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緒　　　　　官

破骨編胞は骨吸収過程において,アパタイト結晶の溶

解とI型コラーゲンを主成分とする骨基薯の分解に直接

関与する細胞である　　破骨細胞の構造的特徴の第一

は,骨面に対して形成される波状縁　　　　　　　と

明帯　　　　　の複合体にある　　波状縁は形賛膜の

深い陥人から成り,この部位で編胞の表面積を顔著に拡

大しているが,その立体構造はF-アクチンを主体とす

る細胞骨格成分によって厳密に調節されている

骨吸収は破骨細胞が骨基覚成分を特其的に認識し,普

表面に接着することに始まるO　この破骨細胞と骨基覚と

の接着を誘導する一連の分子群を接着因子と呼んでお

り,最近では骨吸収を制徹する重要な園子の-つと考え

られている5)o骨組織における編胞接着性の糖タンパク

には,フイプロネクチン　　　　　　とどトロネクチン

が挙げられるが,ビトロネクチンは骨基薯

ではオステオポンチン　　　　　　として存在し,ア

ミノ酸の　　　　　　　　　　　　配列による認識構

追,すなわち編胞接着部位を含んでいる6)7)o　ビトロネ

クチンをリガンドとする糸田胞側受容体をビトロネクチン

受容体　　　　　　　　　　　と言い,さらにこの受容

体と相同な分子群をインテグリンファミリー

と呼んでいる｡インテグリンは　　　　配列を

示すペプチドからなる細胞外基薯をリガンドとする膜寛

通型纏タンパクで, a亀　　　　　とβ鎖　　　　の

サブユニットを持つヘテロダイマーである｡インテグリ

ンのサブユニットの糸田胞外ドメインはリガンドに結合

し,一方細胞内ドメインは,タリン　　　　ビンキュリ

ン　　　　　　アクチニン　　　　を介してアクチン

と結合し,細胞骨格成分の調節に関与している8).

インテグリンには多くの種楽が存在するが,そのう

ち被骨細胞に認められているのは,現在のところα V,

β1, β3の3種でS),このうちαⅤβ3インテグリン

はビトロネクチン受容体として機能し,骨気薯の成分で

は前述のオステオポンチンをリガンドとしている　)0

オステオポンチンは顧骨細胞によって産生されるタンパ

クで　　水酸化アパタイトに結合する一方,そのRGD

配列によって破骨編胞の骨表面への接着を誘導すると考

えられている　)O細胞が基宴に接着する場合には,

個々の綿胞に特有の接着域が存在するが,破骨細胞では
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154 大島:破骨細胞の接着分子受容体

波状縁か明帯あるいはその両者と編胞体側壁の形聾膝が

骨基質への接着域に相当すると推測されている｡この

接着域の形寛膜にはインテグリンが局在し,オステオ

ポンチンのような骨基賛成分を認識すると考えられてい

る

しかし,インテグリンの破骨綿胞内局在に関するこれ

までの免疫編胞化学的研究には疑問の点が多い｡例えば

ら9)は免疫電顕法(包埋後プロテインA金法)

によって,オステオポンチンが破骨細胞の明帯下の骨董

寛に多く含まれ,波状縁下に少ないことを示すととも

に,インテグリンも破骨編胞の明帯の形薯麓に多く分布

すると述べているが,証拠となる十分な形態的所見を示

していない｡それに対し　　　　　　　ら10)は,インテ

グリンのαⅤβ 3サブユニットが破骨細胞の明帯よりは

波状縁と編胞体側壁の形薯膜に沿って発現することを免

疫電顕的に示し,明帯を介した破骨編胞の骨-の接着機

構を否定している｡しかし彼らが用いたプロテインA金

法は,反応の特異性と感度ともに必ずしも高いものとは

言えず,陰性所見を論ずるのは楽しいo

一方最近の破骨細胞の形態学的研究の中で,免疫細胞

化学や編胞培養法の果たしてきた役割は大きく,骨吸収

機構がよりダイナミックに理解されるようになってき

た　　　　'　　　)｡特に破骨綿胞と象牙賛切片の

共存培養系の開発22)　によって,破骨細胞に対する

種々のホルモン.サイトカイン,薬剤そして抗体等の直

接作用を知ることが出来るようになり,寛在では骨吸収

の定量的評価も可能となった　　　　そこで著者は,

破骨細胞におけるインテグリンの局在を免疫電顔的に再

検討するとともに,抗インテグリン抗体の培養破骨細胞

に対する作用を微糸田構造学的に評価し,破骨細胞におけ

るインテグリンの生理的意義を解析した｡

材料ならびに方法

1.免疫細胞化学

材料には生後4から5週麻の　　　　　　　　　系

ラットを用い　　　カコジル酸緩衝　　　　　　グル

タールアルデヒド4%ホルムアルデヒド混合液を上行大

動脈から潅流して組織固定したo固定後,大髄骨近位の

骨幹端を切り出し,同固定液に浸漬(4℃, 2時間)した

のち　　　　　　　で4℃にて約2週間脱灰した｡脱

灰後の組織片は洗浄後,エタノール系列での脱水を経て

樹脂

に包埋し, 0℃以下で紫外線重合した｡超薄切片は

に装着したダイヤ

モンドナイフで作成し,フォルムバ-ルを貼ったニッケ

ルグリッド上に裁物した｡これらの切片を用い,以下に

示すようなインテグリンの免疫綿胞化学を行った｡

超薄切片は,まず過ヨウ素酸溶液で30分間前処理し

て抗原を霧出させた.続いて10%ウシ血清アルブミン

含有　　リン酸緩衝生食液　　　で,特異

的な抗体の吸着を阻害した｡その後切片をインテグリン

αⅤまたはβ3サブユニットの細胞質ドメインに対する

ウサギポリクロナール抗体　　　　　含有PBSで1/

250に希釈)と4℃で一晩反応させたo抗体はニューヨー

ク州立大学医学部皮膚科の　　　教授より供与された

ものである｡対麿実験には,一次抗体に代えてウサギ正

常血清を同様に希釈したものを用いた｡一次抗体との反

応後,切片をpBSで洗浄し　　　コロイド金痩識ヒ

ツジ抗ウサギ

と約一時間反応させたo　また一部の切片

では,コロイド金標識二次抗体に代えて　　のプロテ

インA金と反応させ,一次抗体の標識を行った.二次抗

体ならびにプロテインA金溶波は　　　で　　に希

釈した.以上の反応過程は,全て簡易の漫室内で行っ

た｡反応後,切片はPBSと蒸留水で洗浄し, 2%酢酸

ウランの染色を行ったのち,日立　　透過型電子由微

鏡を加速電圧　　　で操作して観察･写真撮影を行っ

た｡光顕的免疫細胞化学のためには,上記の骨試料を低

融点パラフィンに包埋して　　　切片を作製し,適法に

従ってビオチン-ストレプトアピジンーベルオキシダー

ゼ法　　　　　キット,ニチレイ,東京)で抗原を検出

した｡

また通常の電顔観察用の組織標本は,これまでの報

吾　　の通りに作製した｡

2.細胞培養法

被骨細胞の培養は,以下に記すように　　　　ら22)

の方法に従って行った｡産後2日麻のddyマウスの頭

項骨より骨芽細胞を分離し, I型コラーゲン･ゲル上で

培養(5 ×105個/プレート)したのち　　　のウシ胎児

血清　　　　を含む

中で骨髄編胞(1 ×107個/プレート)と共培

養した｡この共培養は　　　　の　　　　　　　　　の

存在下のコラーゲンゲル上で7日間行ったo培養後,細

胞を　　コラゲナーゼで処理し,編胞のサスペンジョ

ンをタイロード溶夜に溶解した35%パーコル中に集めた

うえで遠心分離した｡次に多核巨細胞を含む細胞分画を

象牙薯切片上に撒き　　　　個　　　　　　　さらに

48時間培養を続けた｡この培養時には,インテグリン
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図1，2  

囲1抗インテグリンαⅤサブユニット抗体を用いた免疫染色像。反応は破骨細胞の細胞鼠掛こ細胞表面に泊って強   
い。骨芽細胸の表面にも僅かに反応が観察きれるが，骨基質には全く反応が認められない。×600，  

囲2 抗インテグリンβ3サブユニット抗体を用いた免疫染色像。反応は骨基質に接する破骨細胞の表面に強く観察さ  
れる。×600．  

αⅤβ3サブユニットの細胞外ドメインに対する抗体  

（住友電二L 東京）を10‾8M加えた群と，抗体の非添加の  

群（対照群〕の2群を用意した。培養終了後，組織片を  

2．5％ダルクールアルデヒド溶液に浸潰固定し，適法17）  

のごとく超薄切片を作製して電顕観察を行った。また象  

牙質切片の一部（各実験群につき3枚ずつ）は，サポニン  

処理で細胞右除去したのち，超音波洗浄した。この切片  

を臨界点乾燥後，カーボン蒸着を行い，日立S－2500  

CX走査型電子顕微鏡を25kVの加速電圧で操作して，  

反射電子像を観察，写真撮影した。  

結  果  
1．インテグリンの免疫細胞化学   

骨組織におけるインテグリンの局在を抗インテグリン  
αⅤβ3サブユニット抗体を用いて検討したところ．光  

顕的には次のような結果が得られた。αⅤサブユニット  

の細胞質ドメインに対する抗体を用いた免疫染色では，  

強陽性の染色像が破骨細胞の細胞質全体に観察された。  

この染色性は，眉に接する波状縁の部分に特に強く観察  

された（図1）。骨芽細胞では，細胞膜や細胞質の一部に  

僅かに陽性反応が観察きれたが，反応性は硬骨細胞より  

もはるかに低く，骨基質には全く反応が詠められなかっ  

た（図1）。また同じくβ3サブユニットの細胞質ドメイ  

ンに対する抗体を用いた免疫染色では，特異的な免疫染  

色は破骨細胞の細胞表面全体，∴特に骨に面する領域に強  

く観奏された（図2）。骨芽細胞での反応性は簸めて弱  

く，細胞質に軽度の染色性を認めるのみであった。また  

骨基質は，反応陰性であった（図2）。尚，一次抗体を正  

常血清に代えた免疫染色では，陽性反応は全く観察され  

なかった（未発表）。   

破骨細胞を電顕的に観察すると，この多核巨細胞は偏  

に面して細胞膜の深い陥入から成る波状縁と，均質無  

構造な細胸質部分を有する明措を形成し，これらの構  

造物に隣接する細胞質には大小の空腫が集積していた  
（囲3a）。また細胞体側壁からは，多くの微絨毛を派生  

していた（図3a）。拡大像では，破骨細胞の波状層と明  

一－35－   
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図

図3　破骨細胞の電磁像.破骨編胞は骨に面して波状縁と明帯を形成し,その基部の細胞薯には多くの空胞が局在する
図bは波状縁と明帯の拡大像を示すo a : ×　　　　　　×
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図4　破骨細胞の波状縁におけるインテグリンαVサブユニットの局在　コロイド金の沈着は,波状縁の細胞薯と細
胞内の空胞の限界膜に沿って見られる｡破骨細胞の明帯における抗インテグリンα Ⅴサブユニットの局在(b)｡ a :
×　　　　　　　: ×

図5　破骨細胞の波状縁(a)と明帯(b)におけるインテグリンβ 3サブユニットの局在｡コロイド金の沈着は, avサブユ
ニットの場合と同様である｡ a : ×　　　　　　×

図6　骨芽編胞におけるインテグリンα Ⅴサブユニットの局在oコロイド金の沈着は細胞膜(矢印)や粗面小胞体(米印)
に見られる｡ ×

図7　プロテインA金法による骨芽細胞のインテグリンavサブユニットの検出例O金粒子の沈着はほとんど観察され
ない｡ ×

帯は直接骨茎葉に接しており,波状縁直下の領域には分

解された素質様物質が観察された(図3 b)｡波状縁と明

帯の蓋部に散在する小胞や空胞は,内容物を全く含ま

ず,電子線透過性であるのが特徴的であった(図3 b)｡

この波状縁と明帯を*心に,免疫電顕によるインテグリ

ンの細胞内局在を以下に記載する｡

抗α Ⅴインテグリン抗体とコロイド金標識二次抗体を

用いた免疫反応では,コロイド金の沈着は波状縁の形薯

膜とこれに隣接する小胞や空胞の限界膜に沿って観察さ

れた(図　　　明帯でも,形賛膜や糸田胞窯素質そして小

胞の限界膜上にコロイド金の標識像が観察された｡また

細胞体側壁の形質膜にもコロイド金の反応が見られ,光

顔レベルでの免疫染色の結果と良く一致していた(図4

b).一方骨茎葉には,コロイド金の沈着像はほとんど

観察されなかった｡

次に抗β 3インテグリン抗体とコロイド金標識二次抗

体を用いた免疫反応では,コロイド金による棲誠は,波

状縁の形賛膜と隣接する小胞の限界膜に沿って明瞭に観

察された(図　　　コロイド金の沈着は,明帯や細胞体

側壁にも観察されたが,骨義堂への沈着はほとんど生じ

なかった(図　　　尚,コロイド金標識二次抗体に代え

てプロテインA金を用いた場合は,破骨細胞での反応性

か著しく滅尋,qした(未発表)O

骨芽綿胞では,抗avインテグリン抗体とコロイド金

標識二次抗体による免疫反応は,形賛膜と　部の抽月包内

小胞そして粗商小腹体に観察された(図6)｡抗β 3イン

テグリン抗体でも同様の結果が待られたが,コロイド金

標識二次抗体に代えてプロテインA金を用いた場合は,

ほとんど金粒子の沈着が観察されなかった(図7 )｡尚,

-一次抗体に代えてウサギ正常血清を用いた免疫反応で

は,標本上にコロイド金粒子の沈着はほとんど観察され

なかった(未発表)｡

2.培養破骨細胞に対する抗インテグリン抗体の作用

培養の対照群における破骨編胞の構造は,前記のごと

く共培養した象牙質切片に面して形成された波状縁と明

背の存在によって特徴ずけられたo編胞堂内には,大小

の空胞や小胞のはかミトコンドリアが多く,また細胞体

側壁には無数の欲紡毛が観察された(図8)｡これに対

し, avβ3インテグリンの細胞質ドメインに対する抗

体を添加した群では,破骨細胞は幅広い明帯によって象

牙賛切片に接しており,波状縁を欠いていた(図9)｡細

胞によっては,波状縁と明帯の両方を欠くものもあっ

た｡また細胞体側壁に放繊毛は全く観察されず,さらに

細胞鴛内でも大型の空胞や小胞の数が著しく減少してい

た(図9)0

次に破骨細胞の吸収能に対する抗インテグリン抗体の

作用を解析するため,共培養した象牙宴切片の表面に形

成された吸収官を反射電子検出機で観察した｡象牙薯切

片の反射電子像では,脱灰を受けていない領域と脱灰を

受けた吸収官表層での無機質の密度の差を,原子番号効

果によって明敏に区別することが出来た(図　　｡特

に吸収雷では,無機質の密度が下がって黒化度が増すた

め,吸収を受けていない磯城とは強いコントラストが生

じた｡その結果,対照群の培養系に比べ(図　　抗体を

添加した培養系では吸収嵩の面積が著しく滅少してお

り,個々の吸収嵩の大きさも縮小していることが分かっ

た(図11)｡

考　　　　　案

1.インテグリンの糸田胞内局在について

破骨細胞による骨吸収は, 1 )骨基質への細胞接着,

2)骨結晶の脱灰,そして3)骨基質の分解という一連

の過程を経て進行する　｡今回の研究は,骨吸収の第

一段階である破骨細胞の骨基薯への接着機構を解明する

ことを目的としているo　この破骨細胞と骨素質の接着

は,骨基覚成分と細胞表面に存在する受容体との相互関

係,すなわち,破骨編胞のインテグリンの綿胞外ドメイ

ンと骨基聾中のRGD配列を含むペプチドとの結合によ

ると考えられている6)　　｡従って破骨細胞のイン

テグリンは,骨吸収の開始を誘導する重要な園子の一つ
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図8, 9

図8　対照群の培養破骨細胞｡象牙賛切片に面して波状縁の形成が見られ,側壁の細胞膜には多くの教組毛が存在す
る｡また纏胞薯には大小の空胞や小胞が散在するo x

図9　抗インテグリン抗体で処理した培養破骨細胞｡波状縁と放繊毛は消失し,象牙覚に面して幅広い明帯が観察され
る｡ ×
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図10, ll

図10　対典群の培養系における象牙宴切片の反射電子像o黒化度の高い多くの吸収雷が観察されるo x50.

図11抗インテグリン抗体で処理した培養系における象牙薯切片の反射電子像｡対照群に比べ,吸収雷の形成域が著し
く減少している｡ ×50.

と考えられ,その免疫細胞化学的検出が試みられてき

た　　　　　しかし糖タンパク性の細胞膜受容体である

インテグリンを免疫細胞化学的に検出することは技術的

に楽しく,破骨舶包内局在に関するこれまでの報吾には

互いに矛盾する点があった　　　　　ら9)は包埋後プ

ロテインA金法による免疫電覇で,インテグリンが破骨

細胞の明青の形賛膜に多く分布すると述べているが,そ

の所見を全く示していないo一方　　　　　　ら10)も

プロテインA金法で, avβ3インテグリンが破骨細胞

の明帯に検出されず,波状縁と細胞体側壁の形質膜に

沿って発現することを示し,明帯を介した骨への接着機

構を疑問視している｡しかしプロテインA金法は,反応

の特晃性,感度ともに必ずしも高いものとぼ言えず,陰

性所見を論ずるのは難しい｡

インテグリンのavβ3サブユニットの細胞覚ドメイ

ンに対する抗体を用いた今回の免疫編月包化学では,免疫

反応は破骨細胞の波状縁･明帯と,これに隣接する大小

の空胞そして糸田胞体側壁の形賛麓に沿って生じた｡著者

は,これまで用いられてきたプロテインA金法に代えて

コロイド金標識二次抗体を使用したが,予備実験では二

次抗体を使用した方が,プロテインA金よりはるかに反

応の感度と特異性が高かった｡今回示した骨芽細胞での

反応性でも,インテグリンは二次抗体を使用した反応系

でのみ明源に観察することが出来た｡従って本研究で示

したように,インテグリンは破骨編胞の波状縁と明帯の

双方に存在すると考えられるが,これは明帯を骨茎葉と

の接着部位と推刺した従来の解釈を強く支持するもので

ある｡

2.インテグリンの生理的役割について

これまでの研究で,インテグリンは成熟破骨細胞

か破骨細胞への分化直前の前破骨細胞29)にしか観察され

ず,ハイプリグイゼーション法でもαⅤβ　　　　は

分化した破骨編胞に検出されている29)｡このことはイン

テグリンの発現が,破骨細胞の機能発現と密接に関連す

ることを意味している｡従って波状縁と明帯の複合体

は,骨吸収の初新段階における編胞と骨蓋賛問の相互

作用に必須な細胞構造であると考えられる

ら30)は,破骨細胞の膜表面抗原に対する抗体が,培養系

における破骨綿胞の骨吸収能を抑制し,それがカルシト

ニン処理の場合と同様の細胞運動性の抑制を伴うもので

あることを示したが,今日では,この表面抗原はインテ

グリンそのものであると考えられている
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今回の研究で,インテグリンのサブユニットが破骨細

胞の波状縁と明帯の領域に局在することが明らかにされ

た｡すなわち,インテグリンは破骨細胞の骨吸収部位に

強く発場し,その骨吸収能の開始を制御している可能性

がある｡破骨組胞は骨蓋掌に接着すると同時に波状縁を

形成するが　その形態維持にはF-アクチンを主体と

する細胞骨格系の調節が禾可欠である3)｡リガンドと結

合したインテグリンは, F-アクチンへの調節機構を介

して細胞形態の伸展を引き起こすと考えられている｡こ

れまでF-アクチンは,主に破骨細胞の明帯の細胞寛に

局在すると考えられてきたが,最近の阻害実験では,

F-アクチンが波状縁の細胞質にも密に分布することが

明らかとなった　　すなわちF-アクチンの伸展阻害薬

であるサイトカラシンDで被骨細胞を処聾すると, F-

アクチンの脱重合によって破骨綿胞の波状縁は著しく消

過し,その骨吸収能も強く抑制されることが分かった

｡　　　　　ら10'もまた, F-アクチンやビンキュ

リンが破骨細胞の　　　　　に多く分布し,明帯に少

ないことを報害している｡これらの所見は, F-アクチ

ンを主体とする細胞骨格が,破骨細胞の波状縁の形態維

持に不可欠な事を示している｡従ってインテグリンの細

胞薯ドメインが,タリンやビンキュリンを介してF-ア

クチンに結合することは,インテグリンが波状縁の構造

の調節を通じて破骨組胞性骨吸収そのものを制御してい

る可能性を強く示唆している｡

破骨細胞の骨吸収能におけるインテグリンの機能に関

しては,破骨細胞の培養系への抗インテグリン抗体の添

加が吸収嵩の形成を抑制することが知られている　｡

ら7)も,抗インテグリン抗体がオステオポンチ

ンへの破骨細胞の接着を阻害すると報吾している｡本研

究でも,被骨糸田胞の吸収能が抗インテグリン抗体によっ

て強く抑制されることが明らかとなった｡これは骨吸収

の発項に必須な破骨細胞の膜受容体がマスクされたため

と考えられる｡より最近では　　　ら28'が,単離破骨

細胞の血清被覆ガラスへの接着芽,抗αⅤβ 3インテグ

リン抗体によって阻害されると報害し^た.ガラス上の破

骨細胞は明帯のみを有し,波状縁を欠いている17)｡この

研究結果は,明帯にインテグリンの存在を兄いだした今

回の研究結果とよく一致しており,明帯でのインテグリ

ンの存在を間接的に示したものと考えられる｡

今回の研究ではさらに,破骨編胞の構造に対する抗イ

ンテグリン抗体の作用を明らかにすることが出来た｡興

味深い事に,培養系-の抗体の添加は,破骨細胞の象

牙寛切片への接着を阻害しなかったo　この実験結果は,
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avβ3以外に, β 1インテグリンが破骨細胞の接着に

関与したことを強く示唆している｡従って,抗体の添加

による象牙賛上の吸収嵩の減少は,破骨細胞の接着阻害

によるばかりとは考えにくい｡そこで破骨編胞の細胞構

造に着目すると,抗体の添加によって被骨細胞の波状縁

と微繊毛が消失し,ゴルジ領域の空胞が著しく減少して

いることが分かった｡破骨細胞の波状縁は骨吸収の場そ

のものであり　　　隣接する空胞の多くは波状縁形成

のための形　膜の供給源として存在すると考えられてい

る　｡つまり抗体処理した破骨組胞には,形態的な極

性が発窮しなかったことになるO　このような抗体処理に

よる波状縁の消過は,破骨細胞表面の受容体が抗体にマ

スクされることによって,インテグリンを介した細胞骨

格系-の情報伝達機構が機能しなかったためと考えられ

る｡従って破骨細胞の骨吸収能の低下は,細胞接着の阻

害よりもむしろ,波状縁の消過に代表される細胞極性の

消失によるものと解釈出来る｡ J以上の実験結果から,敬

骨細胞のαⅤβ 3インテグリンは波状縁と明帯に局在

し,骨基質-の細胞接着を誘導するのみならず,恐らく

リガンドからの情報伝達機構を介した細胞骨格の制衝と

細胞極性の発現に関与しているこLとが示唆された｡

結　　　　　諭

破骨細胞に於ける細胞接着因子受容体(α Ⅴ β 3イン

テグリン)の細胞内局在とその生理機能を解析する目的

で,抗インテグリン抗体を用いた免疫細胞化学と,培養

破骨細胞を抗インテグリン抗体で処理した効果を微細構

造学的に検討した｡その結果,次の事柄が示唆された｡

1)インテグリンαⅤβ3サブユニットは共に,破甘細

胞の細胞表面全体に存在し,特に骨に接する波状縁と明

帯の形空漠に強く発現する｡細胞賛内の小胞や空胞のう

ち,少なくとも免疫反応陵性のものは,形薯膜への受容

体タンパクの供給に機能するものと考えられる｡

2)インテグリンαⅤβ3サブユニットの免疫反応は,

骨芽綿胞にも認められるが,その反応性は破骨細胞にお

けるよりも尋飢＼｡

3)免疫反応の検出には,プロテインA金よりもコロイ

ド金標識二次抗体を用いた間接法の方が,反応の感度,

特其性ともに高い.

4 )培養破骨編胞の微細構造は　　　　に於ける正常

被骨綿胞と変わらないが,この培養系に抗インテグリン

抗体を添加すると,波状縁と教組毛が消失し,被骨細胞

は幅広い明帯で共培養した象牙栗に接着する｡また細胞

内の小胞や空胞もほとんど消失するo　しかし細胞接着そ
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のものは阻害されない｡

5 )共培養した象牙賛切片を反射電子検出機で観察する

と,抗インテグリン抗体の添加によって吸収嵩の形成は

著しく抑制される｡

以上の実験結果から,破骨細胞の波状縁と明帯に存在

するインテグリンは被骨組胞の骨基窯への接着を誘導す

ること,またインテグリンが破骨細胞の細胞内構造(特

に波状縁形成)の制御に重要な園子であることが強く示

唆された｡
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Ultrastructural enzyme-and immunocytochemical studies have made great contribution

to clarifying intriguing questions as to the actual role of osteoclastic ruffled borders in

β
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localized in osteoclasts by means of light and electron microscopic immunocytochemistry. The

β

conjugated secondary antibod･y, was most intensely localized along the plasma membranes of

the osteoclastic ruffled borders. Expression of these molecules were also detectable in the clear

zones and the basaolateral cell surfaces･ Althoughthe immunoreactivity was observable in

osteoblasts by immunogold method mentioned above, it could not be detected by protein

A-gold method. In coICulture system of osteoclasts with devitalized dentine slices, anti-

integrin antibodies (raised against the extracellular domains) markedly reduced the resorption

lacuna formation on dentine slices･ In culture with anti-integrln antibody at 10-8M, osteoclasts

lacked typICalruffled borders and microvilli at the basolateral cell surfaces, but adhered to

dentine slices with extremely broad clear zones･ There was, however, no morphologlCally-

detectable cytotoxic effect on osteoclast structure and cytoplasmic organization induced by

used antibodies･ These results suggest that the ruffled border-clear zone complex ofosteoclasts

ト

celllmatrix adhesion, and bone resorpt10n Processes.
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