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II. 成果の概要（総括研究報告）

運動をすると骨は丈夫になり、寝たきりなると骨が弱くなることを人類は経験的に理解している。
力学的環境の変化を感受し、骨表面の破骨細胞と骨芽細胞を制御しているのが、骨基質に埋め込ま
れ存在する骨細胞である。しかし、骨細胞がどの様に力学的な変化を感受・応答し、骨の組織量や構
造を再構築するのかいまだ不明な点が多い。本研究開発は、骨の動的な恒常性を司る骨細胞に主眼
をおき、力学的変化への感受・応答シグナリング経路を｢骨メカノ・カスケード｣と名付け、その実態
と破綻機構の解明から、骨の動的な恒常性の学問的な理解と新規骨疾患治療の分子基盤に道をつけ
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る試みである。
本年度、分子生物学アプローチ・アームは、骨メカノ・カスケードの実態と破綻メカニズムの解明
を目指ざし、生体レベルでの力学的負荷・免荷モデルを構築した。また、骨細胞のメカニカルストレ
ス実験系の構築から、力学的な環境変化に伴う全遺伝子の網羅解析も順調で、骨メカノ・カスケード
分子を同定する基盤が整った。また、特筆すべきことに、生体レベルでの新たな力学的負荷モデルと
して、矯正力に伴う顎骨リモデリングを評価する実験系を構築に成功した。そして、世界に先駆けた
顎骨構成細胞の新規単離法と骨細胞特異的な遺伝子欠損マウスの作成・解析から、生体レベルで力
学的な負荷に伴う破骨細胞の出現メカニズムを明らかにした。さらに、本実験で骨メカノ・レスポン
ス分子が同定され、中和抗体による新たな治療戦略の分子基盤を確立することに成功した。
分子・細胞バイオメカニクスアプローチ・アームでは、力学・数理科学に基づき、骨の構造・機能
の多階性に着目した骨メカノ・カスケードの実態と破綻の解明を目指している。本年度は、両アーム
間で密な議論を行い、新しい「骨構造リモデリングの多階層数理モデル構築」のための基礎的なフレ
ームワークを検討した。ここでは、骨細胞ネットワークの形態イメージングやミクロ・マクロ力学解
析を土台として、骨メカノ・カスケードの統合的な時空間ダイナミクスの数理モデルを構築するた
めの基礎的な検討を行った。特に、骨細胞レベルのメカノ・センシング機構から細胞間コミュニケー
ションを経て制御される骨リモデリングの多階層システムダイナミクスを力学・生化学シグナル連
成を考慮したモデルとして構築した。さらに、
「単一細胞・ex vivo 器官培養系の力学解析法の基礎的
検討」の第一歩として、実験条件を検討し、骨細胞の可視化手法の検討、および、器官培養系におい
て骨に力学負荷を付与する装置の基本仕様を検討した。
The weight-bearing exercises help to build bones and to maintain them strength. On the other hand, bone loss
with bedridden and space flight are well known as essential problems. Bone is constantly renewed by the
balanced action of osteoblastic bone formation and osteoclastic bone resorption both of which mainly occur at
the bone surface. This restructuring process called "bone remodeling" is important not only for normal bone
mass and strength, but also for mineral homeostasis. During bone remodeling, resorption by osteoclasts precedes
bone formation by osteoblasts. Based on the fact that osteocytes are embedded in the bone matrix and these
cells extend dendrites that communicate with adjacent cells, it has been proposed that osteocytes control bone
remodeling by sensing and response of mechanical stimuli. However, the molecular basis for the regulatory
mechanisms underlying bone remodeling in response to mechanical stimuli has not been sufficiently elucidated.
Based on this novel concept of a regulatory mechanisms mediated by osteocytes in response to mechanical
stimuli (the “osteomechano-cascade”), we plan to investigate the biological systems of osteocytes through
approach combined with comprehensive analysis and sophisticated genetically modified mouse system. This
project will not only enable a better understanding of the regulatory system of higher biological functions of
bone remodeling, but also provide a molecular basis for developing new therapeutic strategies for various bone
diseases.
Since last year, Molecular biology approach-arm is constructing in vivo mechanical loading/ unloading model.
From construction of the in vitro mechanical stress experiment of osteocytes, we have performed the exhaustive
analysis of all genes accompanying the mechanical environmental change. So, the foundation for identifying
osteomechano-cascade molecules has been established. Especially, we have established an in vivo orthodontic
mechanical force-induced tooth movement model and a novel isolation method of periodontal tissue component
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cells from alveolar bone. Using newly established methods and conditional KO mice, we identified that
osteocytes expressed an osteomechano-response factor in periodontal tissue. Importantly, neutralizing antibody
against osteomechano-response factor resulted in a significant reduction in orthodontic mechanical forceinduced tooth movement. These results suggest that local application of drugs targeting osteocytes would help
in anchorage management of orthodontic treatment more specifically by regulating the expression of
osteomechano-response factor. Thus, in this year, we provide in vivo evidence for the key role of osteocytederived osteomechano-response factor in alveolar bone remodeling, establishing a molecular basis for
orthodontic force-mediated bone resorption regulated by osteocytes.
The Biomechanics Approach-arm has been contributing to the basic understanding of the mechanism of
homeostatic behaviors of the osteomechano-cascade and its catastrophic breakdown through the biomechanical
approach combined with mathematical modeling and computer simulation. After the profound discussion
between two Approach-arms, we developed a basic theoretical framework for multiscale biomechanics of bone
remodeling, in which spatiotemporal dynamics of the osteomechano-cascade were mathematically modeled by
expressing the coupling effects of mechanocascade molecules with mechanical forces acting on osteocytes. In
particular, osteomechano-sensing by bone cells and their communication were involved as key factors to
understand the multiscale system dynamics of bone remodeling. In addition, basic ideas in designing in vitro
experiment for single-cell mechanosensing and ex vivo organ-culture experiment for osteomechano-response
were discussed.
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