
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
口腔上皮性異形成の癌化能の診断に関する癌関連因子の

検討

Author(s) 岡崎, 雄一郎; 田中, 陽一; 外木, 守雄; 山根, 源之

Journal 歯科学報, 103(8): 673-685

URL http://hdl.handle.net/10130/768

Right



緒 言

癌関連遺伝子の解明の進歩により，口腔領域に

おける前癌病変，扁平上皮癌の機序やその病態に

関して検討されているが，前癌状態から早期浸潤

癌に至る癌化移行期における病態の詳細，癌遺伝

子の関わりに関しては明らかにされていない。

通常，前癌病変の組織診断はWHO上皮性異形

成診断基準１３項目１）をもとに異型度を判定しており，

また癌化能の診断においても上皮性異形成の有無

と程度が重要であるとされている２）。しかしながら，

その診断は主観や経験で左右されているのが現状

である。

癌の発生が様々な種類の癌関連遺伝子変化の蓄

積として多段階発癌するのであれば，各状態の病

変ごとに検索を進めていく必要性がある。組織形

態学的所見に遺伝子変化の情報を組み合わせ，診

断に応用することが重要と考える。

ｐ５３遺伝子は Levine ら３）により癌抑制遺伝子で
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抄 録：今回我々は，４NQO誘発ラット早期舌癌病変を用いて，病変部位別における各遺伝子蛋白
の発現状態および発現様式を明らかにすることで，口腔癌の早期診断に結び付けていくことを目的
とし，以下の実験を行った。
実験方法は，同一切片の病変上で early cancer，dysplasia，no changeを設定し，WHO上皮性異形

成診断基準項目を用いて異型度を評価し，ｐ５３，Bcl－２蛋白発現およびTUNEL法によるアポトー
シス細胞の検索，またｐ５３遺伝子変異の検索を行った。
その結果，１）ｐ５３，Bcl－２蛋白は dysplasia の状態から高発現率を示し，癌化過程の早期から関

与していた。２）癌化に伴いTUNEL陽性細胞の減少傾向が認められた。また，３）ｐ５３遺伝子変
異は組織学的検索と必ずしも相関せず，上皮性異形成において early cancerと同一の変異が検出され，
前癌状態から関与している事が示唆された。これらよりｐ５３，Bcl－２蛋白陽性，アポトーシス細胞
の減少，さらにｐ５３遺伝子変異を認める上皮性異形成は早期浸潤癌の診断がつく可能性が示唆され，
本検索法により臨床診断へ応用できる可能性が考えられた。

キーワード：上皮性異形成，早期癌，p５３遺伝子変異，４NQO
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あると報告されたものである。ヒト口腔癌の癌化

過程において癌部，非癌部を部位別に検討してい

る報告４～６）から，上皮性異形成の段階でｐ５３蛋白発

現，ｐ５３遺伝子変異が認められたとされており，

早期の段階における本遺伝子の関与が考えられて

いる７～１０）。

Bcl－２遺伝子は計画的細胞死を阻害する因子で

あり１１），ｐ５３依存性アポトーシスを阻害する遺伝子

とされている１２）。TdT－mediated dUTP Nick End

Labeling Assay（TUNEL）法を用いたアポトーシス

細胞の発現と癌化についての報告１３）はあるが，癌化

移行期におけるこれらの因子の関与は，未だ明ら

かにされていない。

本研究では，発癌ラットを用いて実験的に癌化

の初期段階を含む病変を選択し，病理組織学的に

Ｈ－Ｅ染色で診断が困難と考えられる病変での各

癌関連因子の関与を検討目的とした。肉眼的にも

組織学的にもヒト舌癌に類似した高分化型の扁平

上皮癌がほぼ１００％発現し，浸潤様式も類似すると

いわれている４nitroquinoline１－oxide（以下４

NQOと略す）誘発ラット１４）の早期浸潤癌を試料とし，

同一切片上にて検討を行った。発癌ラット舌健常

上皮から早期浸潤癌を含む病変を用いることでそ

の病変全体の性状を把握することを目的とし，各

癌関連因子の関与について部位別に以下の検討を

行った。

材料および方法

１．実験動物

Sprague－Dawly（Ｓ－Ｄ）系雄性ラットを使用し

た。実験動物は，東京歯科大学市川総合病院研究

棟動物飼育室にて飼育し，飼料は固形飼料MF

コイト（Oriental Yeast CO., LTD Japan）を与えた。

実験に際しては，東京歯科大学動物実験指針に基

づいて倫理的に行った。

２．発癌方法および対象病変

発癌剤は濃度５０ppmに調整した４NQO（Nacalai

Tesque, Kyoto, Japan）を使用し，S－D系ラットの

体重が２００gに達した時点で動物に自由に飲水させ

た。４NQO水投与後，約４～５ケ月経過したもの

で肉眼的に舌背中央部に白斑，表面粗造感などの

変化が生じた段階で投与を中止した。

対象病変は，４NQO発癌モデルの初期の肉眼的

変化のうちの白斑型病変を中心に検討した。これ

は肉眼的変化と組織学的変化を追求した報告１５）より，

�肉眼的病変分類のうち白斑型病変に組織学的に
角化異常を伴った上皮性異形成，早期浸潤癌が見

られることが多いこと，�白斑型病変が４NQO
誘発ラット舌癌モデルで発生頻度が最も多いこと，

などを参考にした。なお，白斑型病変でも硬結を

呈しているもの，また潰瘍型病変，外向性腫瘤型

病変は対象から除外した。

試料採取は，１週間に一度の割合で肉眼的な観

察を行い，目的の白斑型病変が認められた時点で

舌を摘出した。試料は舌背部を中心として矢状断

に分割しパラフィン包埋，目的とする病変部で５

µm連続切片を作製しH－E染色を施行した。光学
顕微鏡下に，早期浸潤癌，上皮性異形成および健

常上皮を含む病変（Fig.１）を選択し，同部位からの

連続切片を追加作製し各染色を施行した。また，

各々の症例において同様に１０µmの切片を切り出し，
DNA抽出用として作製した。

対象検体病変数は合計３６例とし，各々について

同一切片上にて早期浸潤癌部，上皮性異形成部お

よびその周囲の発癌変化を示さなかった健常上皮

部を抽出した。以下それぞれを early cancer，dys-

plasia，no change と略する。（Table１and Fig.２）

Fig.１ Histological findings of the rat early tongue
carcinoma.（H－E stain, orginal magnification×
４０）
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３．組織学的診断基準について

対象病変の組織学的抽出には以下の基準を設け

て行った。

early cancer：比較的異型性のある細胞が，明瞭な

胞巣構造を作らず上皮巣内で深部へ浸潤性に増殖

する傾向が認められ，腫瘍組織内部には細胞分裂

像や異角化を示す細胞が多数認められるもの。ま

た，浸潤境界部は比較的明瞭であるが，一部に不

明瞭な部分も認めるものも範疇とした。

dysplasia：early cancer の周囲に存在し，基底細胞

層の異型性，多形性および核分裂像を認め，棘細

胞層の肥厚が認められるもの。

no change：上記以外のもので形態学的に明らかに

異常を認めない健常上皮とする。

４．組織学的および遺伝子学的検索

１）WHO上皮性異形成診断基準１３項目による評価

本研究において抽出した early cancer，dysplasia

を，光学顕微鏡下にWHO上皮性異形成分類１３項

目の該当項目数によりその異型度を評価すること

で，各病変における組織学的所見と遺伝子発現状

態の相違を検討した。以後，この評価基準をWHO

Score とする。

２）免疫組織化学的検討：ｐ５３およびBcl－２遺伝

子蛋白について

LSAB法を用いて通法に従い行った。すなわち，５

µmの薄切切片をキシレンにて脱パラフィン後，内
因性ペルオキシダーゼ阻止のため０．３％過酸化水素

加メタノールを用いて１５分間処理を行った。抗原

を賦活化させる目的で，０．０１molクエン酸緩衝液に

浸漬し，７５０ワットのマイクロウェーブ照射を５分

間３回行った。次に０．０１Ｍリン酸緩衝溶液（PBS）で

Table１
Distribution of the number of experimental lesions

Histological
observation

Genetic
analysis of p５３

4 NQO administration

early cancer １２ ９
dysplasia １２ ９
no change １２ ９

4NQO non－administration

control ／ ３

Total ３６ ３０

�

�

�
Fig.２ Histological findings of the rat early tongue

carcinoma by each the lesion.（H－E stain, origi-
nal magnification×１００）
�：early cancer lesion
�：dysplasia lesion
�：no change lesion
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洗浄後，一次抗体として変異型を特異的に認識す

るｐ５３（pab２４０，Pharmingen USA），Bcl－２（N

－２０，Santa Cruz USA）を室温で６０分間作用させ

た。ついで二次抗体およびペルオキシダーゼ標識

ストレプトアビジンは LSAB２Kit（Dako）を用

い，３，３’－diaminobenzidine（DAB）で発色させ

た。

陽性細胞数の判定方法は，同一切片上にて early

cancer，dysplasia，no change，それぞれの病変ごと

に２００倍の視野で観察し，５００以上の上皮細胞をカ

ウントした。その中の陽性細胞の比をパーセント

で表し，これを labeling index（L. I.）とした。

３）TUNEL法によるアポトーシス細胞の検索

本法は１９９２年Gavrieli ら１６）により，組織レベルで

programmed cell deathが検索可能な方法として報

告され，アポトーシス細胞を標識するものである。

すなわち，５µmの薄切切片を脱パラ後，水洗し，５０
µの proteinase K を３７℃の恒温槽にて１０分間処理
し，PBS 洗浄後，Terminal deoxynucleotidyl trans-

ferase（TdT）を用いて，DNA３́ OH末端の標識を

行った。洗浄後，内因性ペルオキシダーゼ反応を

阻止する目的で H２O２溶液を５分間作用させ，標

識抗体を１０分間作用させた後，DABで発色させた。

各試薬はApoptosis in situ Detection Kit�（Wako

Japan）を用いた。判定方法は L. I と同様にApop-

totic Index（A. I.）とした。

なお，ポジティブコントロールはあらかじめD

－Nase処理を１０分間行い，上記通法に従い行った。

４）Microdissection 法を用いたｐ５３部位別遺伝子

変異の検索

� Microdissection 法によるDNA抽出

Microdissection 法は同一個体の癌部，非癌部の

比較解析に非常に有効であり，従来のように，癌

部の遺伝子変異が正常組織によりマスクされるこ

となく，正確な解析が可能であるとされている１７）。

本検索では，対象病変数は early cancer，dyspla-

sia，no change各々９例の計２７例と，control３例と

した。（Table１）H－E染色標本を参考にして１０µm
のパラフィン包埋切片より検鏡下に各組織を２３Ｇ

針で採取した。これを，DEXPAT�（TaKaRa）を

用いてDNA抽出を行い，その上清を templete

DNAとした。

� PCR 反応

ヒト癌組織において，ｐ５３遺伝子変異のホット

スポットは exon５～exon８の領域といわれている

ことから１８），その領域を含むように考慮し，ラット

ｐ５３遺伝子の塩基配列をもとに１９），各プライマーを

設計した。使用したプライマーを（Table２）に示す。

PCR反 応 は RTG－PCR－Beads�（Amersham

Pharmacia Biotech, USA）を用いて，変性（９４℃３０

秒），アニーリング（６０℃３０秒），伸長（７２℃１分）を

１サイクルとして４０サイクル，その後７２℃５分間

の伸長反応を行い，各 exon の増幅を行った。

� PCR Direct Sequencing

Table２
Oligonucleotide primers used for the rat p５３gene amplitfication

Primer sequence Product size

exon５ F ５’‐ACTCAATTTCCCTCAATAAGCTG‐３’
R ５’‐GCAGTGCCCAGTGCTCAC‐３’ ２００bp

exon６ F ５’‐TCTTATCCGGGTGGAAGGAAA‐３’

R ５’‐GAGTCTTCCAGCGTGTGATGATG‐３’ ２００bp

exon７ F ５’‐CCCGGGTAGTGGGAATCTTCT‐３’

R ５’‐GCTCACCTCTCTTTGCACTCC‐３’ １５１bp

exon８ F ５’‐AGGTGAGCAGGCAGGACAAAG‐３’

R ５’‐TAAGGGTGAAATATTCTCCATCGA‐３’ １５１bp

F：forward primer R：reverse primer
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PCR 産物をQiaquick PCR purification kit�

（Qiagen, Chatsworth, CA）にて精製後，ABI PRISM

BigDye Terminater Cycle Sequencing kits�（Ap-

plied Biosystems, Foster City, CA）を用いて，９６℃

１０秒，５０℃５秒，６０℃４分を１サイクルとして２５

サイクルのシークエンス反応を行った。反応産物

をAutoSeq G－５０�（Amersham Pharmacia Biote-

chInc USA）にて未反応ダイターミネーターを除去

後，ABI３１０Genetic Analyzer�（Applied Biosys-

tems, Foster City, CA）にて解析を行った。

aHistological changes that may contribute to a diagnosis of epithelial dysplasia１）

�Loss of polarity of the basal cells
�The presence of more than one layer having a basaloid
appearance

�Increased nuclear－cytoplasmic ratio
�Drop－shaped rete－ridges
�Irregular epithelial stratification
�Increased number of mitotic figures
�Mitotic figures that are abnormal in form

	The presence of mitotic figures in the superficial half of
the epithelium


Cellular and nuclear pleomorphism
�Nuclear hyperchromatism
�Enlarged nucleoli
Loss of intercellurar adherence
�Keratinization of single cells or cell groups in the prickle
cell layer

Table３
Assessment of lesions using WHO Epithelial Dysplasia Criteriaa

Case � � � � � � � 	 
 � �  � Total

Early cancer lesion
１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８
２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ９
３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７
４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８
５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７
７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８
８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８
９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８
１０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８
１１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７
１２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８
１３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７

Dysplasia lesion
１ ○ ○ ○ ○ ○ ５
２ ○ ○ ○ ○ ４
３ ○ ○ ○ ○ ○ ５
４ ○ ○ ○ ○ ４
５ ○ ○ ○ ○ ４
７ ○ ○ ○ ○ ○ ５
８ ○ ○ ○ ３
９ ○ ○ ○ ３
１０ ○ ○ ○ ○ ４
１１ ○ ○ ○ ３
１２ ○ ○ ○ ○ ○ ５
１３ ○ ○ ○ ○ ○ ５
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解析は，各々の検体に対してForward，Reverse

の両方向より塩基配列を決定し，ラットｐ５３の正

常塩基配列と比較した。

５．統計学的処理

各病変群における有意差の検定は，２群間の比

較においてStudent－t検定を用いて，ｐ＜０．０５を

有意差ありとした。

結 果

１．WHO上皮性異形成分類１３項目による評価

本研究で設定した early cancer，dysplasiaともに

Ｎ／Ｃ比の増大，核肥大の項目は各 １々２例中１２例

（１００％）で全例に認められた。early cancerにおいて

細胞および核の多形性は１２例中１１例（９２％）に認め

られ，基底細胞の極性の消失は１２例中１２例（１００％），

上皮構造の不正が１２例中１２例（１００％），滴下状の上

皮突起の形成が１２例中７例（５８％）であり，dyspla-

sia と比較して多く認められた。また，有糸分裂像

は１２例中５例（４２％）であり early cancer，dysplasia

ともに同程度であった。（Table３）

２．免疫組織化学的検討：ｐ５３およびBcl－２遺伝

子蛋白

ｐ５３陽性細胞は dysplasia の基底細胞層および基

底層上部に多く認められた。（Fig.３）

部位別のｐ５３L. I.は early cancer（１１．３±３．３％），

dysplasia（２２．５±７．８％），no change（４．１±２．４％）で

あり，dysplasiaの発現率が最も高かった。（ｐ＜０．０１）

（Fig.４）

Bcl－２陽性所見は基底細胞層の細胞質，細胞膜

に認められた。（Fig.５）

Bcl－２L. I.は early cancer（２７．４±４．８％），dys-

plasia（２６．３±５．１％），no change（５．８±１．６％）であ

り，部位別には early cancer，dysplasiaとも発現率

はほぼ同程度であり，有意差は認めなかった。し

かしながら両者とも no changeと比較すると有意差

（ｐ＜０．０１）が認められた。（Fig.６）

３．TUNEL法によるアポトーシス細胞の検索

各部位別のA. I.は，no change（２．１±０．５％）で最

も多く，顆粒細胞層に陽性細胞を認めた。（Fig.

７�）D－Nase 処理を行ったpositive control は，

�

�

�
Fig.３ Immunohistochemical staining of p５３in basal

and suprabasal layers by each the lesion.
�：early cancer lesion
（Original magnification×２００）

�：dysplasia lesion
（Original magnification×２００）

�：no change lesion
（Original magnification×１００）
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上皮の全層にわたりTUNEL陽性細胞を認めた。

（Fig.７�）dysplasia においてA. I. は１．７±０．３％で

顆粒細胞層および有棘細胞層に陽性細胞を認めた

が，基底細胞層にはほとんど認めなかった。

また，early cancer においてA. I.は０．７６±０．１％

で一部の癌胞巣周囲の細胞に陽性細胞を認めたの

みであった。early cancer では no change と比較し

有意の差（ｐ＜０．０１）をもってA. I.は低かった。（Fig.

８）

４．部位別検討によるｐ５３遺伝子変異の検索

遺伝子変異の検出結果をFig.９に示す。遺伝子変

異は全９症例中５例（５５％）に認め，exon６，codon

２３３の変異が多く認められた。dysplasiaには９例中

３例（３３％，Case４，１２，１３）に変異を認め，それ

らはすべて early cancerと同一コドンの変異であっ

た。特にCase４では，exon６，exon７それぞれの

領域においてearly cancerと同一コドンの変異であっ

た。（Table４）今回の遺伝子変異の検出では exon

６，exon７のみに認められ，他のexonでは認めら

れなかった。なお，no change およびコントロール

のラット健常上皮は，全例ラットｐ５３遺伝子の正

常配列を示した。

これらの遺伝子変異の検出結果は組織形態学的

な分類による特徴と相関せず，各々の病変で特異

的に変異を認めた症例は見られなかった。

また，WHO Score との関係をみてみると，軽度

から中程度異型上皮といわれるScore４および５に

おいても変異が検出され，組織形態学的分類と遺

伝子学的検索とは相関がみられなかった。なお，

ｐ５３遺伝子変異とｐ５３L. I.との間に相関は認められ

ず，ｐ５３陰性部位からもｐ５３遺伝子変異は認めら

れた。

考 察

WHO上皮性異形成診断項目による病変の評価について

現在，口腔粘膜病変においてより早期の診断，

治療が試みられているが，明確な診断基準が確立

されていない。そのため，上皮性異形成から癌に

至る診断は未だ困難な場合が多く，臨床において

も治療，経過観察を行う上で苦慮しているのが現

状である。

口腔扁平上皮癌は健常粘膜部から直接発生する

経路と上皮性異形成を経て癌化する経路が考えら

れている２０）。臨床所見で早期浸潤癌と診断されるも

のの中には，組織学的には異型の程度が低いもの

もあり，一般的に考えられている高度上皮性異形

成を経て癌化する過程に含まれないものも存在し

ていると考えられる。

口腔前癌病変である白板症はその数％が癌化す

ると考えられており２０），Lumermanらは上皮性異形

成の全段階における早期浸潤癌への悪性転化の割

合は約１６％であったと報告２１）している。上皮性異形

成を認めない症例から悪性転化した報告２２）もあり，

一時点における癌化の予測は困難と思われる。

１９９７年，WHOが上皮性異形成診断基準１３項目を

設け１），組織学的診断基準を提示している。菊井ら

はヒト歯肉上皮性異形成に関する形態計測学的研

究において，上皮性異形成の将来を予測するにあ

たり核の大小不同，増殖能，極性の消失が重要で

あると報告２３）している。本研究からも early cancer，

dysplasia の両部位ともにこれらの変化が多く認め

られ，癌化能の診断に有用であることが推察され

た。今回の結果から，WHOの該当項目数が低い病

変においても早期浸潤癌である可能性があり，特

Fig.４ p５３labeling index by each the lesion. In dys-
plasia , expression of p５３higher than early can-
cer and no change . Values were expressed as
means±SD.
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に，基底細胞の極性の消失，滴下状の上皮突起の

形成，上皮構造の不正などがあれば，早期浸潤癌

の可能性が高いことが示唆された。

ｐ５３，Bcl－２について

ｐ５３癌抑制遺伝子はヒト各種臓器の悪性腫瘍に

おいて最も高頻度にその異常が認められると報告１８）

されており，口腔領域においてもその遺伝子変異

が癌化に関与していると言われている２４）。食道癌の

研究においても，上皮性異形成の状態でｐ５３蛋白

の発現が認められたと報告２５）したものもあり，頭頸

部癌以外でも大腸癌では，ｐ５３は変異が高率に先

行するといわれている２６）ことから，比較的早期に遺

伝子変異が生じることが示唆されている。

�

Fig.６ Bcl－２ labeling index by each the lesion. The
expression of Bcl－２ was significantly reduced
in no change, compared to the other lesions. Val-
ues were expressed as means±SD.

�

Fig.５ Immunohistochemical staining of Bcl－２ in
dysplasia lesion.
�：（Original magnification×４０）, and �：
（Original magnification×２００）

�

�
Fig.７ Detection of apoptotic cells using TUNEL

method. （original magnification×２００）, �：
TUNEL－positive cells in granular layers of no
change . �：Positive control of TUNEL method
by DNase Ⅰ treatment.
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本研究の結果では，ｐ５３蛋白は dysplasia で L.

I.が高く，early cancerではL. I.は有意の差をもって

低く見られた。これは，ヒト口腔領域における免

疫組織化学的検討の報告４，９，２７～２９）においても同様にｐ

５３蛋白は早期にその発現を認めており，４NQO

発癌モデルで検討した報告３０）でも一致していること

から，ｐ５３蛋白は上皮性異形成の状態から高率に

発現する事が推察された。

癌遺伝子であるBcl－２は programmed cell

death の回避，つまりアポトーシス抑制因子とされ

ており，またｐ５３蛋白依存性のアポトーシスを阻

止することが示されている。

Bcl－２蛋白は上皮性異形成を伴わない白板症に

はみられないが，上皮性異形成を伴った場合，お

よび扁平上皮癌では全例においてその発現が認め

られたと報告３１）されている。また，上皮性異形成お

よび癌組織において全て陽性所見を認めたとの報

告３２）もある。４NQOラットの各投与期間による検

討においても，軽度上皮性異形成からBcl－２の発

現率が増加した３３）とされており，癌化初期に関与す

ることが示されている。

Bcl－２とｐ５３蛋白は，両者とも癌化の早期から

の関与が示されており３４），本研究からも，no change

と比較して dysplasia，early cancerで，有意の差を

もってBcl－２蛋白のL. I.は高く，ｐ５３蛋白同様に

早期の段階からの関与が考えられた。

Table４
Description of p５３ gene mutations and immunohistochemistry in early cancer（ECa）and dysplasia（Dys）lesions

Case Lesion WHO score Exon Codon Change Amino acid change p５３IHCa

３ ECa ７ ７ ２９３ CAT－CAG His－Gln ＋

４ ECa ８ ６ ２３３ AAG－AAC Lys－Asn
７ ３０４ AGA－ATA Arg－Ile

Dys ４ ６ ２３３ AAG－AAC Lys－Asn ＋
７ ３０４ AGA－ATA Arg－Ile

７ ECa ８ ６ ２３３ AAG－AAC Lys－Asn

１２ ECa ８ ６ ２２７ TAT－TGT Tyr－Cys
６ ２３３ AAG－AAC Lys－Asn

Dys ５ ６ ２２７ TAT－TGT Tyr－Cys ＋

１３ ECa ７ ６ ２０１ GCT－GTT Ala－Val ＋
６ ２２７ TAT－TGT Tyr－Cys
６ ２５６ GAA－GGA Glu－Gly

Dys ５ ６ ２５６ GAA－GGA Glu－Gly ＋

ECa：early cancer，Dys：dysplasia
a ：Immunohistochemistry for mutant p５３ protein using Pab２４０
＋：p５３ positive lesion by IHC

Fig.８ Apoptotic index by each the lesion. Apoptotic
index was siginficantly reduced in early cancer ,
compared to the other lesions. Values were ex-
pressed as means±SD.
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TUNEL法について

口腔粘膜上皮組織の恒常性はターンオーバーに

よって維持され，いずれもアポトーシスの誘発と

抑制よって調節されている。これらのアポトーシ

ス細胞は正常上皮や，軽度から中程度の上皮性異

形成では基底細胞層付近にみられるが，高度上皮

性異形成では角化層下部に多く認められると報告３５）

されている。一方でAbiko らは，TUNEL陽性細

胞は正常上皮の角化層下部にみられた１３）としている。

本研究では，no change では角化層，顆粒細胞層に

TUNEL陽性細胞を認めたのに対し，dysplasiaでは

顆粒細胞層および有棘細胞層に陽性細胞を認め，

基底細胞層にはほとんど見られなかった。また，

early cancer ではほぼ全例においてA. I.は低く，癌

の進行に伴いアポトーシスの減少が示唆された。

正常上皮と比較し扁平上皮癌においてアポトーシ

ス細胞の増加を認めている報告３６）が多い。しかし，

Birchall らは口腔および咽頭上皮でTUNEL陽性細

胞の発現率を検討３７）しているが，上皮性異形成，上

皮内癌と比較し，扁平上皮癌で発現率は低下した

と報告しており，本研究とほぼ同様な結果であっ

た。

以上のことから，正常上皮から上皮性異形成に

おいて陽性率は高く，早期浸潤癌となればその陽

性率は低下するものと考えられ，前癌病変におい

てTUNEL陽性率の低下が，悪性化の指標の一つ

となるものと思われた。

ｐ５３遺伝子変異の検索について

４NQOは細胞内で４HAQOに変化し，これが核

内でDNAのプリン体に結合することでDNA損傷

が起こるとされている３８）。野生型ｐ５３は正常上皮に

おいてDNA修復，またアポトーシスに関与し，上

皮の修復機構を調整している。免疫組織化学的検

討におけるｐ５３陽性細胞は，必ずしも遺伝子の変

異をきたさず，蛋白陽性と遺伝子塩基配列異常は

必ずしも一致しないと報告４～６）されている。本研究

においてｐ５３蛋白は，early cancer と比較し，有意

�

�

� �

�
�

Fig.９ Nucleotide sequencing analysis in exon６ of the rat p５３gene mutations in the early
tounge carcinomas. A missence mutations from AAG（Lys）to AAC（Asn）at codon２３３in
Case４. In each lesion, the sequence of control tongue was compared with the mutated
sequenece : �：no change lesion, �：early cancer lesion, �：dysplasia lesion.
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の差をもって dysplasia で発現率が高かった。そこ

で我々は，各病変部位より抽出したｐ５３遺伝子変

異を検索し，免疫組織化学的な結果との相違を検

討した。

ヒト口腔上皮性異形成におけるｐ５３遺伝子変異

は少ないと報告６，３９）されており，またY－Q Li４）らは

前癌病変においても変異は認めなかったとしてい

る。また，動物による実験的研究において，

Schwartz４０）らは上皮性異形成では，ｐ５３遺伝子変

異は認めなかったとしており，４NQO発癌モデル

での同遺伝子の検討でも同様の結果であったと報

告４１）していることから，上皮性異形成における同遺

伝子異常の検出は一致性をみない。

その一方で，Rowley５）らは同一患者における扁平

上皮癌との比較において，上皮性異形成にも高頻

度にｐ５３遺伝子変異を認めたとしている。ヒト前

癌病変であるerythroplakiaの検索においても，高

頻度にｐ５３遺伝子変異を認めており１０），またヒト白

板症においても変異を認めた４２）としている。

本研究では，９例中３例（３３％）に dysplasia でｐ

５３遺伝子変異を認めたことから，上皮性異形成で

の本遺伝子の関与が示唆された。

ヒトｐ５３は第１７番目染色体短腕に位置し，exon

１からexon１１に分かれて存在し，３９３個のアミノ酸

をコードしている。一方ラットにおいてはヒトに

おけるexon６と exon７の間にイントロンを含むこ

とから exon１０まで存在するとされている１９）。ｐ５３

遺伝子変異の exon別の出現頻度に関して，ヒト口

腔扁平上皮癌においてｐ５３遺伝子変異は exon６の

領域に多く認めたと報告８），４２，４３）されており，また

erythroplakiaの検索においてもexon６の領域に多

くの変異を認めている１０）。本研究からもほぼ同様な

結果が得られたことから，４NQOラットの発癌過

程においても，ｐ５３遺伝子変異は exon６の領域に

多く認められることが考えられた。

ヒトにおけるｐ５３遺伝子変異の検出に関して同

様な検討はあるが，検索している癌部，上皮性異

形成部の両部位において同一の変異を認めている

ものはel－NaggarらとShahnavazらの報告６，７）に認

めるのみである。同一コドンのｐ５３遺伝子変異を

認めたことから，その変異は癌化のかなり早期の

状態から関与していることが考えられた。

以上より４NQOラットにおける癌化の組織学的

変化において，ｐ５３遺伝子変異の影響は大きく，

同検索方法を用いてヒト前癌病変の癌化能の診断

に応用できる可能性が考えられた。臨床的には，

WHO上皮性異形成診断基準１３項目から高度上皮性

異形成の診断がつくもの，またｐ５３，Bcl－２陽性

上皮，TUNEL陽性率の低下は，前癌病変における

癌化能の診断に有効と考え，それらを認める上皮

性異形成に関しては特に慎重に処置方針を決定す

べきであり，本研究からそれらの病変は早期浸潤

癌として捉えるべきであると思われた。

本論文の要旨は，第４５回日本口腔外科学会総会（２０００年
１０月，千葉），５６th American Academy of Oral Medicine
（２００２年４月，Fort Lauderdale, USA），第５６回日本口腔
科学会総会（２００２年５月，大阪）において発表した。
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