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研究成果の概要（和文）：伸展負荷した培養骨芽細胞でのポドプラニンの発現は、負荷のない細胞に比べて有意
に多く、発現は伸展の持続時間と共に増加した。非石灰化培地で負荷をかけた状態で培養した骨芽細胞でのポド
プラニンのmRNA量は、石灰化培地で負荷をかけない状態で培養した細胞に比べて有意に多かった。伸展負荷の持
続時間が長いほどポドプラニン産生が増加し、3～5日以内にプラトーに達した。ポドプラニン抗体とともに培養
した骨芽細胞は、石灰化産物が有意に少なくなった。以上の結果は、機械的ストレスがポドプラニンの産生を誘
導し、ポドプラニンは機械的ストレスのある状況下で骨中の骨芽細胞の石灰化に寄与することを示唆する可能性
がある。

研究成果の概要（英文）：The expression of podoplanin in cultured osteoblasts subjected to elongation
 straining was significantly larger than that in cells without straining, and the expression 
increased with duration of elongation time. The podoplanin mRNA amount in cultured osteoblasts 
subjected to straining in non-mineralization medium was significantly larger than in unstrained 
cells in mineralization medium. The cultured osteoblasts increased podoplanin production with longer
 durations of elongation straining and reached a plateau within 3-5 days. There are significantly 
less of mineralization products in osteoblasts cultured with antibodies for podoplanin, as well as 
in cells with both antibodies for osteopontin, and osteocalcin as positive controls. These findings 
may suggest that mechanostress induces the production of podoplanin, and that podoplanin may 
contribute to the mineralization in osteoblasts in bone under the circumstances with mechanostress.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
矯正治療患者の高齢化が進んでおり、歯の後戻りと動揺が喫緊の問題になっている。骨芽細胞と骨細胞が産生す
るポドプラニンは極めて粘性の高いシアル酸結合型のムチン型タンパクで、骨の強度を維持すること、また血小
板膜蛋白C-type lectin-like receptor 2 (CLEC-2)のリガンドとして血小板を凝集することが報告されている。
そこで、ポドプラニン標品を矯正治療に、また顎骨骨折や抜歯窩における骨の補強剤として応用することで、歯
の後戻りと動揺の予防、また血餅の形成と治癒促進に有用であると考えた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 矯正治療患者の高齢化が進んでおり、歯の後戻りと動揺が喫緊の問題になっている。骨芽細
胞と骨細胞が産生する podoplanin (PDPN)は極めて粘性の高いシアル酸結合型のムチン型タン
パクで、骨の強度を維持すること、また血小板膜蛋白 C-type lectin-like receptor 2 (CLEC-2)
のリガンドとして血小板を凝集することが報告されている。そこで、PDPN 標品を矯正治療に、
また顎骨骨折や抜歯窩における骨の補強剤として応用することで、歯の後戻りと動揺の予防、
また血餅の形成と治癒促進に有用ではないかと考えた。 
２．研究の目的 
 矯正学的ストレス環境下の骨・骨芽細胞がポドプラニン産生を促進することで、ムチン型タ
ンパク質の特性により骨基質の強度に貢献すること、血小板凝集効果が血餅形成と骨再生を促
進することで、骨再生における PDPN の有用性を明らかにする。 
３．研究の方法 
 マウス骨髄由来骨芽細胞を Bio Flex plate (Flexcell International Co.)にて培養した後に、 
FX-3000 Flexercell strain unit（Flexcell International，Hillsborough，NC，USA）を使用
して、頻度 2往復/1分間、5%伸展率で機械的ストレスを 5日間作用させた。非刺激と機械的ス
トレス負荷後に骨芽細胞が産生した PDPN、OC および OPN を免疫染色し比較検討を行った。ま
た、mRNA 発現量の変化を Real Time PCR 法で定量した。さらに、骨形成培地にて培養した骨
芽細胞に各々の特異抗体を加え、骨芽細胞の石灰化過程にどのような影響を与えるか検討した。
評価にはアリザリンレッド S を成分とした石灰化評価セット ( PG リサーチ) を用い、また 
MTT アッセイは Cell Counting Kit-8 (同仁化学) を用いた。 
４．研究成果 
 マウス骨髄由来骨芽細胞の PDPN mRNA は、 機械的ストレス環境下においてストレス負荷 
3days まで発現が有意に増加した。OC mRNA は 3days、また、OPN mRNA は 2days までそれぞれ
有意に増加した後に減少した。機械的ストレス環境下のマウス骨髄由来骨芽細胞は OC および 
OPN 産生の増加に伴い PDPN 産生も増加したことから、PDPN が OC および OPN と協働して骨
形成に働く可能性が示された。また、骨形成培地で 20 days 培養したマウス骨髄由来骨芽細胞
の石灰化物産生は PDPN 特異抗体によって細胞死することなく抑制された。これより、PDPN 抗
体で石灰化が阻害されたことから PDPN は石灰化に関与することが示唆された。 
 機械的ストレス環境下においてマウス骨髄由来骨芽細胞は、PDPN を産生し、また、OC およ
び OPN と同期的に亢進することより、これらが相互的に関係する可能性が示された。PDPN は
骨形成において重要な役割を果たすと考えられる。 
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