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学位論文内容の要旨 

博士の専攻分野の名称 博士（歯学）   氏 名 前 田 輪 嘉 幹 

学 位 論 文 題 名 

ハイドロキシアパタイトブロックを用いた圧縮力が 

MC3T3-E1 細胞に与える影響

近年、インプラント臨床において埋入即時荷重負荷がなされることもあるが、

荷重時期、荷重量、荷重方向等に関する基礎的研究は十分に行われていない。

また，骨芽細胞に対する伸展方向に関するメカニカルストレスについての研究

はなされているが、臨床における機能力はむしろ圧縮に近いメカニカルストレ

スと考えられる。このため、圧縮力に対しての持続的影響や力の方向が重要で

あると考えられるが、これらに関する研究はなされていない。我々は生体適合

性が高く、特に骨組織との適合性が高いため、歯科臨床において骨補填材とし

て使用されることが多いハイドロキシアパタイト（以下 Hap とする）を用いて

圧縮に関するメカニカルストレスを骨芽細胞に与えることに着目した。本研究

では、Hap を用いることで臨床におけるメカニカルストレスを想定し、Hap ブロ

ックの重さによる圧縮力が骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1 細胞）の分化に与える影

響について検討した。 

骨芽細胞様細胞としてMC3T3-E1細胞を使用した。αMEM培地を使用し、37 ℃、

5 ％ CO2 条件下にて培養を行い、培養液は培養 1 日毎に交換した。圧縮力には

Hap ブロック（圧縮力 60Pa）を使用し、以下の異なる 2 種類の方法で作用させ

た。 

実験① 24 穴ポリスチレンディッシュに 1 穴あたり 1×105 個の細胞密度で細胞

を播種し、2日間培養を行い、confluence となったことを確認し、この時点を 0

日目とし、培養細胞上に Hap ブロックを静置することにより持続的に圧縮力を

負荷した（以下 UH 群とする）。 Hap ブロックを静置せずポリスチレンディッシ

ュ上に培養を継続したものをコントロールとした（以下 C群とする）。圧縮力負

荷後、1、2および 3日間培養した。 

実験② 24穴ポリスチレンディッシュに Hap ブロックを静置し、その上に 1×105

個細胞播種し、2 日間培養を行い、confluence となったことを確認し、この時

点を 0 日目とし、細胞が付着している Hap ブロックを反転し、細胞付着面がデ



  

ィッシュ面に接することにより圧縮力を負荷した（以下 OH 群とする）。Hap ブロ

ックを静置せずポリスチレンディッシュ上で細胞培養したものをコントロール

とした（以下 C群とする）。圧縮力負荷後、1、2および 3日間培養した。 

培養後、総蛋白質量を測定するとともに、Alkaline Phosphatase (ALP)、

Osteocalcin（Oc)、Receptor activator of nuclear factor-κB（RANK）-ligand 

(RANKL)、Osteoprotegerin(OPG）の mRNA 発現量を real-time PCR 法にて定量し

た。 

総蛋白質量は、UH 群、OH 群、C群とも経時的に増加した。UH 群は、負荷 1日

後では C群との間に有意差を認めなかったが、負荷 2日後および 3日後では、C

群に比較し有意に低い値を示した。OH 群は、負荷 1 日後から C 群に比較し有意

に低い値を示した。 

 実験①において Oc の発現は、C群においては経時的に増加したが、UH 群では

負荷 1 日後から負荷 2 日後では増加したが、負荷 2 日後から負荷 3 日後では減

少し、負荷 3 日後では UH 群は C 群に比較し、有意に低い値を示した。ALP の発

現は、UH 群、C群とも経時的に増加し、負荷 1、2および 3日後いずれの計測時

点においても、UH 群は C群に比較し有意に低い値を示した。RANKL の発現は、C

群においては経時的に減少したが、UH 群では経時的に増加した。負荷 1 日後で

はUH群はC群に比較し有意に低い値を示したが、負荷2日後および3日後では、

UH 群は C 群に比較し有意に高い値を示した。OPG の発現は、負荷 1、2 および 3

日後いずれの計測時点においても UH 群は C 群に比較し有意に低い値を示した。

RANKL/OPG は、C 群においては経時的に減少したが、UH 群では経時的に増加し、

負荷 2日後および 3日後では、UH 群は C群に比較し有意に高い値を示した。 

 実験②において Oc の発現は、OH 群、C群とも経時的に増加し、負荷 1日後お

よび 2 日後では有意差は認めなかったが、負荷 3 日後では、OH 群は C 群に比較

し、有意に高い値を示した。ALP の発現は、OH 群、C群とも経時的に増加したが、

負荷 1、2 および 3 日後いずれの計測時点においても OH 群は C 群に比較し有意

に高い値を示した。RANKL の発現については、OH 群、C群とも経時的に減少した

が、負荷 1、2 および 3 日後いずれの計測時点においても OH 群は C 群に比較し

有意に低い値を示した。OPG の発現については、C 群では経時的に減少したが、

OH 群では継時的な変化は認めなかった。また、両群を比較しても有意差は認め

られなかった。RANKL/OPG は、OH 群、C群ともに経時的に減少したが、両群を比

較しても有意差は認められなかった。 



  

UH 群、OH 群ともに総蛋白質量は、confluence 時に比較し増加したが、対照群

と比較し有意に低い値を示したことから、細胞に対する圧縮力は、方向に関係

なく、細胞増殖を抑制することが示された。また、１日後から 3 日後まで増殖

抑制の傾向は UH 群、OH 群ともに経時的に強くなっていることが示された。しか

し、UH 群においては 1 日後では有意差が認められなかったことから、細胞に対

する圧縮力の方向は増殖に関係することが示唆された。以上から、細胞増殖に

は圧縮力の方向と持続期間が影響する可能性があることが示唆された。 

 UH 群では、ALP は経時的に発現が増加しているが、対照群と比較しいずれの

時点においても有意に低い値を示した。これは、圧縮力が負荷された場合、負

荷されない場合に比較し分化における早期から後期に至るまで分化が抑制され

ることを示唆するものと考えられる。UH 群における RANKL の経時的上昇、OPG

は実験期間を通して対照群と比較し有意に低いこと、さらには RANKL/OPG の経

時的上昇から、持続的圧縮力は骨芽細胞による破骨細胞抑制を低下させ、破骨

細胞分化の誘導を促進することが示唆された。 

 OH 群においては、Oc、ALP は、Oc では 3 日後、ALP ではいずれの計測時点に

おいても対照群と比較し有意に高い値を示した。OcならびにALP発現の増加は、

圧縮力の方向を変えると骨芽細胞の分化が促進されることを示唆している。

RANKL はいずれの計測時点においても対照群と比較し有意に低い値を示し、破骨

細胞分化の抑制が示唆された。 

 本実験については圧縮力の方向だけではなく、細胞が接着する基質の違い、

即ち UH 群ではポリスチレン、OH 群では Hap ブロックに細胞が接着しており、そ

の影響も考慮する必要がある。UH 群では MC3T3-E1 細胞はポリスチレンディッシ

ュ側に細胞付着しており、圧縮力は細胞付着面の反対側から加わり、OH 群では

MC3T3-E1 細胞は Hap ブロック側に細胞付着しており、細胞付着面側から圧縮力

が加わると考えられ、UH 群と OH 群では異なる力が働いたため、異なる結果が得

られたのではないかと推測された。基質の違いによる影響を検討するため、今

後 Hap 上で培養した細胞に Hap を反転して圧縮力を負荷するといった研究も必

要であろう。 

MC3T3-E1 細胞に対する Hap ブロックによる圧縮力は、細胞増殖を抑制するこ

と、また圧縮力の方向は骨芽細胞分化と破骨細胞分化に影響を与え、骨形成に

関する機能発現に影響を与えることが示唆された。 


