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はじめに

歯科インプラント応用部の骨欠損が著しい場合に

は，骨移植や人工骨移植，guided bone regeneration

（GBR）法などの付加的処置が必要となってくる１）。

これら付加的処置により術式が煩雑となり，患者へ

の負担も大きくなることが予想される。昨今，生体

外で生体組織を作り出し，生体内へ応用するという

tissue engineering が再生医療の分野において注目

されている。皮膚組織はすでに臨床応用されてお

り２），肝組織３）や心筋組織４）など研究が盛んに行われ

ている。tissue engineering における三次元的な組

織構築には細胞と足場（scaffold），成長因子が必須

であり，scaffold の重要性からさまざまな材料，形

態が考案されている５）。歯科インプラント体がこの

scaffold と同様に働き，周囲細胞の構築が可能とな

れば，生体内での tissue engineering を実現するで

あろう。顎骨内におけるインプラント植立によるイ

ンプラントのための組織構築により患者の負担が軽

減するばかりでなく，歯科インプラントの応用範囲

の拡大，予後にも大きく影響すると考えられる。従

来より歯科インプラントの材質自体の考案５）や表面

への hydroxyapatite の固定６，７），微細構造の付与８～１１），タ

ンパクの固定１２）などさまざまな研究がなされてい

る。本論文では，歯科インプラント周囲の細胞動態

を人為的に制御可能か否かを検索することを目的と

して，材料表面の微細構造とタンパク固定に焦点を

あてて，その細胞動態の解明を in vitro 的に行っ

た。

ミクロレベルでのインプラント表面構造改変

生体材料表面の微細構造は「粗さ（roughness）」

と「幾何学的形態（topography）」に分類される。

Roughness は blast 処理したもの１３）や微細な pore を

有するもの１４）などが挙げられ，インプラント表面に

おける滑沢なものと rough なものとの異論につい

ては枚挙に暇がない１５，１６）。Topography は四角形や

三角形，円形，ピラミッド型などさまざまな幾何学

的な形態を有する基質上での細胞動態に関して研究

がなされている８）～１１）。幾何学的な微細構造によって

細胞が移動し，構造依存性があることは既に知られ

ており，１９７１年に contact guidance という概念で

Rovensky らによって発表されている１７）。本研究で

は，これら幾何学的な微細構造上での contact

guidance を利用して人為的にインプラント周囲細

胞の動態をコントロールすることを目的とする。

microgroove 上での骨芽細胞様細胞の動態

microgroove を有する基質の作製は，機械的に削

り出す方法１８）や半導体の技術である photolithog-
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raphic 技術による方法１９，２０）がある。microgroove の

形態にもよるが，１０数 µm 以上の groove を作成す

るには機械的な方法が，数 µm レベルの groove の

作成には photolithographic 法が適している。本実

験は photolithographic 法を用い，深さ１～１．５µm，

幅１，２，５，１０µm の４種類の microgroove を有

する培養基質を作成した。

ラット骨髄細胞を Maniatopoulos の方法２１）に準じ

て，α-MEM に fetal bovine serum（１０％），ascorbic

acid（５０mg/ml），dexamethasone（１０－８M），Na‐β‐

glycerophosphate（１０mM），anti-biotic にて初代培

養した細胞を用い，骨芽細胞様細胞として実験を

行った。fetal bovine serum は細胞増殖に，ascor-

bic acid はコラーゲン産生，dexamethasone と Na-

β-glycerophosphate は細胞外基質の石灰化を促すた

めのものである。細胞の形態的評価については，走

査電子顕微鏡（SEM），透過電子顕微鏡（TEM），共

焦点レーザー顕微鏡（CLSM）を用い，機能的評価と

して，石灰化細胞外基質の面積（tetracycline assay），

総カルシウム量（OCPC 法）にて検索した。なお，培

養は形態学的に細胞の形態を観察するには石灰化基

質形成前の８日目を，石灰化に関する観察と生化学

的な評価には１６日目とした。

８日目では SEM 像にて１，２，５，１０µm の幅

を有する microgroove 上での細胞は，その溝に

沿って伸展していた。特に，１，２µm のものの上

では溝の中には細胞が侵入せず，山の部（ridge）上

に接着，伸展している（図１）。TEM 像で確認する

と１，２µm で は ridge 上 に 伸 展 し（図２），各

ridge に密着している電子密度の高い部が観察され

る（図３）。Chen らは１９８２年に細胞と培養基質との

距離により３つに分類している。細胞―基質間距離

が１００nm 以 上 の 接 着 を extracellular matrix con-

tact，３０～５０nm のものを focal contact，１０～２０nm

のものを focal adhesion としている。focal adhesion

での接着には，fibronectin，integrin，talin，vin-

culin，actinin 等のタンパクを介して細胞内骨格で

ある actin filament に接合して強固に接着している

といえる。これを蛍光抗体法により vinculin を

CLSM で観察した像を図４に示す。１，２µm の幅

を有する microgroove 上での細胞は ridge 上にのみ

vinculin の陽性反応が認められ，かつ，groove の

走行方向に沿って発現していた。５，１０µm の mi-

corgroove 上での細 胞 は vinculin の 陽 性 は 主 に

図１ 骨芽細胞様細胞の SEM 像（培養８日目）
ａ：smooth surface，ｂ：幅と深さが１µm の mi-

crogroove

図２ 骨芽細胞様細胞の TEM 像（培養８日目）
ａ：smooth surface，ｂ：幅１µm，深さ１．５µm の

microgroove
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ridge 上で groove の走行方向に対して４０～５０度程

度の角度で発現が観察されたが，しばしば groove

内にも陽性反応が観察された。

１６日目の SEM 像の弱拡大像にて，smooth 上で

の石灰化基質は不規則に沈着しているが，micro-

groove 上では石灰化基質が方向性を持って，

groove に沿って沈着していた（図５）。TEM におい

て黒色顆粒あるいは針状の石灰化基質は細胞間のみ

ならず，groove 内にも沈着していた（図６）。培養

図３ 幅１µm，深さ１．５µm の microgroove 上での骨芽細
胞様細胞の TEM 像（培養８日目）：矢印は細胞の基質
への密着した結合を示す（focal adhesion）．

図４ CLSM 像（培養８日目）；vinculin と actin の二重染色
ａ：smooth surface ｂ：幅１µm，深 さ１．５µm の
microgroove ｃ：幅１０µm，深 さ１．０µm の micro-
groove

図５ SEM 像（培養１６日目） ａ：smooth surface，ｂ：
幅５µm，深さ１．０µm の microgroove
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液中に tetracycline を anti-biotic として用いた場

合，tetracycline がカルシウムと結合することを利

用し，その石灰化基質の面積を共焦点レーザー顕微

鏡により取り込み，計測した。その結果，micro-

groove 上での石灰化基質は範囲が広がり，特に

１，２µm の microgroove 上 で 有 意 で あ っ た（図

７）。石灰化の量を比較するために OCPC 法にて石

灰化基質内のカルシウム量を定量すると，micro-

groove 上では smooth 上のものよりも多い結果と

なった（図８）。これらの結果から，microgroove が

細胞の形態的動態を制御できることを意味し，なお

かつ，細胞が作り出す石灰化基質のコントロール可

能であることが証明できた８，１０，１１）。

ナノレベルでのインプラント表面構造改変

インプラント表面にあらかじめ必要とするタンパ

クを固定することにより，周囲細胞の機能的動態を

コントロールすることが可能となる１２）。物質と物

質の接着には１．共有結合（化学反応を伴う吸着），

２．静電引力（界面電位，ゼータ電位など），３．水

素結合（－OH，－COOH，－NH２など），４疎水性相

互作用（水中の疎水性物質の吸着，極性溶媒である

水に起因），５van der Waals 力が働いており，こ

の順にその吸着力が強いことが知られている２２）。タ

ンパクを生体材料に固定するには材料の表面を改質

する必要があり，タンパクの性質変化に大きく関与

しない固定方法が必要で，強い物質間吸着は用いる

ことが不可能である。近年表面の改質にプラズマを

用いて，界面電位をコントロールする方法や水酸基

やカルボキシル基の露出による方法が考案さ

れ２３～２６），タンパク固定の実用化に向けて様々な研究

smooth

図７ 石灰化細胞外基質の面積率
（＊：５％の危険率で control と有意差あり）

smooth

図８ 総カルシウム量
（＊：５％の危険率で control と有意差あり）

図６ TEM 像（培養１６日目）と石灰化部位の成分分析
（EDS）
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がなされている。

タンパクの固定とその評価

材料表面へのプラズマ処理は，一般的に薄膜形成

や，表面エネルギー・表面荷電の制御，各種官能基

の導入，クリーニング，グラフト重合，接着，エッ

チング，Micro-patterning，薬物送達システムとそ

の他様々な用途への応用が期待されている２４，２５）。本

実験においては，プラズマ表面改質装置（VEP‐

１０００，ULVAC，Japan）を用いて，微小酸素環境下

（１．５Pa）にて１０分間の処理を行った。このプラズマ

処理により，水濡れ性，表面化学性状，接着強度を

制御することが可能で，表面性状の分析によると－

COOH や－Ｃ＝Ｏの親水性化学結合が生成してい

ることが報告されている２３，２７，２８）。微小酸素環境下で

のプラズマ照射後に培養基質である cell disk（直径１

３mm，polystyrene 製）へのタンパク固定を行っ

た。タンパクは細胞接着に重要な役割を果たしてい

る fibronectin２９，３０）あるいは骨誘導タンパクとして知

られている BMP‐２３１，３２）とし，これらを溶解したリ

ン酸緩衝液（PBS）中に１２０分間浸漬することにより

固定した。

図９に生体分子間相互作用定量測定装置・Q-sence

（QCM‐D‐３００，Sweden）での固定タンパク量の結

果を示す。これは，薄膜に同様の処理を施し，微小

な振動を与えて，その振動数の変化により吸着した

タンパク量を測定するものである１２）。理論上，－１

Hz の変化が２．６ng/cm２のタンパクが固定されたこ

とになる。つまり，fibronectin はタンパク固定前

後の周波数の差が－１００Hz で，２６０ng/cm２，BMP‐２

は－１７Hz で４４．２ng/cm２のタンパクが固定されてい

ることになる。

図１０に cell disk に固定したタンパクを蛍光抗体

法により証明した図を示す。cell disk 上へのプラズ

F
re
qu
en
cy（
H
z）

time（minutes）

F
re
qu
en
cy（
H
z）

time（minutes）

図９ Q-senceによるタンパク固定量の計測：１Hz 減少＝２．６
ng/cm２のタンパクが固定 ａ：fibronectinの固定量，
ｂ：BMP‐２の固定量

図１０ 固定タンパクのCLSM 像：蛍光抗体法による証明
ａ：fibronectin 固定基質 ｂ：BMP‐２固定基質
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マ処理，タンパク固定に先立って，cell disk の半部

にパラフィルムにて覆うことによってタンパクが物

理的に固定されない部を設定して，この部を対照と

した。タンパク固定後，fibronectin 固定基質には

anti-fibronectin 抗 体，BMP‐２固 定 基 質 に は anti-

BMP‐２抗体を一次抗体として作用させ，Alexa

Fluor ４８８にて標識，CLSM でその蛍光状態を観

察した。fibronectin 固定基質では強陽性を示し，

多量の fibronectin が基質に固定されているのが確

認できた。BMP‐２固定基質では陽性を示し，BMP‐

２の固定が証明された。蛍光量は Q-sense でのタン

パク固定量におおむね相応した状態であった３３）。

細胞動態への影響

fibronectin 固定基質上での骨芽細胞様細胞の基

質接着に関して，１０×１０４個／cell disk の細胞を播種

し，１，２，３，６時間後の接着細胞数を Coulter

Counter にて計測した。その結果，fibronectin 固定

基質も非固定基質も３時間後には播種した細胞の約

７０％が接着していたが，播種後１，２時間後の早期

では fibronectin 固定基質上での細胞接着が優位に

多い結果となった。これは，通常の基質へは細胞が

fibronectin を産生してから接着するが，予め基質

に固定された fibronectin により早期の接着が可能

であることを意味する（図１１）。

BMP‐２固定基質上での骨芽細胞様細胞の動態に

関して，細胞播種後３，７，１４日目に，p -nitrophe-

nylphosphatase 法を用いた alkaline phosphatase

（ALP）活性とリアルタイム RT-PCR 法を用いた os-

teocalcin mRNA の発現について定量した。BMP‐２

固定基質と非固定基質上での骨芽細胞様細胞の

ALP 活性は両基質とも３日目から７日目にかけて

増加し，１４日目には減少していた（図１２）。７日目で

は BMP‐２固定基質上での ALP 活性が非固定基質

上でのものよりも高い値を示した。ALP は骨芽細

胞の初期機能発現の指標と考えられており，骨基質

形成に先立って増加することが知られているが，本

実験においても同様の結果であり，基質に固定され

た BMP‐２が骨芽細胞の機能発現を高めたものと考

えられた。一方，osteocalcin mRNA の発現は，３

日目をピークに７日目，１４日目と減少していたが，

１４日目では BMP‐２固定基質上での骨芽細胞様細胞

の osteocalcin mRNA の発現が高い値となっていた

（図１３）。これも同様に固定された BMP‐２が骨芽細

図１２ BMP‐２固定基質上での骨芽細胞様細胞の alkaline
phosphatase 活性

図１１ fibronectin 固定基質上での骨芽細胞様細胞の接着
細胞数（＊：５％の危険率で有意差あり）

図１３ BMP‐２固定基質上での骨芽細胞様細胞の osteocal-
cin mRNA の発現量（相対量）
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胞様細胞に直接的に影響を及ぼし，機能の発現を継

続させたと考えられる。基質に固定されたタンパク

は微量計測装置である Q-sense でタンパクの固定後

に PBS にて洗う操作を繰り返し行ってもその重量

に大きな変化が見られないことから徐放はしないと

考えられる。この方法で固定されたタンパクの影響

は徐放によるというよりはむしろタンパクに接して

いる細胞への直接的な影響と考えられる。

今回，細胞の基質接着に関与する fibronectin と

骨誘導タンパクとして知られる BMP‐２を培養基質

に固定して細胞動態を検索したが，タンパクを生体

材料に固定して周囲細胞の動態をコントロールでき

ることを証明した３３）。

まとめ

ミクロ・ナノレベルの構造を生体材料に付与する

ことにより細胞の形態と機能をコントロール可能で

あることが本研究で示された。これを基に，今後も

歯科インプラントの更なる発展に寄与したい。

本稿は，平成１４年度東京歯科大学学長奨励研究報告とし
て，第２７７回東京歯科大学学会例会（平成１６年６月５日，千葉）
において発表した。
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