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緒 言

骨組織はいったん形成された後も生涯にわたり

骨吸収と骨形成を繰り返し，その恒常性と機能を

維持している。このような現象をリモデリングと

呼び，リモデリングが起こるときの骨吸収と骨形

成の間の細胞連鎖的な関係はBMU（Basic Multi-

cellular Unit）と呼ばれていて１），破骨細胞による

骨吸収とそれに続く骨芽細胞による骨形成のカッ

プリング現象が存在する。歯槽骨が吸収した後に

骨が形成されるリバーサルライン上にはオステオ

ポンチン（OPN）が局在する２）ことから，カップリ

ングの転換期に関わる因子としてはOPNやその

発現に関わるサイトカインが考えられてい

る２～４）。

OPNは骨芽細胞，破骨細胞の両者によって産

生される分子量４４，０００から７５，０００の高度にリン酸

化した非コラーゲン性シアル酸含有糖タンパクで

ある。そのアミノ酸配列のほぼ中央にはアルギニ

ン，グリシン，アスパラギン酸モチーフを持って

いて，これを介して破骨細胞にある αvβ３インテグ
リンと結合しハウシップ窩の形成など骨吸収に関

与していると考えられ，またアスパラギン酸の繰

り返し配列や，Ca２＋結合ドメインを介してヒドロ
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抄 録：本研究では，骨リモデリングにおけるカップリング因子と考えられる，アクチビンAと
形質転換増殖因子（TGF）－β１の作用を明らかにするために，骨芽細胞様細胞MC３T３－E１の分
化におよぼす影響を，細胞の形態変化，石灰化結節の形成，アルカリホスファタ－ゼ（ALP）活
性，オステオポンチン（OPN）遺伝子の発現を指標として検討を行った。アクチビンAは石灰化結
節の形成，ALP活性の上昇，OPN遺伝子の発現には促進的に作用し，骨芽細胞への分化の促進作
用を示した。TGF－β１は石灰化結節形成，ALP活性の上昇を阻害し，アクチビンAによる促進
作用も抑制した。しかし，OPN遺伝子の発現には促進的に作用し，アクチビンAの作用を相乗的
に増強した。アクチビンAとTGF－β１は細胞分化の過程で異なった機構で相互に関連してリモ
デリングを制御していることが示唆された。
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キシアパタイトとの接着に関与している５）。この

タンパクの発現には形質転換増殖因子（TGF）－β
スーパーファミリーに属するサイトカインが重要

な役割を果たしている３，６～８）。

アクチビンとTGF－β１は３０をこえるメンバー
からなるTGF－βスーパーファミリーに属する
サイトカインで，細胞の分化や増殖，遊走を調節

するなど多彩な生理作用を持っている。皮下およ

び筋肉組織内に骨の異所形成を惹起することでよ

く知られている骨形成因子（BMP）もまたこの

ファミリーに属している９，１０）。

骨組織内のTGF－β１は骨芽細胞によって産生
されるサイトカイン１１）で骨基質中では不活性化さ

れて存在し，骨吸収に伴って活性化される１２，１３）。In

vitro での骨芽細胞に対する作用としては，増殖

および分化の抑制が報告されている６，８，１４～１６）。

アクチビンはインヒビン βサブユニットのダ
イマーでアクチビンAは βA サブユニットのホモ
ダイマーである１７）。アクチビンAは分化誘導の

調節因子として働き，骨芽細胞においてもタンパ

ク合成の促進１８）や非生理的高濃度の添加によって

アルカリホスファターゼ（ALP）活性を抑制させ

ることが報告されている６）。

そこで，骨芽細胞分化におけるこれらサイトカ

インの相互作用機序の一端を明らかにするため，

本研究では骨芽細胞様細胞MC３T３－E１細

胞１９，２０）を用い，その形態変化，骨芽細胞分化の指

標である石灰化結節，ALP活性，OPN遺伝子の

発現について検討を行った。

材料および方法

１．材料および試薬

MC３T３－E１細胞１９，２０）は理化学研究所細胞開

発銀行（茨木）より購入した。α改変型Minimum
essential medium（α－MEM）と牛胎児血清（FBS）
は Gibco－BRL 社製（MD，米国），組み換えヒト

アクチビンAと組み換えヒトTGF－β１はR&D
Systems 社製（MN，米国），RNA抽出用のRNeasy

kit は QIAGEN社製（Hilden，独国）を用いた。Mol-

ony murine leukemia virus 逆転写酵素（MMLV

－RTase）は東洋紡社（大阪）より購入した。リア

ルタイム PCR用の SYBR Green PCR Master

Mix は PE Biosystems 社製（CA，米国）を用い

た。その他の薬品については和光純薬工業社製（大

阪）を用いた。

２．細胞培養

MC３T３－E１細胞は通常１０％FBS 含有の α
－MEMにて３７℃，５％CO２，９５％air 下で培養

し３日ごとに継代した。実験に際しては，１０％FBS

含 有 α－MEM培 養 液 に５×１０３／６－well plate
あるいは５×１０３／９６－well plate にて播種しサブ

コンフルエントの状態になるまで２日間培養した

後，培養液を２％FBS 含有 α－MEMに交換して
実験０日とした。

アクチビンAは０．１％牛血清アルブミン（BSA）

含有の生理的リン酸緩衝液（PBS）に，TGF－β１
は０．１％BSA含有の４mM HCl にそれぞれ溶解

し，最終濃度が各２ng／ml になるように培養液

に添加した。培養液は３日ごとに交換し，その都

度アクチビンAまたはTGF－β１を各濃度にな
るように加えた。

３．細胞形態の観察

細胞の形態は位相差型顕微鏡Eclipse TS１００

（ニコン社，東京）を用いて観察し，PDMC Ie I デ

ジタルカメラ（Polaroid 社，MA，米国）を用いて

１６００×１２００ピクセルにて記録した。

４．石灰化結節の観察

２％FBS 含有 α－MEM培養液で培養した場合
と，５０µg／ml アスコルビン酸と５mM β－グリ
セロリン酸を培養液に添加して培養したものにつ

いて観察を行った。培養液を除去した後，PBS

にて２回洗浄し，０．１％アリザリンレッド S水溶

液で１０分間染色後精製水にて２回洗浄し，イメー

ジスキャナES－２０００（セイコー・エプソン社，東

京）で３００dpi で記録した。

５．ALP活性の測定

ALP活性は p－ニトロフェニルリン酸（pNPP）

を基質にHashimoto ら２１）の方法で測定した。以

下その方法を簡便に記す。細胞を PBS で２回洗

浄して２mMフェニルメチルスルホニルフルオ

５２２ 丸山，他：骨芽細胞分化へのアクチビンとTGF－βの作用
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リド含有１％ノニデット P－４０で溶解し，１０mM

pNPP，１１１mM NaCl，２．６８mM KCl，０．９９mM

MgCl２，５．５５mMグルコース，０．２％BSA，１３．８

mM炭酸ナトリウム－炭酸水素ナトリウム緩衝

液，pH１０の試薬混合液を加えて３７℃で１０分間反

応させた。NaOHを０．２５Nになるように加えて

反応を停止させ，生成された p－ニトロフェノー

ルの吸光度をモデル４５０マイクロプレートリー

ダー（Bio－Rad 社，東京）を用いて４０５nmで測定

し，そのモル数を算出した。

タンパク質量はBIO－RADプロテインアッセ

イ（Bio－Rad 社，東京）を用いてBSAを標準と

して定量した。

６．定量的リアルタイムRT－PCR

RNAは RNeasy kit を用いてプロトコルに従っ

てTotal RNAを抽出した。分光光度計Ubest－

３５（日本分光社，東京）を用い，２６０nmの吸光度

からRNA濃度の定量を行った。逆転写反応は

RNA５µg にオリゴ dT２０プライマー０．３µg，５０
mM Tris－HCl（pH８．３），７５mM KCl，３mM

MgCl２，１０mMジチオトレイトール，４０unit

RNase 阻害剤，１mM dNTPs，５０unit MMLV

－RTase の組成にて３７℃で６０分間行った。

マウスのOPNとグリセルアルデヒド３－リン

酸脱水素酵素（GAPDH）の特異的プライマーは

Primer Express（PE Biosystems 社，CA，米国）

を用いて設計した。OPNプライマーは５’－

GTGATTTGCTTTTGCCTGTTTG－３’（For-

ward primer：bases 82－10３）および５’－TGA-

GCTGCCAGAATCAGTCACT －３’（ Reverse

primer：bases１５０－１７１）を，GAPDHプライマー

は５’－TGCCCAGAACATCATCCCTG－３’

（Forward primer：bases６４６－６６５）および５’－

TCAGATCCACGACGGACACA－３’（Reverse

primer：bases７７６－７９５）を設定した。

合成した cDNA５µl に２×SYBR Green PCR
Mster Mix２５µl，各２０µMプライマーセット０．７５
µl，滅菌蒸留水１８．５µl を混合した反応液で，熱
変性９５℃１５秒，アニーリングと伸張反応６０℃１

分３０秒の条件で５０回増幅反応を行った。増幅産物

はABI Prism７７００Sequence Detection System

（PE Biosystems 社，CA，米国）でリアルタイム

に検出した。

PCR産物量の計算には検量線法を用いた。検

量線はOPNおよび GAPDHの増幅産物を pGEM

－Tベクターにクローニングし，その分子量から

コピー数を算出し，これを基に鋳型のコピー数と

PCR増幅産物が検出され初めるサイクル数（CT）

との関係をプロットして作成した。

７．統計学的処理

有意性の検定は分散分析にて行った。

結 果

本実験では２％FBS を添加した α－MEMを培
養液としサブコンフルエントになってからのMC

３T３－E１細胞を用いてアクチビンAとTGF

－β１の分化への影響について検討した。サイト
カインは他のサイトカインの発現に対して影響を

与えること，またアクチビンおよびTGF－βで
の処理はその処理時期と時間によって細胞の増

殖，分化へ与える影響が変化することを考慮し

て，アクチビンAとTGF－β１の同時処理と，
あらかじめ７，１４，２１日間アクチビンAまたは

TGF－β１で前処理した細胞にそれぞれ７日間
TGF－β１とアクチビンAを同時に添加してその
効果について観察を行った。

１．MC３T３－E１細胞の形態におよぼす影響

実験７日で方形の細胞が敷石状を呈し（図１－

ａ），この状態は２８日でも変化しなかった。アク

チビンAで処理した細胞は実験７日以降でコン

トロールと同様に方形の細胞が敷石状に分布して

いた（図１－ｂ）。これに対してTGF－β１処理し
た細胞は実験７日（図１－ｃ）で紡錘形の線維芽細

胞様に形態が変化していることが認められた。こ

の変化は実験３日から観察され，２８日まで線維芽

細胞様の形態のままであった。アクチビンAと

TGF－β１の同時処理を行うとコントロールやア
クチビンA単独処理で見られる敷石状の形態は

見られず，TGF－β１単独処理と同様の紡錘形の
線維芽細胞様を呈した（図１－ｄ）。このような線
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維芽細胞様の形態変化はアクチビンAでの前処

理の期間に関わらず，TGF－β１の添加によって
常に観察された。

２．石灰化結節形成におよぼす影響

MC３T３－E１細 胞 を２％FBS 添 加 の α－
MEMで培養を行いアリザリンレッド S染色に

よって石灰化結節の形成を調べたところ，２８日ま

でに極めて微少な染色像しか観察されず，アクチ

ビンA，TGF－β１，またその両者の添加による
変化は観察されなかった（図２－ａ，ｂ，ｃ，

ｄ）。培養液にアスコルビン酸と β－グリセロリ
ン酸を添加して培養すると，実験７日ではどの処

理による細胞でも明確な石灰化結節の形成は観察

されなかったが，実験１４日にはコントロールでア

リザリンレッド Sにて染色される小さな粒上の

石灰化結節が観察され（図２－ｅ），実験２１日では

その数が増加し，実験２８日ではその大きさが増し

ているのが観察された（図２－ｇ）。また，アクチ

ビンA処理でもコントロールと同様に実験１４日

でアリザリンレッド Sにて染色される石灰化結

節が観察され，その数はコントロールより多く大

きな塊となっているものが観察され（図２－

ｆ），２８日ではその数が増加した（図２－ｈ）。TGF

－β１処理およびアクチビンAとTGF－β１の同
時処理では実験２８日までの培養期間中明確な石灰

化結節は観察されなかった（図２－ｉ，ｊ）。

３．ALP活性の上昇におよぼす影響

各培養条件下でのMC３T３－E１細胞のALP

活性の発現に対するアクチビンA，TGF－β１の
影響を図３に示した。コントロールでは実験０日

と比較して７日で約３．５倍，１４日で約５．５倍，２１日

で約６．５倍と有意に上昇し，その後，２８日には約

４．８倍にやや低下した。アクチビンA処理では実

験０日と比較して７日で約５倍，１４日には約８倍

図１ アクチビンAとTGF－β１による細胞形態の変化
MC３T３－E１細胞を材料および方法で記した様に培養し，実験７日で

形態を記録した。コントロールａ，アクチビンA処理ｂ，TGF－β１処理
ｃ，アクチビンAとTGF－β１同時処理 d。スケールバーは２０µmを示す。

５２４ 丸山，他：骨芽細胞分化へのアクチビンとTGF－βの作用
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とコントロールよりその上昇は大きく，２１日で約

７．４倍，２８日で約７．３倍と高活性を維持していた。

TGF－β１処理の細胞ではALP活性上昇は観察
されなかった。アクチビンAとTGF－β１の同
時処理でもALP活性の上昇は観察されなかっ

た。また，TGF－β１前処理７日，１４日，２１日目
に７日間アクチビンAを添加しても作用はほと

んど示さなかった（図４）。アクチビンAであら

かじめ処理した細胞にTGF－β１を添加した場合
は，前処理後７日目からの７日間添加で活性上昇

は著明に抑制されたが，アクチビンAにより

ALP活性上昇がほぼプラトーになった１４日，あ

るいは２１日の添加ではALP活性の抑制効果は低

かった（図５）。

４．OPN mRNAの発現におよぼす影響

OPNおよび GAPDHの増幅産物を基に作製し

た標準プラスミドを用いると１０２から１０７コピーま

での範囲で相関係数０．９９以上の検量線が得られ

た。この検量線に基づいてOPN，GAPDHのコ

ピー数を算出しGAPDHを内部標準としてOPN

の発現量を補正し実験０日の細胞のOPN mRNA

量を１として相対的な発現量を求めた。

各条件下でのMC３T３－E１細胞のOPN遺伝

子の発現に対するアクチビンA，TGF－β１の影
響を図６に示した。OPN mRNAの発現量はコン

トロールでは実験０日と比較して実験１４日には約

図２ アクチビンAとTGF－β１による石灰化におよぼす影響
MC３T３－E１細胞を２％FBS含有 α－MEMにて２８日間培養後アリザリンレッド S染色を

行った（ａ～ｄ）。
コントロール a，アクチビンA処理 b，TGF－β１処理 cとアクチビンAとTGF－β１同時処

理�。
５０µg／ml アスコルビン酸と５mMβ－グリセロリン酸を添加して培養した１４日（ｅ，ｆ），２８日

（ｇ～ｊ）のアリザリンレッド S染色像を示した。コントロール（ｅ，ｇ），アクチビンA処理
（ｆ，ｈ）TGF－β１処理�とアクチビンAとTGF－β１同時処理�。
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７．５倍，２８日で約１２倍の発現上昇を示した。アク

チビンA処理では実験０日と比較して実験７

日，１４日ではほぼコントロールト同程度であった

が，実験２８日で約１７倍とコントロールより高い発

現を示した。TGF－β１処理では実験０日と比較
して７日，１４日ではほぼコントロールおよびアク

チビンA処理と同程度であったが，実験２８日で

約３５倍とアクチビンA処理よりもさらに高い発

現を示した。アクチビンAとTGF－β１を同時
に作用させると実験０日と比較して１４日で約３０

倍，２８日で約９５倍と相乗的な高い発現を示した

（図６）。この相乗的な効果はTGF－β１で前処理
２１日目から７日間アクチビンAを添加した場合

に強く（図７），またアクチビンA 前処理７日

目からの７日間にTGF－β１を添加した場合に強
い発現が観察されたが，２１日目からの添加では相

乗的な作用は明らかではなかった（図８）。

図５ アクチビンA処理へのTGF－β１添加による
ALP活およぼす影響
MC３T３－E１細胞をアクチビンA処理にて

培養し，ALP活性を測定した（△）。また，この
細胞に０－７，７－１４，１４－２１，２１－２８日の７日
間TGF－β１を添加して，それぞれの最終日に
ALP活性を測定した（□）。値は平均値±標準偏
差（n＝３）を表す。p＜０．０５（ ＊ ），p＜０．０１（＊＊）

図３ アクチビンAとTGF－β１によるALP活性に
およぼす影響
MC３T３－E１細胞を材料および方法に記し

た様に培養し，実験０，７，１４，２１，２８日でのALP
活性を測定した。コントロール（○），アクチビン
A処理（△），TGF－β１処理（◇），アクチビンA
とTGF－β１同時処理（□）。値は平均値±標準偏
差（n＝３）を表す。p＜０．０５（ ＊ ），p＜０．０１（＊＊）

図４ TGF－β１処理へのアクチビンA添加による
ALP活性におよぼす影響
MC３T３－E１細胞をTGF－β１処理にて培養

し，ALP活性を測定した（◇）。また，この細胞
に０－７，７－１４，１４－２１，２１－２８日の７日間ア
クチビンAを添加して，それぞれの最終日に
ALP活性を測定した（□）。値は平均値±標準偏
差（n＝３）を表す。p＜０．０５（ ＊ ），p＜０．０１（＊＊）
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考 察

マウス新生児頭蓋冠由来のMC３T３－E１細

胞は，骨芽細胞の増殖と分化の特徴を表す細胞

系１９，２０）としてサイトカイン，成長因子，ホルモン

などの刺激に対する反応や，遺伝子発現の実験の

ために使用されている１４，１６，２０～２６）。実験時は培養液

に添加する血清中のアクチビンとTGF－β，およ
び他のサイトカインの影響を極力避けるため２％

FBS 存在下で培養した。

MC３T３－E１細 胞 を１０％FBS 添 加 の α－
MEMで６５回以上の継代を続けると細長く突起を

出し線維芽細胞様に形態を変化させること２２）が，

また骨芽細胞はTGF－βによってもこの様な形
態的な変化を引き起こされること１５，２３）が報告され

ている。本実験では，コントロール細胞とアクチ

ビンA処理細胞は２８日でも敷石状であったが，

TGF－β１処理の細胞は，３日より線維芽細胞様
に変化した。In vivo において骨芽細胞は増殖を

繰り返した後に扁平化してBone Lining Cell とな

図６ アクチビンAとTGF－β１によるOPN遺伝子
発現におよぼす影響
MC３T３－E１細胞を材料および方法に記し

た 様 に 培 養 し，実 験０，７，１４，２８日 でOPN
mRNA量を測定して，実験０日の値を１とした
相対的発現量を算出した。コントロール（○），ア
クチビンA処理（△），TGF－β１処理（◇），アク
チビンAとTGF－β１同時処理（□）。値は平均
値±標準偏差（n＝３）を表す。p＜０．０５（ ＊ ），p＜
０．０１（＊＊）

図８ アクチビンA処理へのTGF－β１添加による
OPN mRNAの発現量におよぼすの影響
MC３T３－E１細胞をアクチビンA処理にて

培養しOPN mRNAを測定，相対的発現量を算
出した（△）。また，この細胞に０－７，７－１４，２１
－２８日の７日間TGF－β１を添加して，それぞれ
の最終日でのOPN mRNAの相対的発現量（□）
を算出した。値は平均値±標準偏差（n＝３）を表
す。p＜０．０５（ ＊ ），p＜０．０１（＊＊）

図７ TGF－β１処理へのアクチビンA添加による
OPN mRNAの発現量におよぼす影響
MC３T３－E１細胞をTGF－β１処理にて培養

しOPN mRNAを測定，相対的発現量を算出し
た（◇）。また，この細胞に０－７，７－１４，２１－
２８日の７日間アクチビンAを添加して，それぞ
れの最終日でのOPN mRNAの相対的発現量
（□）を算出した。値は平均値±標準偏差（n＝３）
を表す。p＜０．０５（ ＊ ），p＜０．０１（＊＊）
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り骨表面を覆うようになりこの時期の骨細胞は骨

形成に関しては不活性と考えられている２７）。TGF

－β１はあたかもこの様な変化を促進すると考え
られる。

MC３T３－E１細胞は１０％FBS の存在下で培

養すると３０日程度で石灰化する１９，２０）が，石灰化は

クローンによってかなりの差があり石灰化をほと

んど示さない場合もある２４，２５）ことも報告されてい

る。今回の２％FBS 存在下では２８日でも明確な

石灰化は観察されなかったが，アスコルビン酸と

β－グリセロリン酸を添加し同条件で培養を行う
と明らかに石灰化結節の形成が観察された。アス

コルビン酸と β－グリセロリン酸は石灰化のコア
となる細胞外マトリクスを形成するコラーゲン産

生を促進し，ALP mRNAの発現を上昇させ，石

灰化を促進し，同時にOPN mRNAの発現を上

昇させる２６，２８）。TGF－β１は in vitro で骨芽細胞の

石灰化を抑制することが知られている８，２３）が，今

回の結果でも同様にその石灰化を抑制した。一

方，アクチビンAでは同条件下で石灰化の促進

がみられた。１０％FBS，アスコルビン酸，β－グ
リセロリン酸の存在下で培養したラット胎児頭蓋

冠由来の骨芽細胞では，アクチビンAによる石

灰化結節の形成の抑制が報告されている７）が，彼

らは１００ng／ml という非生理的な高濃度のアク

チビンAを用いている。今回の２ng／ml という

濃度は生理的な濃度であり，よりアクチビンA

の生理作用を反映していると考えられる。

ALPはリン酸エステルを無機リン酸とアル

コールに加水分解する反応を触媒して石灰化を促

進すると考えられている。TGF－β１は２ng／ml
までの範囲で濃度依存的にALP活性の上昇を抑

制し，２ng／ml でその作用は最大になる１５）こと

が報告されている。今回の実験でも２ng／ml の

TGF－β１によりALP活性の上昇は抑制され
た。一方，アクチビンAはALPの活性上昇を促

進し，この促進効果はTGF－β１によって完全に
抑制された。MC３T３－E１細胞にはALP活性

が上昇しなくても石灰化を示すという報告１６）もあ

るのでALP活性の上昇だけで石灰化を説明する

ことはできないが，アクチビンAのALP活性上

昇に対する促進効果は in vivo での石灰化促進効

果２９）を裏付けるひとつであると考える。アクチビ

ンAとTGF－β１を同時に処理させると石灰化
は常に起こらなかったためアクチビンAの石灰

化促進効果はTGF－β１によって阻害されること
が認められた。

TGF－β１の骨芽細胞への作用は実験環境や細
胞の分化段階によって異なっている２３）と考えられ

ている。アクチビンAの場合も同様に，細胞の

分化段階およびその処理濃度によってその影響は

差があるものと考えられる。アクチビンAによ

る強いALP活性上昇は実験０日から１４日までに

観察され（図３）TGF－β１をあらかじめ作用させ
ておくとアクチビンAを添加しても上昇は観察

されなかった（図４）。アクチビンA前処理細胞

に対するTGF－β１の抑制作用はアクチビンA
による強いALP活性上昇の時期に一致して観察

され，ALP活性がプラトーとなった後では，そ

の抑制作用は低かった（図５）。これらの事実は

ALPの発現過程には主としてTGF－β１が抑制
因子として関わり，その作用は強く，TGF－β１
が消失あるいは低下した場合にアクチビンAが

促進因子として関わっていると考えられる。また

は，後述するようにALPの活性発現後に骨基質

タンパクの合成促進のためTGF－β１が作用する
とも考えられる。

骨芽細胞と破骨細胞のカップリング因子として

重要と考えられるOPNの遺伝子の発現に関して

アクチビンAはTGF－β１同様促進的に作用し
た（図６）。これは骨折の治癒期初期に骨形成が行

われている部位の骨芽細胞にActivin のレセプ

ターが発現している３０）という報告とも合致すると

考えられる。アクチビンAとTGF－β１の同時
処理は相乗的効果を示し（図６），この相乗効果は

TGF－β１であらかじめ処理した後にアクチビン
Aを作用させた場合は比較的培養後期に効果が

見られ（図７），アクチビンAであらかじめ処理

した細胞にTGF－β１を作用させた場合は比較的
培養初期に効果が強く（図８），細胞の分化過程で
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のそれらの相互作用が異なっていることを示唆し

ている。すなわち，アクチビンAでの骨芽細胞

分化促進作用によるALPの活性上昇をまって，

TGF－β１を作用すれば，骨形成がより効果的に
進行すると考えられる。ラットでのアクチビン

AとTGF－β１の投与実験では，いずれも骨化が
促進されるが，TGF－β１投与例では形成された
骨の細胞配列が無秩序であるのに対してアクチビ

ンA投与例では細胞配列が整っていたと報告さ

れている３０）。アクチビンAが骨芽細胞の分化過

程に影響を与えOPNなど骨基質タンパクの生成

の差が，破骨細胞とのカップリングに影響を与え

この様な細胞配列の結果が生じることも考えられ

る。

アクチビンAおよびTGF－β１の属するTGF
－βスーパーファミリーのシグナルはリガンドが
細胞膜上のⅡ型受容体に結合して複合体を形成

し，さらにⅠ型受容体がリクルートされる事によ

り細胞内へと伝達される。活性化されたⅠ型受容

体よりシグナル伝達分子 Smad がリン酸化される

メカニズムが急速に明らかになりつつあり，現在

哺乳類では Smad１～８の８分子が発見されてい

る。アクチビンAおよびTGF－βのシグナル伝
達には特異型 Smad である Smad２と３と，これ

に共有型 Smad である Smad４が結合または

smad２と３単独で核に移行し，転写因子として

機能する。さらにこれらを抑制する Smad により

制御されている。これらサイトカインには Smad

を介しないMAPキナーゼ系などのシグナル伝達

系も存在する３２，３３）ことから，これらに共通する細

胞内分子と，特異的な細胞内情報伝達系が，どの

ようにALPの活性発現，OPN mRNAの発現に

特異的な作用をきたしているかを解明することが

骨リモデリングを制御するための今後の課題であ

る。

結 論

本研究の結果，TGF－βスーパーファミリーに
属するアクチビンAが骨芽細胞様MC３T３－E

１細胞のALPの活性上昇，石灰化結節の形成，

OPNのmRNA発現には促進的に作用すること

が明らかになった。

TGF－β１はアクチビンAの石灰化，ALPの
活性上昇作用を抑制したが，OPN mRNAの発現

を相乗的に増強させた。骨芽細胞の分化の指標で

ある石灰化と骨基質タンパクであるOPNの発現

が異なった機構で制御されていることが示唆され

た。今後，これらサイトカインによる細胞内情報

伝達分子，Smad 分子を介した制御機構の解明が

必要と考えられる。
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To elucidate the role activin A and transforming growth factor（TGF）－β 1, which play important

roles as coupling factors in bone remodeling, we investigared the effects of these cytokines on the dif-

ferentiation of osteoblast－like MC３T３‐E１ cells by analyzing the formation of bone nodules, alkaline

phosphatase（ALP）activity and osteopontin （OPN）mRNA expression.

Activin A increased the mineralized bone nodule accompanied by an acceleratedincrease in ALP

activity, and it slightly stimulated OPN mRNA expression at the late stage of culture（21～28 days）.

TGF－β 1 inhibited an increase in ALP activity and the formation of bone nodules in both untreated

and activuin A treated cells. The inhibitory effect was predominant at the early stage of culture（７～１４

days）with activin A. TGF－β 1 increased OPN mRNAexpression, which was synergistically cnhanced

by the simultaneous treatment with activin A. When the cells were pretreated with TGF－β 1, the syn-

ergistic effect by activin A on OPN mRNA expression was observed at the late stage of culture．

While, when the cells were pretreated with activin A, the synergistic effect by TGF－β 1 was observed

at the early stage of culture.

These results suggest that the cytokines regulate the differentiation of osteoblast－like cells de-

pending on the stage of differentiation. （The Shikwa Gakuho，１０１：５２１～５３２，２００１）
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