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緒 言

歯原性腫癌は歯ならびに歯周組織の発生過程に生じる組織に由来する腫癌で

ある｡その組織像は多彩で,悪性腫癌から組織奇形ないし過誤腫様の病変まで

多様な腫癌を含み,種々の歯腔の分化段階を反映しているとされる1)0

代表的な歯原性腫癌であるエナメル上皮腫は,20-30歳の若年者や小児にも

発症し,下顎骨大臼歯部から下顎枝部に好発する｡初期には無症状であるため,

歯科治療の際のエックス線撮影で偶然発見されることも多い｡発育緩慢な良性

腫癌でありながら局所浸潤性,特に高い骨浸潤性を有する特徴があり,増大す

ると顎骨の膨隆や,歯の傾斜や動揺が認められることもある｡また繰 り返し再

発することで悪性転化や転移を示す症例の報告もある2)｡

2005年改訂WHO分類では,エナメル上皮腫は病理組織学的に,充実性/多嚢胞

型,類腺型,周辺型,単嚢胞型に分類されるが,基本的な構成成分としては,

歯腔に類似した索状から小さな島状の腫癌胞巣を形成し,腫癌実質の周囲には

腰原線維からなる線維性間質が認められる3)0

エナメル上皮腫に関する研究では,主に腫癌実質に注目した検討が行われて

きた｡これまでに,細胞周期4), 5),アポ トーシスの異常6),TP53の遺伝子変異

7)･8),pten,p16などの癌抑制遺伝子のアレルの欠失9)I10),MMPやheparanase

による細胞外マ トリクスの分解11)-13),PTCH,SHHなどのシグナルの異常14)I
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15)などが報告されているが,いずれもエナメル上皮腫の特性や骨浸潤性増殖を

説明するには充分とはいえない｡

一方,歯原性腫癌で腫癌細胞が腫療間質に及ぼす影響を検討することは腫癌

の生物学的特性の理解において重要であると考えられる｡エナメル上皮腫にお

いても,間質が産生するsFRf-2は腫癌実質が産生するsFRp-2と共に骨吸収に関

与することが報告されている16)｡しかし,これまでの歯原性腫癌に関する研究

では間質に着目した研究はほとんどみられない｡近年,腫癌実質と間質の相互

作用が腫癌の性質を左右する17)という説が注目されており,腫虜実質からの因

子により間質の性状および腫虜の動態が影響を受ける可能性が示唆されている｡

そこで,本研究では,エナメル上皮腫からの成長因子が間質の性状に及ぼす影

響および骨吸収-の関与について免疫組織化学的に検討した｡さらに,エナメ

ル上皮腫手術材料からエナメル上皮腫間質細胞を初代培養 し,invitroでの検討も

行った｡

材料と方法

1.材料

(1)エナメル上皮腫組織材料

本研究には岡山大学病院で取り扱ったェナメル上皮腫患者35名 (男性21名,

女性14名 :平均年齢42.13±14.19歳,range17-67歳)の組織材料を用いた｡岡山
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大学病院の病院指針に基づき,充分なインフォーム ドコンセン トを得た後に診

断および治療のために切除された検体の一部を使用 した｡なお,本研究は岡山

大学大学院 医歯薬学総合研究科 倫理委員会の承認を受けている (受付番号

1260)0

(2)ェナメル上皮腫由来細胞株 とエナメル上皮腫間質線維芽細胞の初代培秦

エナメル上皮腫由来細胞株として,AM-1細胞 (岩手医科大学 歯学部 口腔機

能構造学講座 口腔組織学分野 原田 英光 教授より供与)を用いた｡AM-1細胞

は,Keratinocyteserum-freemedium (KSFM:リコンビナン トヒトEGF,ウシ下垂

体抽出物含有,InvitrogenCo,NY,USA)で培養 した｡

エナメル上皮腫間質線維芽細胞については,切除された検体のうち診断に使

用 した残余の組織を採取して培養を行った｡初代培養は以下のごとく行ったユ8)0

手 術 材 料 か ら尖 刃 刀 を用 い て約 5… 角 の組 織 片 を採 取 し, 抗 菌

薬 An tibiotic-An timycotic, 100X (ペニシリン :10.000単位/ml, ス トレプ トマ

イシン :10.000Ltg/mlアンフォテ リシン B :25Ltg/ml, 0.85%食塩水,Life

teclmology)を含む alphaModifledEagleMinimum EssentialMedium (αMEM:L-

アラニル,L-グルタミン含有,Invitrogen)で数回洗浄 したのち細切 した｡組織

片にSerumfreeのα-MEM にコラゲナーゼ(Invitrogen),ディスパーゼ(Invitrogen)
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をそれぞれ 1mg/ml含む Serum freeの α-MEM を加えて,37℃で2時間処理を行

った.処理後の細胞は 1000rpm で 5分間遠心分離 したのち,細胞を 10% Fetal

bovineserum (FBS:BioWest,Nuaille,France)含有 α-MEM に再懸濁 して,Cell

strainer(100LlmBDFalcon:BDBioscience,Primus,UK)を用いて嬢過を行い,

25cm2フラスコに撒き,37℃,5%CO2含有インキュベーターで培養 した｡

1週間程度培養 した後,歯原性上皮と間質線維芽細胞が混在 して増殖 してい

る状態から,歯原性上皮と線維芽細胞はディッシュ-の付着能の差を利用 して,

アキュタ-ゼ (Invitrogen)を作用させることで,線維芽細胞のみを回収 した｡

このようにして回収 した線維芽細胞を,am eloblastomastromalfibroblast (ASP)

細胞と名付け,ASFOOOO,ASFOl11の二種類の細胞を得た｡ASF細胞は 10%FBS

含有αMEM で維持 し,実験には継代による形質転換の可能性を排除するため,

継代 10代以内のものを用いた｡

2.組織学的検討

切除後の検体は10%中性緩衝ホルマ リンにて固定 した後,必要に応 じて10%

蟻酸-クエン酸脱灰液ない し10%EDTA脱灰液で脱灰を行った｡常法に従って

paraplast十(sigma,StLouis,MO,USA)でパラフィン包埋 し,ミノー型 ミクロ

トーム (HM-325,YAMATO,JAPAN)を用いて厚さ約叫mの連続切片を作製,
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シランコーティング加工されたスライ ドグラス (MICROSLIDEGLASSスーパ

ーフロス ト ピンク S9443,MArSUNAGA)上にマウン トした｡切片は-マ ト

キシリン ･エオジン染色,免疫組織化学的染色を行い,組織学的に観察 した｡

(1)-マ トキシリン ･エオジン (HE)染色

切片をキシレンにて脱パラフィンし,下降アルコールで水和後,-マ トキシ

リン･エオジン (HE)染色を行った｡上昇アルコールおよびキシレンにて脱水,

透徹を行った後,Entellan⑧ (MerckKGaA,Damstadt,Gemany)にて封入 し,

組織学的検索を行った｡

(2)免疫組織化学的染色

脱パラフィン後,室温で30分間0.3%過酸化水素メタノール溶液にて内因性ベ

ルオキシターゼをブロックし,精製水で洗浄 した｡一次抗体は抗ccN2抗体 (R良D

systems, Minneapolis, MN, USA),抗BMP4抗体 (santacruzBioteclmology,

cA,USA),抗TGF-β抗体 (SantacruzBioteclmology),抗K1-67抗体 (DAKO,

Glostrup,Denmark),抗RANKL抗体 (SantaCruzBioteclmology),抗cD68抗体

(DAKO)を使用 した｡染色に用いた抗体の免疫動物,希釈倍率などについては

表 1に示すC
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抗ccN2,抗BMP4,抗TGF-β,抗RANKL抗体については,0.01Mクエン酸緩

衝液 (pH6.0)を用いて3分間マイクロウェーブ処理,抗Ki-67については0.01M

クエン酸緩衝液を用いて加圧熱処理,抗cD68については0.1% トリプシン溶液で

37℃,5分間反応させて前処理を行った｡免疫反応は抗ccN2抗体,抗TGF-β抗

体,抗Ki-67抗体,抗cD68抗体はEnvision⑧キット (DAKO),抗BMP4抗体,抗

RANKL抗体はABCkit(ⅥctorLab, Burlingame, USA)によって免疫反応を

行った.発色は0.01% 3,3'-ジアミノベンチジン(DAB)含有0.05MTriS-HClbuffer,

pH7.6で行った｡対比染色はマイヤー-マ トキシリン染色液 (MerckKGaA,

D… stadt, Gemany)で行った｡陰性対照は二次抗体のみで行い,すべて陰性

であった｡

発色後の切片を光学顕微鏡で検鏡し,CCN2, BMP4, TGF-βは光学顕微鏡

下400倍で観察,5視野で細胞100個をカウントし,陽性細胞率が10%未満を (-),

10%以上30%未満を (±),30%以上50%未満を (+),50%以上を (++)として

評価 した｡(表2) CD68については,光学顕微鏡下400倍で観察,5視野で陽性

細胞数をカウントした｡Kil67はLabelingindex (LI)を用いて評価 した｡CD68

陽性細胞数およびKil67LIの差異は Student'sT-Testにより検定を行い,p<0.05

を有意とした｡統計処理はPASW Statistics18 (SPSShc,USA)で行った｡
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3.invitroでの実験系

(1) 細胞増殖-の影響の検討 :MTTアッセイ

AM-1細胞の培養上清またはヒトリコンビナン トCCN2 (rhCCN2)によるASF

細胞の増殖能の変化を観察するため,CellProliferationKitI (MTT)(ROCHE

DiagnosticsGmbH,Mami eim,Germany)を用いてMTTアッセイを行ったQASF

細胞にAM-1上清を加える際には,培地の違いによる影響を排除するため,コン

フルエン トになるまでKSFMで培養 した後,培地をDulbecco'sModifiedEagle

Medium (DMEM:Ⅰnvitrogen)に交換,3日間培養した後に回収し,Steradisc25

(0.2Llm)(KURABO, Japan)を用いて液過したものを用いたo

ASF細胞を2.0×103ceH/100pl/wellで96ウェルマイクロプレー トに播種し,

α-MEMにて定着させた後,AM-1細胞の上清を0%,10%,20%,30%,40%,

50%,またはrhCCN2(PeproTech,RockyHill,NJ,USA)をOng/ml,0.1ng/ml,

0.5ng/ml,lng/ml,5ng/ml,long/ml添加 した各調整培地に変更して,37℃,5%

CO2存在下で培養した｡

培養1,3,7日で添付のプロトコルに従いMTT試薬を10pl加えて4時間反応後,

可溶化試薬を100L11加えてovemightで反応させ,マイクロプレー トリーダーで

570nmの波長を読み取り数値を求めた｡

細胞増殖の変化は,それぞれAM-1上清0%,rhCCN20ng/mlをコントロールと
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してStudent'sTITestにより検定を行い,p<0,05を有意とした｡統計処理はPASW

Statistics18 (SPSSInc,USA)で行った｡

(2)AM-1上清によるASF細胞の形態変化

ASF細胞を60… dishに播種 し,1.0×105cell/5mlで播種 し,AM-1細胞の上清を

0%,10%,20%,30%,40%,50%加えた｡細胞の形態変化を1,3,5,7,14

日で観察した｡

(3)AM-1細胞でのCCN2発現

1)Reversetranscriptionpolymerasechainreaction (RTIPCR)

AM-1細胞を10cmdishでコンフルエン トになるまで培養 し,TRIZOL⑧

(Invitrogen)で細胞を回収後,TotalRNAを抽出,精製 した｡さらに,PrimeScript⑧

IIIststrandcDNASynthesisKit (Takara,Kyoto, Japan)用いて,5LlgtOtalRNA

にオ リゴdTプライマー1.OLtl,dNTPmixture1.Oulを加えて65℃で10分間インキュ

ベ- ト,続いて5xPrimeScript⑧ ⅠIbuffer, RNaseinllibitor20Unit,RTase200Unit

を加えて42℃,2時間反応 させ,ComplementaryDNA (CDNA)を合成 した｡

cDNAにMgC12を25mM,プライマーを最終濃度0.25pMで加え,1.25Uの

platinumTaqDNApolymerase (Invitrogen)を加えて,CCN2および対照として,
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HumanGAPDHPrimersetkit (MaximBiotechlnc,USA)を用いてGAPDHのPCR

を行った｡CCN2のプライマーの配列はLadwaRetal.に依った19)｡プライマーの

配列は表 3に示す｡ccN2は94℃30秒,60℃30秒,72℃30秒で40サイクル,GAPDH

は94℃30秒,58℃30秒,72℃30秒で35サイクル反応させた｡

2)ウェスタンブロッティング

ウェスタンブロッティングは以下のごとく行った20)0 AM-】細胞を10cmdish

でコンフルエン トになるまで培養 し,サンプリングバッファー (0.025MTris-HCl,

pH6.8,5%glycerol,0.625%SDS,0.0125%bromophenolblue,1.25%

p-mercaptoethanol含有)でタンパク抽出物を回収 した｡タンパク抽出物を,95℃

で5分間熱処理 した後,12.5% SDSポリアクリルアミドゲルに10plずつアプライ

して,40mAで2時間電気泳動を行った｡泳動後のゲルをブロッティングバッフ

ァー (0.025M トリスヒドロキシアミノメタン, 0.192M グリシン,20%メタノ

ール含有)に30分浸潰 し,同じくブロッティングバッファーに30分浸漬 したポ

リビニリデンジフルオライ ド (PVDF)膜 (以下,メンブレン)にセ ミドライ方

式で転写した｡

転写後のメンブレンを5%スキムミルクでブロッキングし,タンパクの検出を

行った｡CCN2タンパクの発現はウサギポ リクローナル抗cCN2抗体 (Abcam,
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Cambridge,MA,USA)を一次抗体として用いた｡二次抗体にはECLperoxidase

labeledanti-Rabbitantibody (GEHealthcareUKLtd,England)を用いた｡ブロッ

キング後のメンブレンをTBS-Tで10分間,液を交換 しながら3回洗浄 し,CanGet

Signal⑧ (TOYOBOlifeScience, Tokyo, Japan)で500倍に希釈 した一次抗体を

室温で 1時間反応させた｡反応後のメンブレンをTBS-Tで10分間,液を交換 し

ながら3回洗浄 し,CanGetSignal⑧で5000倍に希釈 した二次抗体を室温で 1時間

反応させた｡対照としてはα-Tubulinを用いた｡一次抗体として同様に8万倍に希

釈 したウサギポリクローナル抗α-Tubulin抗体 (SigmaAldrich, St.Louis,MO,

USA)を,二次抗体として1万倍に希釈 したECLperoxidaselabeledanti-Rabbit

antibodyを用いて免疫反応を行ったO免疫反応はECLPrimewestemblotting

DetectionSystem (GEHealthcareUKLtd,England)によって可視化 した｡

結 果

1.エナメル上皮腫の間質の性状による分類

組織学的にエナメル上皮腫を検討 したところ,間質には線維の増生が強い部

位と,浮腫状または粘液腫状を呈する部位が混在することが明らかとなった0

本研究ではこの間質の性状の違いに着目し,前者の ｢腫癌周囲に密な膨原線維

の増生を伴い部位により硝子化を伴う｣間質をFibroustype,後者の ｢粘液腫状
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の形態で毛細血管に富む疎な結合組織からなる｣間質をMp(°idtypeとして分類

した (図1)｡これらの性状の異なる二種類の間質は,同一の症例の中に混在 し

て存在 していた｡以下,これらの間質の性状の違いに基づき,各種の成長因子,

骨関連因子の発現パターンについて詳細に検討 した｡

2.エナメル上皮腫におけるCCN2,BMP4,TGF-βの発現

(1)腫癌実質でのCCN2,BMP4,TGトβ発現

CCN2タンパクは胞巣辺縁部に位置する立方状ないし円柱状の形態を示す細

胞,胞巣内部の星空状または紡錘形を示す細胞の細胞質に陽性を示 した｡CCN2

タンパク発現は,特に胞巣辺縁部の間質に出芽する部位で強い傾向が認められ

た｡間質の性状による,実質でのCCN2発現の差異については,Fibroustypeが

Myxoidtypeに比較して陽性率が高い傾向を示した｡

BMP4もCCN2と同様に,胞巣の外層および内層の上皮細胞に陽性像がみられ

た｡BMP4の発現パターンおよび陽性率はFibroustype,Myxoidtypeともにほぼ同

様であり,明瞭な差異は認められなかった｡

TGF-βについては,腫癌細胞実質では発現が弱く,胞巣外層および内層の細

胞の細胞質に弱陽性像が広く認められた｡TGF-βタンパク発現はFibroustypeで

もMyxoidtypeでも同様であり,間質性状の差異との関連性は見られなかったo
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(図2)

(2)腫疲間質でのCCN2,BMP4,TGトβ発現

CCN2,BMP4,TGF-βは腫癌細胞のみならず,腫癌胞巣周囲の間質にも発現

していた｡間質性状の差異に注目しながら,各因子の発現を検討 したところ

CCN2,BMP4,TGF-βはFibroustypeの間質の線維芽細胞様細胞や,Myxoidtype

の間質内に疎に分布する紡錘形細胞に陽性像が認められた｡(図3)

間質でのCCN2タンパク発現は,Myxoidtypeに比較してFibroustypeの間質の線

維芽細胞の細胞質で陽性率が高かったO腫癌実質での発現と間質性状の関連に

ついては,腫癌細胞でのCCN2発現が高い部位では間質はFibroustypeを呈し,逆

に腫癌細胞でのCCN2発現が低い部位では間質がMyxoidtypeを呈する傾向を示

した｡また,腫癌実質での発現と間質性状の差異について,CCN2で特徴的な所

見が認められた｡Fibroustypeの間質では,腫癌胞巣周辺に著明な硝子化を伴う

部位がみられ,同部の腫癌細胞におけるCCN2陽性率は極めて高かった｡

間質でのBMP4,TGF-β発現は,CCN2とは異なるパターンを示 した｡BMP4,

TGF-βはFibroustypeの間質内の線維芽細胞では,ほとんど陽性像がみられなか

ったが,Myxoidtypeでは間質内の紡錘形細胞に陽性像を示した｡(図4)
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(3)間質性状の違いと骨吸収関連因子の発現

間質性状の差異による,腫癌と骨の界面における骨関連因子の発現について

検討した｡RANKLは,Fibroustypeの間質では陽性細胞が認められなかったのに

対し,Myxoidtypeでは腫疾間質内の類円形細胞に陽性像が散見された｡

CD68は,間質内の類円形細胞や骨表面の破骨細胞に陽性像が認められた｡骨

表面の破骨細胞を除いた腫癌間質における陽性細胞数のカウントでは,Fibrous

typeは18.95土11.89,Myxoidtypeでは28.26土13.06であり,有意に陽性細胞数が多か

った (p<0.01)｡(図5)

(4)間質性状の違いとKi-67陽性率

間質性状の差異と腫癌細胞の増殖,間質細胞の増殖との関連を検討するため

に,細胞の増殖性を示すKト67について検討 した｡Kト67陽性細胞はFibroustype,

Myxoidtypeともに腫癌実質と腫療間質に散在性にみられた｡Fibroustypeでは,

Ki-67LIは腫癌実質で3,62±1.82を示 し,間質では3.85±0.01であった.一方で,

Myxoidtypeでは陽性細胞数は少なく,Ki-67LIは腫癌実質で0.67±2.05を示し,

間質では0.77±0.51を示した｡実質,間質いずれについても,FibroustypeでのKi-67

LIは高値を示していた｡(いずれもp<0.01)(図6)

以上の免疫組織化学的染色結果を表4に示す｡(表4)
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3.AM-1培養上清によるASF細胞増殖および形態-の影響

エナメル上皮腫の腫癌細胞が産生する因子が間質の性状および増殖能に影響

を与える可能性を検討するため,エナメル上皮腫由来細胞株AM-1の培養上清を,

エナメル上皮腫から初代培養 した間質線維芽細胞のASFOOOO,ASFOlllに加え,

細胞増殖能の変化をMTTアッセイで検討 した｡

ASFOOOOでは,培養 3日目の段階でAM-1上清を加えた群はコントロールに比

較して細胞増殖が増加しはじめ,10%上清添加ではp-0.08で有意差は認めなか

ったが,20%,30%,40%,50%ではp<0.01で,有意に細胞増殖が増加 してい

た｡培養 7日目では上清を加えたすべての群で細胞増殖が有意に増加 していた｡

(図7b)ASFOlllでは,培養 3日目の段階ではAM -1上清を加えた群とコン トロ

ールの間に差異はほとんど認められなかったが,培養 7日目では上清を加えた

すべての群で細胞増殖が有意に増加 した｡

さらに,AM-1の上清に含まれる因子が線維芽細胞の形態に与える影響を確認

するため,ASFOOOOにAM-1培養上清を10-50%の濃度で加えた｡ 1-7日で細

胞の形態変化を観察したところ,細胞が増殖するにつれ,上清を加えた群では

線維芽細胞の錯綜が強まり,細胞の増殖能が高くなる傾向を認めた｡この変化

は上清の濃度に依存して増強された｡(図7a)
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4.AM-1でのCCN2発現とrhCCN2によるASF細胞増殖-の影響

これまでの結果から,エナメル上皮腫からの因子が間質線維芽細胞の形態変

化や増殖に影響する可能性が示唆され,免疫組織化学的検索の結果から間質線

維芽細胞の増殖には特にCCN2が重要と考えられた｡そこで,invitroでAM-1での

CCN2mRNA発現およびタンパク発現をⅣトPCR,ウェスタンブロッティングで

検討した｡RT-PCRでは329bpのバンドが,ウェスタンブロッティングでは38kDa

のバンドが検出され,AM-1がCCN2のmRNA,タンパクを発現していることが確

認された｡次いで,CCN2がASFOOOO,ASFOlllの増殖-の影響を検討する為に

rhCCN2を加えMTTアッセイを行ったところ,ASFOOOOでもASFOlllでもrhCCN2

を加えた群では培養 7日目で有意に細胞増殖が増加 した｡(図8)

考 察

腫癌は本質的成分である腫疾実質とそれを支える腫癌間質からなる｡間質は

線維芽細胞や毛細血管,炎症細胞,細胞外基質などからなり,単に腫癌実質を

栄養するのみならず,実質に微小環境を提供する｡実質と間質は種 (seed)と土

壌 (soil)に例えられ,実質と間質の相互作用は腫癌の浸潤や転移のしやすさな

どの ｢腫癌の個性｣を左右する因子として注目されている21)0

そこで,本研究では歯原性腫癌からの因子が間質に及ぼす影響を検討 した｡

さらに,エナメル上皮腫手術検体から間質線維芽細胞の初代培養を行いinvitro
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での検討も行った｡

1.免疫組織化学的染色結果について

本研究ではターゲットとする因子を決定する際,①歯原性上皮で発現が認め

られること,②腫癌間質の増殖に関与すること,③腫癌の浸潤に関与すること

を基準に,対象とする因子を検討,CCN2,BMP4,TGF-βに絞り込んだ｡歯腔

および歯原性上皮での遺伝子発現の状態はUnjversityofHelsinkiが提供している

データベースの"Geneexpressionintooth"(http:/ルite-it.helsinki.fi/)を参考にした｡

CCN2 は,IGFBP 様 モ ジ ュール ,Von Willebrand factortype C repeat,

thrombospondintypeIrepeat,C末システインノットの4つのモジュールを持つ特

徴的な構造を有す分泌タンパク質であり､細胞内外のシグナル制御因子として

機能する Qyr61,⊆TGF,些ovの頭文字をとった CCN ファミリーに属する.CCN2

はその構造や､coruleCtivetissuegrowthfactor(ctgf),fibroblast-induciblesecreted

protein(fisp12)､TGF-βinducedgene(βIG-M2)などの別名を持つことから､多

彩な機能を有していることが示唆される22)｡ccN2は､歯堤や歯腔の内エナメ

ル上皮で発現しており,歯腔の成長の段階によって発現部位に消長が見られ,

上皮細胞と間質細胞の増殖や分化の相互作用に関係する23)｡結合組織増殖因子

(connectivetissuegrowthfactor:CTGF)としても知られ,多彩な機能を有し,線維
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芽細胞の分化22)･24)や,全身性線維症や歯肉線維腫症での病的な線維化22),25),

26)に加え,間葉系幹細胞からの骨芽細胞,軟骨細胞の分化にも重要な働きを示

す22)127),28)ほか,骨芽細胞22)･29)や破骨細胞30)の制御に関連 して,京平上

皮癌や乳癌の骨転移を促進する可能性も示唆されている31)･ 32)｡また,腫癌関

連線維芽細胞の動員にも関与するとされ33),肺癌や胃癌の浸潤にも影響を与え

るとする報告もあるが34)I35),エナメル上皮腫における発現や機能は解明され

ていない｡BMP4,TGF-βは骨 ･軟骨の発生, 歯および四肢の発生に重要であ

る｡BMf■4は歯腔の発生初期の歯原性上皮に36),TGF-βは星状網や歯乳頭に発

現し37),エナメル上皮腫でも発現している16)-38)｡また,BMP4とTGF-βは

ccN2と協調して機能するとされている39)｡したがって,これらの因子の発現

はエナメル上皮腫の間質の線維の増生や骨浸潤 ･骨吸収に影響を与えている可

能性が考えられた｡

免疫組織化学的染色の結果では,CCN2はエナメル上皮腫において腫癌細胞お

よび腫癌間質において発現が認められ,間質の性状による染色性ではMyxoid

typeに比較してFibroustypeの線維芽細胞でよりCCN2の発現が高かった｡また,

硝子化を伴う部位でもCCN2の発現が高いという傾向も認められた｡一方,BMP4,

TGトβについては腫癌細胞においてはいずれのタイプでも同程度発現が確認さ

れたが,間質細胞における発現はFibroustypeと比較 して,Myxoidtypeで強い染
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色性を示した｡実質,間質ともにCCN2発現が高い部位では間質がFibroustypeの

像を示し,低い部位では間質がMyxoidtypeの像を示したことからは,CCN2が腫

癌間質の線維化を促進し,発現が特に強い部位では間質のコラーゲン性ヒアリ

ン変性を冗進させ,間質の硝子化が生じる可能性が示唆された｡また,間質惟

状の差異により,BMP4とTGF-βの発現にも差異が認められた｡腫療微小環境下

でBMP4やTGF-βはCCN2と協調して機能すると考えられており,シグナル経路で

はBMP4はCCN2の上流に位置するが,本研究における間質でのCCN2とBMP4発

現の関係は, BMP4がCCN2によって阻害される報告40)と一致した｡

TGF-βは線維芽細胞の増殖以外にも増殖抑制因子としての機能や骨形成誘導

などの多彩な機能を有する｡TGF-βは,肺線維症などの線維症で発現が克進し,

ccN2を誘導するとされている41)が,本研究の結果とは合致しなかった｡TGF-

βの腫癌実質での発現は有意な差は無かったが,CCN2の発現が弱い Myxoid

typeの間質で強く発現しており,Fibroustypeと比較して,間質中のRANKLは

発現が強く,CD68陽性細胞数が有意に多かった事から,エナメル上皮腫間質に

おいて,TCF-βは破骨細胞分化に強く影響し,骨吸収に関与している可能性が

示唆された｡
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2.Invitroでの実験系について

Invitroの実験ではAM-1とASF細胞を用いた｡AM-1はエナメル上皮腫細胞に

HPV16を導入して不死化した後樹立された細胞であり,エナメル上皮腫に特異

的なサイ トケラチン8,14,18,19やbcl-2を発現している42)0AM-1細胞は現在

確立された唯一のエナメル上皮腫由来細胞株でエナメル上皮腫に最も近い性質

を有する細胞と言える｡

エナメル上皮腫由来細胞株である AM-1とエナメル上皮腫から初代培養 した

腫癌間質細胞 ASFOOOO, ASFOlllを用いた invitroの実験系でも,免疫組織化

学的検討の結果を支持する結果が得られた｡MTTアッセイでは,AM-1培養上

清は ASF細胞の増殖能を有意に増加させることが示された｡AM-1の培養上清

による増加は,ASFOOOOでは上清濃度が 30%までは濃度依存的に細胞増殖を増

加させたが,40%,50%では低下したが,ASFOlllではその傾向は見られなか

った｡これはpolyclonalな細胞群である初代培養の細胞の特性の違いが寄与して

いると考えられたほか,消耗した培地の濃度が高くなることによる増殖-の悪

影響も考えられた｡AM-1培養上清中には複数の因子が含まれていると考えられ

るが, rhCCN2はほぼ濃度依存的にASF細胞の増殖を増強した｡

本研究結果では, エナメル上皮腫間質でのKi-67LIがFibroustypeで有意に

高かったことから,Fibroustypeにおける間質線維芽細胞の増殖の高さが示唆さ
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れた｡すなわち,エナメル上皮腫において CCN2を高発現している部位では,

CCN2は線維芽細胞を活性化し,Fibroustypeの間質が誘導され,逆に,腫癌細

胞のCCN2発現量が低い場合には Myxoidtypeの間質が誘導される可能性が考

えられた｡また,CCN2による間質性状の変化は,間質からのTGF-β,RANKL

発現に影響を与え,間接的に骨吸収に影響を与えていることが示唆された｡ま

た,興味深いことにCCN2が腫癌の増殖を促進することが,肝細胞癌43),悪性

中皮腫44)で報告されている｡これらの報告ではCCN2は間質の線維芽細胞の堰

殖に影響を与えることで,腫癌微小環境を調整 し,腫癌が増殖しやすい環境を

提供しているとしている｡エナメル上皮腫においても CCN2は間質の腫癌微小

環境を調整し,骨内において腫癌が増殖 しやすい環境を提供しているとも考え

られる｡

結 論

エナメル上皮腫では腫癌実質から様々な成長因子が発現 しているが,特に

ccN2発現の差異が間質の性状および間質線維芽細胞の増殖活性に影響を与え

る可能性が示唆された｡さらに,CCN2が間質の性状に影響を与えることで,間

接的に骨吸収に影響を与えている可能性が考えられた｡
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図表の説明

図1.エナメル上皮腫間質の性状による分類

間質の性状の違いに着目し,a:｢腫療周囲に密な腰原線維の増生を伴い部位によ

り硝子化を伴 う｣間質をFibroustype,b:｢粘液腫状の形態で毛細血管に富む疎な

結合組織からなる｣間質をMyxoidtypeとして分類 した｡(a:x200,b:x200)

図2.ccN2,BMP4,TGF-βの腫療実質での発現

a:Fibroustypeの間質を有するエナメル上皮腫腫療実質のH-E染色像を示す｡

(x400)

b:Myxoidtypeの間質を有するエナメル上皮腫腫療実質のH-E染色像を示す｡

(x400)

C:図aのCCN2抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡CCN2タンパクは胞巣辺縁

部に位置する立方状ないし円柱状の形態を示す細胞,胞巣内部の星空状または

紡錘形を示す細胞の細胞質に陽性を示した｡CCN2タンパク発現は,特に胞巣辺

縁部の間質に出芽する部位や増殖部位で強 い 傾 向 が認められた｡(x400)

d:図bのCCN2抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡ 間質の性状による,実質

でのCCN2発現の差異については,Fibroustypeの方がMyxoidtypeに比較して陽性

率が高い傾向を認めた｡(x400)
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e:図aのBMP4抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡ BMP4も胞巣の外層およ

び内層の上皮細胞に陽性像が認められた｡ (x400)

∫:図bのBMP4抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡BMP4の腫癌実質での発現

パターンおよび陽性率はFibroustype,Myxoidtypeともにほぼ同様であり,明瞭

な差異は認められなかった｡(x400)

g:図aのTGF-β抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡腫癌細胞実質では発現が

弱く,胞巣外層および内層の細胞の細胞質に弱陽性像が広く認められた｡(x400)

h:図bのTGF-β抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡TGトβタンパク発現は

FibroustypeでもMyxoidtypeでも同様であり,間質性状の差異との関連性は認め

られなかった｡(x400)

図3.ccN2,BMP4,TGF-βの腫虜間質での発現

a:Fibroustypeの間質のH-E染色像を示す｡(x400)

b:Myxoidtypeの間質のH-E染色像を示す｡ (x400)

C:図aのCCN2抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡cCN2タンパク発現は,

Myxoidtypeに比較してFibroustypeの間質の線維芽細胞の細胞質で陽性率が高く

見られた｡(x400)

d:図bのCCN2抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡Myxoidtypeでは間質での

33



陽性率はFibroustypeに比較 して低かった｡(x400)

e:図aのBMP4抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡BMP4はFibroustypeの間質

内の線維芽細胞にはほとんど陽性像を認めなかった｡(x400)

f:図bのBMP4抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡Myxoidtypeの間質内の紡

錘形細胞ではBMP4陽性細胞を多く認めた｡(x400)

g:図aのTGF-β抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡TGトβもFibroustypeの間

質内の線維芽細胞にはほとんど陽性像を認めなかった｡(x400)

h:図bのTGF-β抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡Myxoidtypeの間質内の

紡錘形細胞にTGF-β陽性細胞を多く認めた｡(x400)

図4.硝子化を伴 う部位でのCCN2,BMP4,TGF-β発現

a:間質に硝子化を伴 う部位のH-E染色を示す｡Fibroustypeの間質では,腫疲胞巣

周辺に著明な硝子化を伴 う部位が認められた｡(x400)

b:CCN2抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡腫癌細胞におけるCCN2陽性率

は極めて高かった｡(x400)

C:BMP4抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡腫癌細胞においてBMP4陽性細

胞は認められなかった｡(x400)

d:TGトβ抗体を用いた免疫組織化学染色を示す｡腫癌細胞においてTGF-β陽性
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細胞は認められなかった｡(x400)

図 5.間質の性状 と骨関連因子 (RANKL,CD68)の発現

a:Fibroustypeの間質を有するエナメル上皮腫でのRANKL抗体を用いた免疫組

織化学的染色を示す｡RANKLはFibroustypeの間質では陽性を示す細胞が認めら

れなかった｡(x200)

b:Myxoidtypeの間質を有するエナメル上皮腫でのRANKL抗体を用いた免疫組

織化学的染色を示す｡RANKLはMyxoidtypeでは腫癌間質内の類円形細胞に陽性

像が散見されたO(x200)

C:Fibroustypeの間質を有するエナメル上皮腫でのCD68抗体を用いた免疫組織化

学的染色を示す｡cD68は,間質内の類円形細胞や骨表面の破骨細胞に陽性像が

認められた｡骨表面の破骨細胞を除いた腫癌間質における陽性細胞数のカウン

トでは,Fibroustypeは18.95土11.89であった｡(x200)

d:Myxoidtypeの間質を有するエナメル上皮腫でのCD68抗体を用いた免疫組織

化学的染色を示す｡cD68の陽性細胞数はMyxoidtypeでは28.26士13.06であり,

Fibroustypeと比較 して有意に陽性細胞数が多かった (p<0.01)0 (x200)
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図6.間質の性状とKi-67Labelingindex

a:Fibroustypeの間質を有するエナメル上皮腫腫癖のKi-67抗体を用いた免疫組織

化学的染色を示す｡Ki-67陽性細胞はFibroustypeでは腫療実質と腫癌間質の細胞

核に散在性に見られた｡ (x200)

b:Myxoidtypeの間質を有するエナメル上皮腫腫癌のKi-67抗体を用いた免疫組

織化学的染色を示す｡Myxoidtypeでも陽性細胞は認められたが,陽性細胞数は

少数であった｡ (x200)

C,d:腫療実質と間質におけるKi-67陽性細胞率を示す｡腫療実質および間質に

おいてもFibroustypeではMyxoidtypeと比較 して高い陽性率を示 した｡

図7.AM-1培養上清によるASF細胞の増殖および形態の変化

a:7日目における細胞の形態変化を示す｡AM-1の上清に含まれる因子が線維芽

細胞の形態に与える影響を確認するため,ASFOOOOにAM-1培養上清を10-50%

の濃度で加えた｡上清の濃度依存的に線維芽細胞の錯綜が強まる傾向を認めた｡

(x200)

b:エナメル上皮腫由来細胞株AM-1の培養上清を,エナメル上皮腫から初代培養

した間質線維芽細胞のASFOOOO,ASFOlllに加え,細胞増殖能の変化をMTTアッ

セイで検討 した｡培養 7日目では上清を加えたすべての群で細胞増殖が有意に

増加 していた｡
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図8.AM-1におけるCCN2発現とrhCCN2によるASF細胞の細胞増殖-の影響

a:AM-1におけるCCN2タンパク発現を示す｡ ウェスタンブロッティングでは

38kDaのバン ドが検出された.

b:AM-1でのCCN2mRNAを示す｡RT-PCRでは329bpのバン ドが検出された｡

C:CCN2がASFOOOO,ASFOlllの増殖に影響を与える可能性を検討する為に

rhCCN2を加えてMTTアッセイを行ったところ,ASFOOOOでもASFOlllでも

rhCCN2を加えた群では培養 7日目で有意に細胞増殖が増加 した｡

表 1.本研究で使用 した抗体

一次抗体は抗CCN2抗体 (R良Dsystems, Minneapolis, MN, USA),抗BMP4

抗体 (santaCruzBioteclmology,CA,USA),抗TGF-β抗体 (santacruz

Biotechnology),抗Ki167抗体 (DAKO,Glostrup,Denmark),抗RANKL抗体 (santa

CruzBiotechnology),抗cD68抗体 (DAKO)を使用 した｡

表 2.免疫組織化学的検索の評価基準

光学顕微鏡下400倍で観察,5視野で細胞100個をカウン トし,陽性細胞率が10%

未満を (-),10%以上30%未満を (±),30%以上50%未満を (+),50%以上を

(++)として評価 した｡
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表 3.RTIPCRに用いたプライマー

CCN2のプライマーの配列はLadwaRetal.に依った｡対照としてHumanGAPDH

Primersetkit (MaximBiotechlnc,USA)を用いた｡

表 4.免疫組織化学染色結果

エナメル上皮腫の腫癌細胞では,CCN2,BMP4,TGF-βが発現しており,CCN2

が高発現している部位の間質はFibroustypeであった｡Fibroustypeの間質では,

線維化や硝子化を伴い,Ki-67LIも高かった｡Myxoidtypeの間質ではTGF-βと

BMP4,RANKL CD68発現が高かった｡
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本研究に使用した抗体

一次抗体 免疫動物 メーカー 希釈倍率

CCN2 Mouse,poJyclonal R&Dsystems,USA I:300

BMP4 Goat,po)ycJona7 SanlaCruzBiotechnoJogy,USA I:200

TGFIB Rabbit,po]ycIonaJ SantaCruzBiotechnoZogy,USA ).'700

Ki-67 Rabbit,PoJyclona7 Dako,Derunark l:50

RANKL Goat,poluclonaL SantaCruzBiotechnology,USA i:200

CD68 Mouse,monoclonaI Dako,DerLmark 】:一oo

表1



評価 基準

陽性細胞率が10%未満

10%以上30%未満

30%以上50%未満

50%以上

表2



本研究に使用したプライマー

Forward 5′-AAACTCGAGGAACTAATCTGCTGCTGT-3′

Reverse 5′-AAATCTAGATGTGTTTCTCTGCCTCTA-3′

Forward

GAf〉DH

5●-TGCTGGCGCTGAGTACGTCGT-3■

Reverse 5--GTGGAGGAGTGGGTGTCGCTG-3-

表3



免疫組織化学の結果

Fibroustype Myxoidtype

腫 癌 細 胞 間 質 腫 癌 細 胞 間 質

CCN2 十十 + + ±

BMP4 + ± + +

TGF-β + ± + +

Ki-67(LⅠ) 3.62±1.82 3.85±0.01 0.67±2.05 0.77±0.51

RANKL ± - ± +

表4


