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研究成果の概要（和文）： 
 口腔粘膜の難治性病変である口腔扁平苔癬の病態を明らかにする為に、ホルマリン固定
パラフィン包埋組織から、LC-MS/MS による解析をおこなった。病変のない口腔粘膜、扁
平苔癬組織、上皮異形成および上皮内癌の比較プロテオミクスとプロファイリングを行い検討
した。その結果、口腔扁平苔癬で特徴的変動を示した９２種のタンパクの同定に成功した。こ
れらのタンパクのうち、上皮角化状態の指標となる cytokeratin13と 17について、口腔扁平苔
癬、上皮内癌、浸潤癌の各組織で比較したところ、その分布パターンに大きな違いが見られ,
これらの病変の診断に有意であることを明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）：To clarify the disease status of an intractable lesion of oral 
mucosa, such as oral lichen planus, we have employed the LC-MS/MS analysis. 92 
proteins of specific for the oral lichen planus have detected. The data compared with 
epithelial dysplasia, carcinoma in situ and carcinoma of oral mucosa. We have found 
different expression pattern of cytokeratins, which is decreased CK13 expression in 
the oral lichen planus and carcinoma in situ as well as disappearance in the invasive 
carcinoma. However, CK17 expression increased in a course of progression of the 
epithelial dysplasia and atypia. This contradict expression pattern of CK is usefulness 
for the differential diagnosis in these malignant borderline lesions. 
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１．研究開始当初の背景 
 口腔扁平苔癬（OLP）は，難治性のアレ
ルギー性病変で，未だ原因が未だ明らかで
なく解明すべき多くの問題が越されている。

近年、口腔癌への移行が注目され、癌化の
ハイリスクな病変の１つに挙げられている。
現在までに多くの症例の報告があるが，我
が国においては本病変の発生頻度，予後な

機関番号：32665 

研究種目：基盤研究(C) 

研究期間：2008～2010 

課題番号：20592155 

研究課題名（和文） プロテオーム解析を応用した口腔扁平苔癬の病態分子の解明 

                     

研究課題名（英文） Elucidation of the disease molecules in oral lichen planus using 

proteome analysis. 

研究代表者 

 小宮山 一雄（ KOMIYAMA KAZUO） 

日本大学・歯学部・教授 

 研究者番号：00120452 

 
 



ど病態の実態も明らかにされておらず，治
療も対症療法が行われるにすぎない。加え
て，我々は，OLP と同様な組織所見を示す，
口腔粘膜 DTH モデルマウスを開発し，そ
の病態とサイトカイン，ケモカイン役割を
検討し，また，asialoGM1 抗体による治療
研究を行なってきた。 
２．研究の目的 
本研究では、ヒト OLP の病変に特徴的な
Th1 病巣成立に関与する，あるいは樹状細
胞（DC）の制御に関与するタンパクを網羅
的に解析し，本病変に特異的なタンパクの
検出を行なう。これにより，OLP 発症メカ
ニズムの解明，および診断の特異的マーカ
ーの開発に応用することを目的とする。 
３．研究の方法 
臨床的・病理組織学的に扁平苔癬と診断され
た症例と、病変のない口腔粘膜組織のホルマ
リン固定・パラフィン包埋標本から、レーザ
ーマイクロダイセクション法によりターゲ
ット組織を分取し、特製の組織抽出液中でト
リプシン処理を行った。組織消化液を簡易型
逆相カラムで精製し、LC-MS/MSの試料とした。
得られたマススペクトルについて Mascot 
Search (Matrix Science社)によるアルゴリ
ズム解析を行い、組織溶解液中に含まれるタ
ンパク質を同定した。さらに病変のない口腔
粘膜、扁平苔癬組織、上皮異形成および上皮
内癌の比較プロテオミクスとプロファイリ
ングを行うために、Mascot Searchで得られ
たデータを、Scaffold 3 (Matrix Science社)
により検討した。 
４．研究成果 
LC-MS/MS により、正常口腔粘膜組織と扁平苔
癬組織からそれぞれ 92 種類のタンパク質を
同定し得た。これらのうち 30 種類は細胞骨
格タンパク、17種類は膜結合型タンパクであ
った。 
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Scaffold 3による比較プロテオミクスの結果、
Cytokeratin（CK）13 および 17 の発現量に
特徴的な変化を認めた。つまり、口腔扁平苔
癬の上皮の異型の増加、あるいは上皮異型の
進展に伴う悪性化に従い、CK13の消失、CK17
の増加がみられた。これらのタンパク発現の
変化はヒト病巣の免疫染色による検証の結
果、同様の現症が確認された。 
現在、HSP を始めとするシグナルタンパクや、
Th1 病巣成立に関与するあるいは DC の制
御に関与するタンパクについても、同様に
プロテオミクスデータを基に解析中である。 
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