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抄　録
目的：口腔がんは、南アジアおよび東南アジアで高頻度に発症するがんである。口腔がん
やその前がん病変である白板症や粘膜下線維症はベテル噛みに起因していることが明らかに
なっている。本研究では Curcumin（Cur）による Arecoline（Are）誘発性 MMP-2、MMP-9
の産生抑制効果について検討した。
方法：ヒト歯肉上皮前駆細胞（HGEP）を Areと Cur を 3 日毎に添加し、30日間培養した。
HGEPから RNAを抽出し遺伝子発現解析を行った。細胞培養上清中の MMP-2、MMP-9 を
Zymographyを用いて観察し、ELISA法を用いて MMP-9 のタンパクを定量した。
結果：MMP-9 は、mRNAおよびタンパクにおいて、Are＋Cur の刺激では発現が抑制さ
れた。一方で、MMP-2 では変化は見られなかった。
結論：Cur は、Are 長期刺激による HGEPの MMP-9 産生を抑制させることが示唆された。

Key	words：Curcumin,	Arecoline,	Betel	quid	chewing,	Matrix	metalloprotease（MMPs）

受付：2018 年 12 月 21 日　受理：2019 年 1 月 11 日

する分子を発現経路上流で制御し、口腔がん細胞
緒　　言

を刺激して、がん進行に関連する分子を発現する
　口腔がんは、地域別では特に南アジアおよび東 ことが明らかとなっている2-4）。我々はこれまで
南アジア諸国において多く発生する悪性腫瘍であ に、スリ・ランカのベテル噛みに関連した口腔前
る。betel	quid	chewing（ベテル噛み）の習慣は、 がん病変における p14、p15、p16 および p53 遺
これらの国々での口腔がんの高い罹患率と関係し 伝子を分析し、p14、p15 および p16 の高メチル
ている。Betel	quid は、新鮮な betel	 leaf や乾燥 化が、前がん病変において高頻度に検出されるこ
した areca	nut の種子、slaked	lime と乾燥させた とを明らかにした5-7）。
tobacco を一緒に口の中に入れて噛むものである。 　Matrix	metalloproteinase	（MMPs）は、口腔
Areca	nut とその成分である Arecoline は、口腔 粘膜下線維症およびがんにおける重要な分子であ
がんと前がん病変を促進させることが報告されて る。正常な口腔上皮細胞の悪性形質転換の詳細な
いる1）。Areca	nut 抽出物や Arecoline は、種々 メカニズムは依然として不明であるが、MMPs
の成長因子、酵素および口腔粘膜下線維症に関連 は、細胞増殖、浸潤および転移にとって重要なプ
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ロセスとなる細胞外マトリックス	（extracellular	
matrix：ECM）の分解に重要な役割を果たして
いる。発がん性物質による慢性刺激後に、悪性形
質転換が起こることがあるが、これまでの  in
vitro 実験モデルでは、30 時間 Arecoline で細胞
を刺激することで、急性応答を誘発させるのみで
あった3，8）。そこで我々は、慢性的な  Arecoline
の刺激によって悪性形質転換が誘発されるかにつ
いて観察するため、Arecoline 刺激を長期間行う
新たな in vitro の培養系を使用した9）。この実験
から、長期的な Arecoline 刺激により正常歯肉上
皮細胞の MMP-9 の発現が上昇し、Arecoline が
悪性形質転換に関与することを明らかにした10）。
　Curcuminはポリフェノールの一種であり、ウコ
ンから抽出されるターメリックの主成分である11）。
Curcumin は、抗炎症作用を有しており、慢性炎
症性疾患に対する効果が期待されており、口腔領
域では歯周炎に対する研究が数多く報告されてい

。また Curcumin は、がんの進行に関係す）3，121る

を約 4×10 4 cells/ml で 100 mm細胞培養プレー
トに播種した。前培養した後、滅菌蒸留水	（dou-
ble	distilled	water：DDW）に溶解した 50 µg/ml
（最終濃度）の Arecoline	hydrobromide	（Areco-
line,	Sigma-Aldrich,	Darmstadt,	Germany）または Di-
methyl	sulfoxide	（DMSO）に溶解した 1 µM（最
終濃度）の Curcumin	（Sigma-Aldrich）を 3日毎
に添加し、30日間培養した。DDWと DMSOを交
互に添加する群を Control、Arecolineと DMSOを
交互に添加する群を Arecoline、DDWと Curcum-
inを交互に添加する群を Curcumin、Arecolineと
Curcuminを交互に添加する群を Are＋Cur とし
た（図 1）。細胞培養はそれぞれ独立して 3 回ず
つ行った。

　2．遺伝子発現解析


　30 日間培養後、RNeasy Ⓡ	Mini	Kit	（Qiagen，


Venlo，Netherlands）を使用して、HGEP から


total	RNAを抽出した。その後、ReverTra	Ace Ⓡ	
 
る種々のタンパク発現や活性に影響を及ぼすこと
も報告されている14）。
　そこで本研究では、in vitro におけるヒト歯肉上
皮前駆細胞	（human	gingival	epithelial	progenitor	
cells：HGEP）の長期培養系を用いて Arecoline の
刺激および Curcuminの抗炎症作用による MMP-2
および MMP-9 産生の変化について検討した。

材料および方法

　1．細胞培養
　HGEP	（CELLnTEC	Advanced	Cell	Systems	AG,	
Basel,	Switzerland）を CnT-Prime	epithelial	culture	 
medium	（CELLnTEC	 Advanced	 Cell	 Systems	 

、37℃の条件下で培養した。HGEPCO2	％5AG）、

qPCR	RT	Master	Mix	（Toyobo，Osaka，Japan）
で total	RNA を cDNA に逆転写した。定量的
PCR法は LightCycler Ⓡ	Nano	System	（Roche	Di-
agnostics,	Basel，Switzerland）で行った。MMP-2
および MMP-9 をターゲット遺伝子とし、mRNA
発現レベルは Glyceraldehyde-3-phosphate	dehy-
drogenase	（GAPDH）をリファレンス遺伝子とし
て ∆∆Cq 法を用いて解析した15）。使用した primer
配列を表に示す16-18）（表 1）。

　3．	Zymography
　細胞培養上清中の MMP-2 および MMP-9 活性
を Gelatin-Zymography	kit	（Cosmo	Bio,	Tokyo，
Japan）を用いて観察した。Coomassie	blue 染色

図 1　細胞培養フローチャート
HGEP 細胞を 3 日毎に添加し、30 日間培養した。Control 群には DDWと DMSO
を交互に添加し、Arecoline 群には Arecoline と DMSOを交互に添加、Curcumin 群
は DDWと Curcumin を交互に添加し、Are＋Cur 群には、Arecoline と Curcumin
を交互に添加した。



後、ゲルをスキャンした。
　4．MMPs の定量
　Human	MMP-9	ELISA	Kit	（Sigma-Aldrich）を
用い、細胞培養上清中の  MMP-9 を定量した。  

MultiSkan	FC	Basic	（Thermo	Fisher	Scientific，
MA，USA）を用いて波長 450 nmの吸光度を測
定し、標準曲線から細胞培養上清中の MMP-9 濃
度を求めた。

　5．統計分析
　統計分析は、各群間の比較には、one	way	
ANOVAによる分散分析後、Tukey’s	test による
多重検定により有意水準 5％における有意差検定
を行った。

結　　果

　1.	遺伝子発現解析
　定量的 RT-PCR法の結果、Arecoline、Curcumin
または Are＋Curを 30日間添加した HGEPにおい
て、MMP-2	mRNA発現レベルは全ての群におい

mRNA発現レベルは Control 群に比べ Arecoline
群で高く、	Curcumin 群および Are＋Cur 群におい

	9-）。MMP 2て有意差は認められなかった（図 
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ては Arecoline 群より低かった	（p＜ 0.05）（図 3）。

　2．Zymography
　Zymography の結果、MMP-2 ではすべての群
において発現は検出されたものの、各群間での明
らかな違いは見られなかった。一方、MMP-9 で
は Control 群、Curcumin 群においては発現が検
出されず、Are＋Cur 群では Arecoline 群と比較
して発現が弱かった（図 4）。

　3．MMPs の定量
　Zymography において変化の見られた MMP-9
の細胞培養上清中のタンパク量について ELISA
法を用いて定量した結果、Control 群と比べ Are-
coline 群でのタンパク発現レベルの上昇を認め、
Curcumin 群、Are＋Cur 群では Arecoline 群と比
較してタンパク発現レベルの低下を認めた	（p＜
0.05）（図 5）。

考　　察

　Arecoline または Curcumin 刺激条件下で長期
培養された HGEPにおける MMP-2 および MMP-9
の遺伝子発現を検証した結果、MMP-2 において

表 1　mRNA発現解析に用いたプライマー配列 	（5’	to	3’） 

Gene Forward Reverse Ref. 

GAPDH GTGAAGGTCGGAGTCAAC GTTGAGGTCAATGAAGGG （16） 

MMP-2 CAAGGACCGGTTTATTTGGC ATTCCCTGCGAAGAACACAGC （17） 

MMP-9 TTGACAGCGACAAGAAGTGG GCCATTCACGTCGTCCTTAT （18）

図 2　MMP-2 	mRNA発現解析のグラフ 図 3　MMP-9 	mRNA発現解析のグラフ
HGEP細胞への Arecoline、 Curcumin、 Are＋ Cur 添 HGEP細胞への Arecoline、 Curcumin、 Are＋ Cur 添
加により Arecoline 群、 Curcumin 群では有意差は認 加により Arecoline 群は Control 群と比較して発現上
められなかった（ n＝ 3）。 昇を認め、 Curcmin 群、 Are＋ Cur 群では低下が認め

られた（＊p	＜ 0.05、 n＝ 3）。
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図 4　細胞培養上清中の MMP-2 および MMP-9 活性
Zymographyを用いて細胞培養上清中の MMP-2 および MMP-9 について観察した。
MMP-2 ではそれぞれの群間において明らかな違いは見られなかった。MMP-9 では
Control 群、Curcumin 群においては発現が検出されず、Are＋Cur 群では Arecoline
群と比較して発現が弱かった。

図 5　MMP-9 のタンパク質発現解析のグラフ
ELISA法により、細胞培養上清中の MMP-9 を測定
したところ Arecoline 群は、Control 群と比較してタ
ンパク発現レベルの上昇を認め、Curcumin 群、Are
＋Cur 群では低下が認められた（＊p	＜0.05、n＝3）。

はすべての群間で mRNAの発現に変化は見られ
なかった。この結果は、すでにある報告と一致す
る10）。一方で、MMP-9 については、mRNAおよ
び細胞培養上清中のタンパクの両方で、Areco-
line による刺激によって発現が上昇し、Are＋
Cur 群では発現が抑制された。
　MMPs は、生体内のほとんどすべての  ECM
を分解可能な酵素で、その酵素活性はがん細胞の
浸潤・転移能に関与することが明らかとされてい
る19）。MMP の発現上昇は、NF-κB ならびに
P38	MAPキナーゼを含む他の細胞内シグナル伝
達経路を介して引き起こされ20）、MMP-9 のよう
なⅣ型コラゲナーゼは、がん浸潤および転移の過

その刺激によって口腔粘膜下組織における線維化
。Arecoline は、）22，1，23程において特に重要である

を促進することで、口腔がん発症に関与している
ことが報告されており23）、今回の結果でも、ベテ
ル噛みによって MMP-9 活性が高まると、正常口
腔粘膜細胞のがん細胞への形質転換が生じ、前が
ん病変へと進行することが考えられた。また、早
期の口腔扁平上皮がんから切除された生検組織に
ついて MMP-9 の発現を調査した実験では、転移
の見られた患者においては転移の見られなかった
患者よりも MMP-9 の発現が高かったとの報告が
ある24）。このことから、MMP-9 は早期の口腔扁
平上皮がんにおける腫瘍転移の予測および予後診
断の際に、口腔検査法の一つとしての有用なマー
カーになることが期待される。
　Curcumin は安全な分子と考えられており、食
品添加物として何千年も使用されてきた25）。ポリ
フェノールの一種でクルクミノイドに分類される
Curcumin は、植物であるウコンから抽出される
ターメリックの主成分であり、古くからその抗菌
作用について知られており、研究報告もなされて
いる26）。また Curcumin は抗炎症作用、抗酸化作
用を有することから、これまでに炎症が関与する
疾患としてがん、リウマチ、膵炎、および 2 型糖
尿病等の領域で研究が進められている27）。特にが
んについては Curcumin を用いて肺がん、前立腺
がん、大腸がんに対して行った研究においても
MMP-9 の発現低下が報告されている28-30）。また、
Curcumin の歯周組織への影響に関する研究とし
て、Porphyromonas gingivalis 由来 Lipopolysac-
charide 刺激時のサイトカイン産生について検討
したところ、Curcumin の投与により MMP-9 の
産生が抑制された13）。Curcumin が MMP-9 活性
を抑制する機序としては、Curcumin が炎症性刺
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激によって誘導される IκBαのリン酸化を阻害
することで NF-κBの活性化を抑制することが明
らかとなっている31，32）。
　今回、HGEPへの Arecoline 長期刺激によって、
MMP-9 活性は上昇した。一方で、誘発された
MMP-9 活性は Curcuminによって抑制することが
可能となった。Curcumin を適正な濃度で使用す
ることにより正常組織の破壊を抑制する可能性が
示唆された。今後、Curcumin による MMP-9 活
性抑制の機序についてさらなる検討が必要である。

結　　論

　Curcumin は、Arecoline 長期刺激による HGEP
の MMP-9 産生を抑制させることが示唆された。
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