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緒 言

当科では，以前より口腔癌のスクリーニングを目

的とした新たなリスクファクターの解析，特に飲

酒・喫煙関連の発癌因子について検討をおこなって

きている。口腔癌の発癌要因として，古くより疫学

的に飲酒，喫煙が知られているが，科学的な根拠に

裏付けされた報告は未だ得られていない１～４）。特に

飲酒に関しては疫学的な発生頻度などの数値的な結

果のみで，アルコール自体の発癌性は明らかでな

い。喫煙においてはベンゾピレンやニトロサミンと

いった発癌物質または発癌前駆物質が同定され，喫

煙による発癌のメカニズムが解明されてきたが，口

腔癌への影響は推測の域を脱していない３～５）。

近年，分子生物学の進歩に伴いアルコールの生体

内での薬理作用が次第に明らかにされてきた６～８）。

特に東洋人の約半数にみられるアセトアルデヒド脱

水素酵素２（以下 ALDH２と略す）遺伝子の欠損型

は，飲酒後体内でのアセトアルデヒド代謝能を著し

く低下する原因遺伝子と判明されて以来，飲酒関連

癌とアセトアルデヒドの関係が特に注目されてき

た９～１１）。Yokoyama らは，消化管癌のスクリーニン

グ検査をおこない，食道癌のリスクファクターとし

て飲酒習慣をもつ ALDH２欠損者を同定し，アセ

トアルデヒドが飲酒関連癌の carcinogenesis である

可能性を見いだした１２）。また，アセトアルデヒドの

薬物代謝酵素として知られるグルタチオン－S－ト

ランスフェラーゼ M１（以下 GSTM１と略す）遺伝

子にも欠損型が報告されており，ALDH２と併せて

これらが飲酒による口腔癌の発癌に関与している可

能性があると考えられている１３）。さらに GSTM１

は，グルタチオンを抱合体として生体外異物の抱

合，解毒にも関与しており，タバコ中のベンゾ（a）

ピレンの代謝にも関与し，肺癌などで欠損型が有意

に多いと報告されている１３）。

以上より，われわれは口腔癌患者ならびに一般健

常者に対して，飲酒と喫煙の程度について解析をお

こなうとともに，ALDH２欠損型と GSTM１欠損

型の頻度，ALDH２および GSTM１欠損型と飲酒

歴との関係についても比較，検討をおこなった。

方 法

対象は，１９９６年から２０００年の間に東京歯科大学口

腔外科学講座を受診し，扁平上皮癌と組織学的に診

断された口腔癌症例のうち，本研究に同意が得られ

た１９１名である。そのうちアンケート調査のみをお

こなった対象症例が１９１名，さらに採血に同意いた

だき ALDH２と GSTM１の遺伝型解析までおこな

えた対象症例が１１５名であった（表１）。本研究のコ

ントロールとして，口腔癌ならびに他疾患が認めら
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れない健常者を無作為に１２１名抽出した。本研究の

参加に際してすべての対照者からインフォームドコ

ンセントを得た。また，この研究は「ヘルシンキ宣

言」および本学における「臨床研究に関する倫理指

針」に基づいておこなわれた。

１）アンケート調査の解析

質問表を用いて喫煙歴，飲酒歴を調査した。解析

にあたっては毎日常用しているものを飲酒，喫煙群

とし，さらに Pack-years（一日の喫煙本数／２０×喫

煙年数），Sake 指数（日本酒の合数に換算した一日

飲酒量×飲酒年数）を算出した。過去に飲酒，喫煙

経験のあるものも飲酒者，喫煙者と同等に扱い，算

出した。

２）ALDH２，GSTM１遺伝型の解析

DNA の抽出：口腔癌症例および対照より末梢血

５ml を採取し，全血より白血球分離をおこなっ

た。そして和光社製 DNA Extractor WB kit を用

いて DNA を抽出し，polymerase chain reaction（P-

CR 法）のための試料とした。

ALDH２の解析：PCR-RFLP による検出をおこ

なった。すなわち１µg/µl に調整したゲノム DNA

に Primer，PCR 反応液として Amplitaq，Taq DNA

polymerase（宝酒造社製）を加え，Perkin elmer 社

製 Geneamp９６００に て ALDH２遺 伝 子 の exon１２を

増幅した。そして PCR によって得られた産物を制

限酵素 Mbo�（GIBCO 社製）にて切断後，２０％ポリ

アクリルアミド電気泳動をおこなった。そしてエチ

ジウムブロマイドで染色し，その認識部位の差異で

表１ 対象症例

図１ ALDH２および GSTM１遺伝型の判定
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遺伝型の判定をおこなった（図１）。

GSTM１の解析：１µg/µl に調整したゲノム DN-

A に Primer，PCR 反応液として Amplitaq，Taq

DNA polymerase（宝酒造社製）を加え，Perkin el-

mer 社 製 Geneamp９６００に て GSTM１遺 伝 子 の

exon４か ら exon５を 増 幅 し た。そ し て PCR に

よって得られた産物に対して２％アガロースゲル電

気泳動をおこなった。そしてエチジウムブロマイド

で染色し，その認識部位の有無で遺伝型の判定をお

こなった（図１）。

統計処理は，ALDH２，GSTM１遺伝型と口腔癌

発症との関連性の強さを評価するために Odds 比を

求め，有意性に関してはχ２検定，症例と対照との

比較は Fischer の直接確率法を用いた。

結 果

飲酒，喫煙両群における口腔癌の発現頻度を表２

に示す。まず男性では飲酒および喫煙単独群でとも

に対照と比較し有為差は認められないが，飲酒と喫

煙ともにおこなっている者は，口腔癌症例で有意に

高値を示した。また女性については単独群および両

習慣をもつ群すべてが対照と比べ有為に高値を示し

た。

飲酒習慣における口腔癌の発生状況を表３に示

す。飲酒群では，男女ともに口腔癌症例が対照にく

らべ有意に高い頻度を示した。また，sake index

で指数が６０以上の高度飲酒家は対照と比較した場

合，有意に発生率の上昇が認められた。平均 sake

指数においても対照に比べ高値を示したが有意差は

表２ 喫煙・飲酒と口腔癌の関連性

表３ 飲酒と口腔癌の関連性

神山，他：口腔癌の危険因子４４８
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認められなかった。

喫煙習慣における口腔癌の発生状況を表４に示

す。男女別の喫煙群を比較すると，喫煙率は総じて

男性に高い傾向にあるが，男性と対照との間に有意

差認められなかった。しかし pack-years で５０以上

の高度喫煙群では対照に比べ有意に高値を示し，喫

煙量の増加が口腔癌の発生に強く関与しているもの

と思われた。また平均 pack-years においても男女

ともに口腔癌症例で高値を示していた。すなわち従

来の報告通り１，２），飲酒と喫煙の相乗効果により口腔

癌の発生リスクが高まる傾向が認められた。続いて

飲酒，喫煙における口腔癌の発生リスクについて

Odds 比を用いた検討をおこなった（表５）。Odds

比の有意性に関しては，９５％信頼区間で１を含まな

いか否かで判定した。

飲酒群では男性４．５１倍，女性９．１５倍と有意に高い

発生リスクを認めた。また男性では sake index の

増大に伴い，発生リスクが増加する傾向を認めた。

喫煙群における口腔癌の発生リスクは，男性では有

意差を認めないものの２．４９倍，女性では９．１５倍，と

それぞれ高値を示した。pack-years５０以上の高度

喫煙群をみると男性で４．２７倍と有意に高値を示し

た。また男性では喫煙，飲酒単独群に比べ両習慣を

もつ群で高い Odds 比を認めたが，同様の傾向は女

性には見られなかった。

常習飲酒者において ALDH２欠損型の頻度は対

表４ 喫煙と口腔癌の関連性

表５ 各因子における口腔癌の発生リスク

歯科学報 Vol．１０５，No．５（２００５） ４４９
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照と比較し，有意差は見られないものの口腔癌症例

での Odds 比は２．１倍と高い値を示した（表６）。口

腔癌患者の GSTM１欠損率は，６３．５％で，対照群

（５２．９％）との間に有意差は認められなかった。喫煙

群における GSTM１欠損率は，口腔癌症例で有意

に高値を示し，Odds 比は２．２であった。飲酒群に

おける GSTM１欠損率は，口腔癌症例で有意に高

値を示し，Odds 比は２．８であった。

ALDH２欠損者における GSTM１欠損率は，口

腔癌症例で有意に高値を示し，Odds 比は２．８で

表６ 飲酒群における ALDH２次欠損型の頻度

表７ GSTM１欠損型の頻度

表８ 常用飲酒者における口腔癌発生部位

神山，他：口腔癌の危険因子４５０
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あった。しかし喫煙，飲酒，ALDH２欠損者におけ

る GSTM１欠損型の頻度は Odds 比で，それぞれ

２．２，２．８，２．７と有意に高い発癌リスクを示した。

すなわち GSTM１遺伝子単独では，口腔癌の遺伝

的背景と成りうる可能性は低く，ALDH２と同様喫

煙，飲酒による環境要因との組み合わせにより強い

関連性を示していた（表７）。

口腔癌患者１９１名に対して常習飲酒者における口

腔癌発生を部位別にみると，舌，口底，下顎歯肉が

有意に高い結果を示した。その他頬粘膜，上顎など

に関しては，各症例数も少なく有意差を示さなかっ

た（表８）。

考 察

口腔癌症例１９１名と一般健常者１２１名を対象とした

疫学調査の結果，従来から報告されていたように飲

酒習慣が口腔癌の発生に極めて大きく関与している

ことが確認された１～３）。これを部位別にみると口

底，舌，下顎歯肉において有意性が証明され，飲酒

関連癌の好発部位である可能性が示された。また，

酒種類による検討をしてみると口腔癌症例は対照に

比べ日本酒，焼酎，ウイスキーといった比較的濃い

アルコール飲料を好む傾向にあり，酒が口腔粘膜に

直接触れることの重要性が示唆された。飲酒による

発癌のメカニズムに関しては Ristow らがアセトア

ルデヒドの関与している可能性があることを報告し

ている１４）。アセトアルデヒドの発癌実験では Wout-

ersen らが吸入実験により鼻腔粘膜に扁平上皮癌を

確認している１５）。

今回の研究では，口腔癌の飲酒関連の発癌因子を

明らかにする目的で疫学的調査と合わせ，ALDH２

と GSTM１の欠損型を検討した。ALDH２は飲酒

後に体内に生じるアセトアルデヒドの主要な代謝酵

素である。東洋人の約半数においては ALDH２＊

２と命名された変異遺伝子が存在し，その代謝酵素

活性が欠損している。近年消化管領域において，飲

酒習慣をもつ食道癌患者の ALDH２遺伝型を分析

し，ALDH２のヘテロ欠損型が健常者に比べ著しく

高い結果になったと報告している１２）。口腔癌につい

て解析した報告は未だ少ないため，今回この ALDH

２に注目して，解析をおこなった。

一方，グルタチオンは肝臓でアセトアルデヒドや

ベンゾ（a）ピレンと速やかに結合しその毒性を除去

する。そして生体高分子（DNA やタンパク質）に作

用して発癌剤ないしその代謝産物の実効濃度を低下

させ発癌を抑制すると報告されている１３）。この際，

グルタチオン s－トランスフェラーゼはグルタチオ

ンを抱合体として用いて，多数の薬剤の抱合，生体

外異物の抱合，解毒に関与している。このうち

GSTM１はタバコ中のベンゾ（a）ピレンの代謝に関

与し肺癌，胃癌，乳癌，大腸癌，膀胱癌などで欠損

型が有意に多いと報告されている１２，１３）。これについ

ても口腔癌との関連をみた報告は少ないので，

ALDH２と同様に遺伝子多型について追究した。

常習飲酒者におけるヘテロの ALDH２欠損型の

頻度は，口腔癌症例で２．１倍の Odds 比を示し高

かった。GSTM１欠損型の頻度は口腔癌症例で２．８

倍のオッズ比で有意に高い傾向にあった。口腔癌患

者の中で ALDH２欠損者であり，かつ GSTM１欠

損型をもつ症例は７８．３％を示し，Odds 比も２．７倍

の高値であった。GSTM１遺伝型の多型は，他の薬

剤代謝酵素と同様に口腔癌の発生リスクを高めてい

る可能性が示唆された。すなわち ALDH２，GSTM

１欠損者は，口腔癌の新たなリスクファクターとな

る可能性が示された。新たな発癌ハイリスクグルー

プを特定することは，口腔癌の１次予防に今後重要

と思われる。飲酒による発癌の研究は１９７０年頃より

始まり，その発癌性について論じられてきた。しか

しながら，種々の毒性試験でエタノールの発癌性は

無いと結論づけられた。しかし，今回の結果から，

アルコールの中間代謝産物であるアセトアルデヒド

は，Yokoyama らが報告しているように飲酒によ

る発癌のメカニズムに重要な役割を果たしている可

能性が高いと考えられた１２）。

日本において，口腔癌は全臓器癌の３％程度と比

較的少ないためか，他臓器癌に比べ検診制度が普及

していない。その口腔癌は口腔内で目に見える部位

に発生する癌であるにも関わらず必ずしも初期癌の

頻度は高くない。癌の一次スクリーニングとして一

般母集団のなかから口腔癌を発見するのは，コス

ト・ベネフィットの点から有用ではない１６）。今後は

いかにハイリスクファクターの母集団をとらえ，効

率よく初期癌を発見できるかが重要であると思われ

る。
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