いて，系により関

節症の発生搬が異る・とを鮪している・緒方23）は

る抗夫の上肢に関節症病変が多発すると報告してい

唾液腺ホルモンの異常により関節軟骨に変化が起ると

る。

主張している。

これに反し他の有力な説はWollenberg42）43）のltlL行

このように変形性関節症の成因に関する諸説にはジ

障害説である。彼は犬の膝蓋骨の周囲を網糸で結紮

それぞれ実験的あるいは臨床的根拠が挙げられてはい

し膝翻に変性および増磯k変化を起させること

るが，われ2・れ湘常みている変形性関節症の1灘像

ができた。この事実より彼はi血L行障害が原因で関節軟

骨の栄養障害が起り，関節症が発生すると考えた。
G6t，・）は動脈性血行障害を起した関節の軟腿質のム

のすべてを論理的に説明しうる成因説はいまだないと

いえる。たとえば股関節の亜脱臼性関節症の如き二次
性のものは機械的機能的発生説で＋分納得がゆくが1

コ多糖類の減少を組織化学的に証明している。Sel131）

変形性膝関節症でセよ，正常な関節形態を有するものに

は実験的高血圧症を起したラッテの関節に，変形性関

発生したとみるべきものがほとんどであるe

節症そのものといえる病変が起ったという。また潜函

変形性膝関節症の大部分の症例は，むしろ血流障害，

病にみられる変形性股関節症も，血管周囲や血噌；内で
遊離した気泡による血液循環障害に起因すると一一般に

考えられている。
しかしこれら血行障害説に反論する人も少くない。
Klin9は滑膜の血管の変化と関節軟骨の病変との間に

すなわち

内分泌異常など，機械的悶子以外のものの果す役割が
大きいのではないかと考えられる。

薯者は，Sell31）の報告に刺激されて，高血圧症性血
行障害が関節軟骨にいかなる影響を与えるかを実騨的
に検索したので・その成果を報告する。
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動物に対する食塩負荷実験

A

血圧
mmHg

実験材料および災験方法

実験動物は体重200〜3009アの雄のウイ1ター系の
ラッテおよび15〜209rのマウスを使用した。食塩負

160
t6D

荷の影響が幼若動物と成熟動物で異なるか否かを検討

oo

するために，食塩負荷の開始時期により次の各群にわ
けて突験した。すなわち，幼若群（3ヵ月のラッテ）
47頭，成熱群（12

dJ

O

oor

Oo

o

o

o

140

o

120120

）jのラッテ）31頭および対照群19

o

食塩負荷方法は，実験群には常水をまったく与え

0

oo
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100

頭である。
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ず，1％の食塩水を連日飲用させ，対照群には常水を
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飲用させた。食塩の1日摂取量は平均O．59rであっ

●
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た。負荷期間は1，2，3および6ヵ月で，」血圧測定
40
40

を行なった後にと殺し，組織標本を作成した。なお1征
圧測定は頸動脈に砥注射劃

を挿入し，水銀マノメー

20

ターを用いて測定したQ
組織学的検索法は，大腿骨下端および1正髄骨上端を
肋月

萌額面で割面を作り｝Hematoxylin−Eosln染色・
metachromasiaのためのTeluidine−blue（pH
pH

4．1）染色，

PAS染色，

7．

Azan−Mallory染色，

2カ月

3カ月

4カ月

｝と

o負荷群

van

●対照群

Gi・s・n難および唾灘化後のPAS難を行なった・

図1

5カ月

6カ月負荷

f臨鮒ラ。テのituEllの変化

マウスについては生後4週より負荷したもの30例，

生後8週より負荷したもの20例である。負荷期間は
1，2，3および6ヵ月で，並L圧測定は行わなかった。
組織学的検索はラッテと同様に行なった。

B
L

実験成績

ラッテについての実験成績

血圧の変化は図1の如くで2ヵ月より上昇しt3力

masiaは吝ll分的に滅少し，一部には線維のDema−
skierungが認められる。軟骨細胞自体では深層軟骨
細胞の変性と表暦・中層の細胞巣形成（群化）がみら

れる。さらに細胞配列の乱れが生ずる（図2b）。
ド1端軟骨願にも軟骨層の厚さの減少，軟骨細胞の配

月より140㎜惣の高血圧を示している。対照群にお

列の乱れ，膨化， glycogen変性，さらに基質の嚢腫
形成が認められる。関節周闘の軟部組織の血管壁には

いては多少の上昇はみられるが80酬鞠前後であっ

内膜の肥厚はないが，中膜の肥厚と平滑筋細胞の変性

た。

がみられ，硬化性の変化が出現し始めている。

食塩負荷群と対照群との間には筋萎縮および膝関節

3ヵ月負荷：軟骨層の菲薄化，関節軟骨下の化骨帯

などに肉眼的には差は認められず，また体重にも差が

ゐ萎縮がみられ，関節面の粗縫化があり，一部には軟

認められなかった。

紐織学的所見
幼若群

骨基質の線維のDemaskierungもみられる。軟骨細

胞は減少し，空胞変性などが認められる（図3a、
b）。

1ヵ月負荷；関節軟骨直下の惜梁に軽度の萎縮がみ

軟骨中にみられる嚢腫状変化は一部関節腔と交通し

られ，軟骨細胞の配列に乱れが認められる程度であ

ているものもあるが，軟骨中層に孤立して交通のない

る。関節軟骨自体にはmetachromasiaの低下がみら

ものもある。

れるほか特に変化はない（表1）。

る。

metachr。masiaの部分的消失がみられ

2ヵ月負荷：骨梁の萎縮は徐々に著明となる。なか

6ヵ月負荷；関節軟骨層の厚さの減少や，軟骨細胞

には骨梁がほとんど消失し，軟骨暦が晦接骨髄腔に接

の酉己列の乱れはより著明となっている。なかには軟旨

しているものもある（図2a）。

層の消失をみるものもある（図4a）。軟骨細胞には

関節軟骨では軟骨細胞に比較して軟骨基質が少な

i聾胞変性におちいり，核も膨化して大ぎくなっている

い。軟骨暦の厚さは減じ，軟骨暦の消失したものもあ

ものと，核濃縮を起しているものとがある。細胞巣形

る。また衷層の粗槌化が目立ち，基質のmetachro−一

成，基質のmetacllromasia低下は同様に認められる。
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表1
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組織学的所見の総括
食塩負荷期間

1朋・朋・胡・朋舗

幼成幼成幼成幼成幼成
熟
若 熟
若 熟
若 熟
若 熱

若
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関

ー
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＋

＋

＋

＋
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＋

＋
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＋

一

10）細胞配列の乱れ

骨

14）萎縮（菲薄化）

端
軟

15）細胞数減少
16）細胞及び基質変性

骨

17）細泡配列の乱れ

＋
十

卦

：ヒ

土

一

一±
十

十

：ピ

＋1一＋

一

12）関節軟骨下化骨帯の渉幽騨化
13）骨梁萎縮
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＋

十

＋

一
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±

卦

卦
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十

＋
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土

一土

ー

＋
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土
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18）動脈壁の変化

一H−

一

＋＋＋昔

±

卦
卦

＋ 十F＋ ＋ 十ト 升 十
一 ＋ 什 ＋ 昔 朴 升 ＋

8）細胞巣形成（群化）
9）

＋

十｝一

＋土什＋昔＋卜＋＋
＋

7）軟骨細胞滅少消失

匿1°

＋

＋

土

5）軟骨細胞空胞変性
6）軟骨細胞萎縮

軟

＋

十ト

3）基質metachromasia低下・消失
4）Demaskierun窟

節

＋

十

±

＋
十

＋
＋
十

朴
十ト

骨梁の萎縮はこれに反して回復し，あるものでは著し

では軟骨表層の粗槌化と化骨帯の消失，軟骨細胞の空

く肥厚し，関節軟骨の辺縁部においてあきらかな骨棘

胞化および数の減少などが著明である（図6a・b）・

が形成された例もみられた（図4b）。

なお負荷当初

は関節軟骨に変化が先行したようにみられたが，この

3ヵ月負荷：関節軟骨の変化はさらに進み，表層の

粗糧化がいちぢるLい。硝子軟骨が消失し，表面が線

ころになると骨端軟骨にも変化が進んできている。

維性に変っているところやまた線維のDemaskierurg

軟部組織の血管の変化も明らかであるが，内膜の変

もあり，細胞配列の乱れもいちぢるしい。軟骨細胞に

化より，中膜の肥厚が目立ち，筋型小動脈の硬化性変

は細胞核の膨化および濃縮がみられ，metachromas

化の初期像といえる。

は不規則・雲恕状に消失している・空胞形成，細胞変

成熟群

i

性なども幼若群に比して変化がいちぢるしい（図7

1ヵ月負荷：幼若群に比較して負荷後1ヵ月より関
節軟骨と骨端軟骨全体にわたり変化が認められる。特

a，b）。
6ヵ月負荷：関節軟骨の菲薄化や，化骨帯の萎縮は

に軟骨層の菲薄化，軟骨細胞の減少や消失，軟骨細胞

続いており，なかには軟骨層の消失しているところも

の萎縮などがみられ，metachromasiaの低下が認め

ある（図8a）。軟骨細胞の配列はまったく乱れ・不

られる。脛骨荷重面においては，軟骨内に嚢腫状変化

規則性がいちぢるしい・軟骨細胞も膨化，空胞化が目

がみられ，周囲の基質のmetaChromasiaは減少して

立ち・核も濃縮しているものが多い。基質のmeta旧

いる。嚢腫状変化は軟骨中層部にみられ，関節腔との

chromasiaは滅少ないし消失し・穎粒状・雲恕状にみ

交通はない（図5、，b）．なお幼銅｝紛1朋鮒
後とは異なり，関節周囲軟部組織の小動脈には軽度の
硬化｛生変化が認められた。
2カ月負荷：幼若群に比して変化の進行度は徐々で
ある。この傾向は骨端軟骨層により明らかである。骨

端軟骨層の菲薄化や，嚢胞形成がみられる。関節軟骨

える（図8b）・幼若翻こ認⇒られたような骨懸縮
の回復傾向は認められず，なお進行している。
骨髄腔に入る小動脈や関節周囲の軟部組織内の動脈
壁にも中膜から外膜へかけて膨化変性がみられる（図
8c，

b）。

7・8・12ヵ月負荷：関節軟骨の変化はさらに著明
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図2
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b

幼若群一2ヵ月負荷

a骨梁の萎縮（TB×40）。
b 軟骨層の非薄化。軟骨基質の減少とmetachromas・aの不均一1生。軟胃細胞の空胞変性
と配列の乱れ（TB

×250）。

a

図3

b

幼若群一3ヵ月負荷

a

関節軟骨の嚢胞形成（脛骨）。表層および中層の軟骨細胞の巣形成（群化）と散在する

b

表層の粗糧化，軟旨層の非薄化，化骨帯の萎縮，metac

空胞変性（TB

X100）。

chromasiaの部分的消失

（TB

×250）。

ら

a

図4

b

幼若群一6ヵ月負荷

a

軟骨層の消失，骨梁の肥厚（T．B．×40）。

b

あきらかな骨棘形成（TB

×40）。
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b

1ヵ月負荷

a．嚢胞とその周囲軟骨基質のInetachromasia減少。嚢胞と関節腔との交通はない（脛
骨）（T．B．×100）。
b．軟骨層非溝化，細胞減少，metachromasiaの1成少，軽い細胞巣形成（T．

「・
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成熟群

2ヵ月負荷

a．化骨帯萎縮，表層に近い細胞の空胞化，メタクロマジーの巣状の減少が散見される
（E．H． x100）e

1

1

x

、

a

，

B．

b．軟骨表面の粗粒化と化骨帯の消失，細胞変性および消失（H．E．

x

100）。
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成熱群一3ヵ月負荷

a．軟骨層の欠損と欠損部辺縁の軟骨細胞の変性（H．E．×100）。
b．軟骨層の非薄化，細胞変性，metachromasiaの減少ないし消失（T．

B，×250）。
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憲麹離鰯磁
a

図8

b

成熟群

6ヵ月負荷

a．軟骨層の消失（T・B・×100）。
b，軟骨層の菲薄化。細胞の膨化，窒胞化，核の膨化，濃縮，基質Inetachromasiaの願粒状，
雲恕状の消失（T．B． x250）。

C

図8

d

6ヵ月負荷

成熟群

c．関節軟骨下の骨髄腔内小動脈の変化：動脈壁中膜の平滑筋の膨化変性が著明

（H．E．×250）。
d．関節周囲軟部組織の小動脈の中膜にも膨化変性が認められる（H．E．×250）。．
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図9

成熟群

12ヵ月負荷

a．軟骨層の消失と表面の線維化（T．B．×40）。
b．変性した細胞の巣形成（T．B．

x

250）。
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となる。特に軟骨層の消失，線維化（図9a），基質

C356）

2）負荷開始後2ヵ月では・1ヵ月のときに認めら

のDeinaskierung，表層の粗糧化が著明となる（図9

れた変化がさらに著明となる。1ヵ月の所見と2ヵ月

b）。また線維化の進んだところでは血管新生像がみ

の所見を対比すると，幼若群ではその差が非常に大き

られ，軟骨の変性消失部に線維化像がみられるところ

いが・成熟群では差が少ない。

もある（図9b）。軟骨層が残存している部位におい

3）負荷開始3ヵ月以降の変化の推移は，幼若群

ても軟骨細胞は変｛生し，細胞の巣形成（群化）を認め

においては，2ヵ月のときの所見と大体類似している

る。

が，成熟群では徐々ではあるが変化がより著明とな

軟部組織の動脈壁は中膜の膨化，変性・肥厚などの

り，負荷後6ヵ月では変形性関節症に特有といわれる

明かな動脈硬化性の変化を示している。
2，マウスについての実験成績

軟膏細胞の巣形威，軟骨塞質のDemaskierungも明
瞭となってくる。

ラッテの実験成績とほぼ同様な変化が認められた。

一般に成熟群では食盧水投与というstreSSに対す

すなわち負荷2ヵ月で軟骨層嵐下の骨梁の萎縮が著明

る反応が初期より現われるが，その変化の進行度は緩

となり，軟骨層ではmetaChrOmaSiaの不均一化，細

慢である。これに反して幼若群では変化の発現は遅れ

胞配列の乱れなどが認められた。

るが，変化の進行度は早いようである。また幼若群で

4ヵ月では軟骨表面の粗糧化，厚さの減少，meta一

は各変化が周囲の軟部組織の動脈壁の変化と平行して

chromasiaの減少などがみられた。

C

進行している。

実験成績の小括

関節軟骨，骨端軟骨，軟骨下骨梁および関節剃囲の

III

組織学的変化を骨塩負荷後の）1数に応じて観察した結

を結紮して血流障害を起し，膝蓋骨に変形性チ茜変を起

べての実験動物に同じ程度に謝められたわけではな

させた実験から，軟骨の栄養障害の原因は」血流障害に

い。図には代表的変化を示したものである。

あるとし，変形性関節症の発症は1動脈硬化にもとづ

関節軟骨では，1）表面粗糧化，2）軟骨層菲薄化・

く血行障警に起因するであろうという見解・すなわち
ifiL行障害説を提嘱した。しかしAxhausen（1911）4）

4）基質線維のDemaskierun9，5）紐llj毎の空胞変性・
6）細胞の萎縮，7）細胞の減少ないし消失，8）細胞

2）骨梁萎縮が認められ，骨端軟骨層については，
1）餐縮（菲薄化），2）細胞数の減少，3）細胞および
基質の変性（細胞の空胞変性や基質の嚢胞形成），4）細

胞配列の乱れなどが観察された。
以上の関節軟骨，骨梁，骨端軟骨の諸変化および関
節周囲の軟部組織内の動脈壁の変化について，対照群

と比較検討し，組織学的所見を総括すると表1のごと
くである。なお（一）は対照群と比較して強の認めら

れないもの，（土）は変化が認められるが，その程度

はWollenbergの実験を追試して同様の結果をえた
が，これは阻血による関節軟骨の壊死であり，それに

巣形成（群化），9）嚢胞の発佐，10）細胞配列の不規
則化などの諸変化が認められた。
骨頭骨梁にっいては， 1）軟骨下化骨帯の葬薄化，

按

Wollenberg（1908，1909）42）43）は犬の膝蕊骨の周囲

果ば上述のとおりである。しかしこれらの変化は・す

ないし部分的消失，3）基質metachromasiaの低下，

考

対する反応によって変形性病変を起すと結論してい
る。
Harrisonら（1953）11）は股関節の変形性関節症の骨
頗の血管造影所見から，病変骨頭，関節軟骨の変化ば
骨のなかの充血の結果起る反応であると述べている。
従ってWollenbergの血1行障害説と異なり、関節軟骨

の修復現象としてうっ血や血管新生が起ると解釈して
いる。
Kahlstrom（1939）12，やPridie（1952）25）は潜函病の

後に関節症が発生したことを報告しJ木下（1961，
1963）13）14），梨木（1966）22）も同様な症i例を報告し，そ

れは壁素ガス気泡による骨栄養血管の緬環障害により

が軽いもの，（＋）は変化の認められるもの，（升）は

起る骨のaseptic

著明な変化のあるものを意味する。以上の所見を要約

以上の諸説はいずれも変形性関節症の原因あるいは

すると以下のごとくになる。

1）食塩負荷動物における関節軟骨には，負荷開始
後1ヵ月で，関節衷面の粗織化，軟骨層の菲薄化，軟

骨基質のmetachromasiaの低下などの所見が認めら
れる。この変化の程度は成黙動物のほうが幼若動物よ

り著明である。

necrosisであると述ぺている。

増悪囚子として血流異常があることを強調してはいる

が，Truetaらのうっilu−Mでは変形性関節症の増殖性
変化は説明がつけられるが，初期変化である軟骨の変

性に関する説明は困難である。
…陵者は，関節軟骨変性の一h次的源因は動脈性1血L行障

害ではなかろうかとの推定のもとに，動脈硬化症を実

48＿（357）
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験的に作成し，それによって起る関節軟骨の変化を追

ち，特に大きな膨化性を持つピアルロン酸は水分代謝

求したのである。

の調節にあずかり，またコソドロイチン硫酸はその強

食塩過剰投与による血管系の変化はZollinger45），

酸度により，カチオソ交換樹脂に類して，塩および代

西村22）らの研究によって明らかにされている。Naと

謝産物の交換調節をなすものと考えられている。すな

高血圧の関係にっいては，動脈壁へのNaの蕎積，それ

わち，酸性粘液多糖類は直接i血液供給のない，あるい

にょる宋梢抵抗の増加，血管の細胞内外のNaイオン

は不足している親織において，血管の代用としての生

濃度の差により血管の緊張または反応性が変化するの

理作用を常んでいると考えられる。

が原因であると一般に考えられている。本突験におい

Ekholm7）は，正常関節軟骨は休止時にその厚さを

ても明らかに高血圧を謹明し，動脈には硬化性病変を

減じ，運動時に増加するが，それは加圧と除圧により

証明しえた。そして関節軟骨においては，衰層の粗穐

軟骨中の水分の増減が起るためと考えられると述べて

化，軟骨細胞の空胞変性，萎縮，減少および細胞配列

いる。人体についてもほとんど同様の所見がえられ，

の乱れ，軟骨基質の膨化，基質線維のDemaskierung，

運動時と休止時との厚さの差は正常関節軟骨で一番大

軟貯層の細胞群化などが順次生ずることが認められ

ぎく，病的状態では差が小さくなるといわれている。

た。さらに軟骨層が消失したところでは，その直下の

すなはち後者では体液の漫透ひいては栄養が悪いとい

骨髄は線維化を起こし，骨髄i血管の軟骨への侵入がみ
られた。これらの変化は変形惟関節症の所見15）と同・一

うわけである。

一一

Michaello）38）3°）39）s）らはラッテの膝関節を1劃定する

であると考えられる。

と関節軟骨の変性が起ることを証明し，関節軟骨にお

また軟部組織の筋型小動脈も，中膜に主座をおいた

いては，間歌的な圧力が加わることが栄養補給に必要

硬化性変化の初期像を呈している．すなわち内膜の肥

であるという・細18

も関節囎の栄麹こ関する蹴

厚はあまりみられないが、中膜の肥厚と平滑筋細胞の

で，生理的範囲内での関節運動は軟腎の栄養を促進し

膨化変性が認められる。従ってまだ血行障害も三1三とし

たと報告している。

て機能的な段階であり，器質的変化によるものは非常

過大な圧迫あるいは運動が関節症の原因であるとす

に少ないものと思われる。さらに幼若群にみられた軟

る機械的機能的発生説も，単に機械的な軟骨の損傷に

骨下の骨梁の萎縮が3ヵ月で高度となり，6ヵ月では

原因を求めるよりは，過大な圧迫あるいは運動が軟骨

かえって回復し，あるいは肥厚像も認められるのは，

基質の物理化学的機能を変化させて，軟骨の栄養障害

非可逆的な器質鮒な血行障害が，包っていないことに原

因するのではないかと推測される。

以上のことから，関節軟骨における．ヒ述の諸変化は
血行障害の結果起ったものと一応推定される。

これまで軟骨組織はbradyt・・ph・・G・w・beとさ
れ，反応が少なく，すべての変化が緩慢であると考え

られていた。このような考え方は，軟骨内に栄養血管
が存在しないという婁実が根拠となっている。

をひき起し，その結果関節症が発生するものであると

解釈すべきではないかと考える。

このように関節液が関節軟骨の栄養に重大な関係
があるといっても，根本的には血液により栄養分は運

｛般されていると考えねばならない・しかし麟」言夜中
には酸素担体である赤血球はないので，そこで行われ

ている代謝過程は特異なものでなければならない。
Bywaters（1937）5）らは関節軟骨細胞の酸素消費量を

関節軟骨の栄養路に関しては，従来多数の研究がな

測定し，その代謝率は普通の組織のilloであって，ほ

されているにもかかわらず，なお完全に解明されたと

とんど無視できる程度であることから，glycolyseに

はいえない。しかし最近では骨髄血および関節液の岡
者から栄養されていると考えられている。しかし軟骨
内への体液の補給管は確認されておらず，一般には軟
骨内の体液の移動は漫透によって行われていると考え
られている。

，

Sylv6n36＞らにより軟骨基質

よる嫌気性代謝が行われているであろうと推定して
いる。また若い軟骨細胞はglycogenの量が多く，成
人の数倍であり，年とともに減ずるといわれている。
軟骨紐織中の解糖系酵素に関してはViernstein40），
Delbrttck6）らの研究があるが，青野2）らも乳酸脱水素

の主成分であるコンド

ロイチソ硫酸とビアルロン酸の消長が追求された。正
宗16）によると，コソドロイチン硫酸やピアルロン酸の

酵素およびそのアイソザイム，ピルビン酸キナーゼの
活性値を定量的に証明し，さらにTCAサイクル系の
酵素であるイソクエソ酸脱水素酵素の存在も確認して

ような巨大分子の多糖類がコラーゲソ線維間に存在す

いる。また酵素消費量に関しても，Rosentlla127）らの

れば，これらは単にセメントの役をつとめるのみでな

追試報告があり，その単位軟骨細胞あたりの代謝活性

く，物質の移動に重要な役割を果すという。すなわ

は，他の組織に比し必らずしも低くないことを示して
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−S9・

いる。

Ruckes28）は兎の関節軟骨の酸素消費量を測定し，

Par6（1965）24）1よ箱の中にラッテを入れ，48日間

Q。2＝1．06土O．11という値を発袋している。この値は
Bvwatei

sらの発表したものよりはるかに高い。寺

150wのランプの光をあて，このstressにより生理的
および生化学的に，臼然の老化現象と同じ変化が起っ

山37）は兎の関節軟腎の酸素消費量を測定し，幼若動物
でC：

（358）

いる3㌔

たと述べ，ComfortやSelyeの学説を支持している。

O，05，成熟ないし老化動物では0．01〜O，02の値を

え，軟骨においても酸素を必要とする代謝を無視する
ことはできないと述べている。

食塩水を毎日負荷したのは大きなstreSSであろう・

このように最近種々の実験から，軟骨細胞の代謝活

このような状態はSelyeのいう適応現象の失調の状態

性は従来考えられていたほど低いものではないことが
知られてぎた。このことはmechanical

Zollingerは2％の食塩水では動物はただちに衰弱す

ると述べているところからみても，本実験にて1％の

と考えられる。

stress，血行

聞葉維織である1血管壁と軟胃↑は結合織の璽要成分で

障害，代謝障害などで，容易に軟骨細胞の機能が障害

あるコンドロイチソ硫酸を多く含んでいる点で共通性

される可能性があるものと考えられる。

がある。Naの大量投与によって副腎皮質に何らかの

さて，食塩負荷動物に発生した関節病変は一応，動

影響をおよぼし，その結果・一方では軟骨の変性を誘

脈硬化に続発した二次的な変化であろうと述べたが・

発し・他方では動脈硬化性の変化を促進したものでは

食塩負荷動物に発生する高血圧症の発現機序の諸説に
よると，食塩魚荷というstressが下垂体一副腎皮質
系を介して血管に働らく胴様に一廻節軟骨にも一次

にいか

的に作用するという可能性も否定できない。
Na

の腎からの排泄を減少させるため起るのであると述
ぺ，まta

，一・：tXiE

Hしたかという点について｝よ醐鋤な証明

は何もない・従って，食塩負荷によって起る関節軟骨

Zollinger（1950）45）ら1よNa投与による持続的高1血

圧の発生にっいて，mineralocort，icoidが作用し1

ないかとも考えられる。しかしJNaが副腎皮質ホル
モンにいかなる影響を与え・そのホルモンが関節軟骨

Selyeらも多量の食塩を飲用すれぽNephro一

skleroseを起すと報告し，作用機序として副腎の作
用を重要視している。村上（1959）20）は高血圧と動脈硬

化との関係は副腎皮質ホルモンを介して行われるので

の変化の機序についてはさらに今後の研究にまたねば

ならないが，上述の考察から，単に食塩負荷により動

脈硬化が起り

その結果関節軟骨の変化をきたしたと

いう一筋道の機序のみが成立すると考えるのは必ずし

も妥当でないようである。
本実験では，動脈硬化症という老化現象により関節

軟骨にいかなる変化が生ずるかということを問題にし

はないかと述べている。Braun−Meneclez4

i）もme【a一

た。そして食塩負萄という全身血管系に障害をおよぼ

b。lic

Naとdesoxy一

す手段によって関節軟骨に変形性関節症と同様な変化

hypertensiQnなる言葉を用いて，

corticosteroneの作用を重祖している。本橋19）も，副
腎皮質ホルモソの高血L圧発痛への関与の仕方について

確実なことは知られていないが，最近aldosteroneと

glucocorticoiclの塩類代謝におよぼす影響についての
いくつかの突験的および臨床的知見が報告されL，非常

に示唆に寓んでいるように思われると述べている。
一方，骨・軟骨に対する内分泌系の影響に関して
St。ck（1951）32）らはdesoxycorticosteroneやminer一
al。corticoidで，｝こわとりのひなの発育をlll，L止した
と報告し，またFontain（1952）32）ら｝よ犬の長管骨の

の起ることを認めた。しかし，食塩負萄がどうして関
節軟貯の変化を惹起するかという作用機序までは闘ら

かにすることができなかった。

関節周辺の動脈に硬化性病変が観察されたことか
ら，，一応・動脈性血行障害が軟骨変性の原因であろう

と推測されるが，さきにも述べたように，副腎皮質系
の関与も考慮しなければならない。今後食塩負荷にょ
る軟骨変性の発現機序を明らかにするには，全身の代
謝変動を追求し，それと関節軟骨の生化学的変化を対
比検討することが必要であると考える。

発育および骨の修復過程を阻止したと述べている。
F。11i，（195、）や， M，。d，1（1953）・2・らは，91。・・c・−
rticoidは結合織の発育を遅らせ，また骨化を遅らせ
ると述べている。cortiSQne投与により起るcortisone
arthropathyの原因は，副腎皮質ホルモソであるc。r一

IV纏ならびに繍

変形性関節症の成園説のうち，とくに血行障害説の
突験的根拠をえようとして，動物に高血圧症性血行障
害を作成し，それによって惹起される関節軟骨の変化

tisoneのglucocorticoid作用とmineralocorticoid
作用であると考えられている。またcortisoneはコソ

を1良求した。
1）食塩負荷実験により関節軟骨には関節症性の変，

ドロイチソ硫酸の舎成を阻止する作用があるとされて

化が惹起されることを認めえた。なお幼若群と成熟群

50−（359）

イ護

誌

第17巻

enkknorpel

熟群では食塩水投与というstressに対する反応が初

st6rungen・Verh・Dtsch・OrthoP・Ges・・42：

Durchblutungs・

368，1954．

これに反し幼若群では変化の発現は遅れるが，その変
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