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研究成果の概要（和文）：本研究においては、口腔扁平苔蘚に対する新たな疾患発症機構に基づき、新規治療法の構築
を行うことを目的とした。その結果、基底細胞直下へのリンパ球浸潤機構については、基底細胞においてandrogen低下
が起こる結果、estrogen/androgen imbalanceが惹起されることによりリンパ球誘導が起こることが明らかとなった。
また、粘膜上皮病変の発症機構については、リンパ球から分泌されたTNF-αなどのサイトカインが基底細胞からのMMP-
9産生を促進させることにより、基底膜が分解され基底細胞はアポトーシスに陥ることにより病変が発症することを明
らかにした。

研究成果の概要（英文）：In this study, we found four findings. First, DHEA concentrations contained in 
saliva of oral lichen planus patients were higher than those of healthy individuals. Second, cytokine 
concentrations in saliva of oral lichen planus patients were significantly higher than those of healthy 
individuals. Third, immunohistochemical analysis revealed that although aromatase expression in oral 
lichen planus patients was similar to that in healthy individuals, expression of 5-α-reductase in oral 
lichen planus patients was significantly reduced than that in healthy individuals. Fourth, TNF-α 
signaling pathway, including activity of NF-κB and expression of MMP-9, was enhanced in patients with 
oral lichen planus as compared to healthy individuals. These results indicate that basal cells of oral 
mucosa in oral lichen planus patients show loss of basal membrane, resulting in apoptosis.

研究分野： 医歯薬学
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１．研究開始当初の背景 
口腔扁平苔癬は口腔粘膜に生じる難治性慢
性炎症性疾患であり、口腔粘膜に発赤、紅斑、
びらん・潰瘍を呈するため、刺激痛や接触痛、
灼熱感を認める。また本疾患は“前癌状態”と
して広く認められている。本疾患は未だ発症
原因が解明されていないため、その根治的治
療法は存在しない。そこで当該研究の目的は、
病変発症メカニズムの解明とそれに基づく
治療法の開発とした。 
２．研究の目的 
(1) 病変の初期段階であるリンパ球浸潤に対
する阻止療法である。すなわち、臓器や細胞
において sex hormone balanceの異常はリン
パ球浸潤を誘導する。そこでリンパ球浸潤機
構として、基底細胞において androgen 低下
が 起 こ る 結 果 、 estrogen/androgen 
imbalance が惹起され、リンパ球浸潤が開始
されるとの作業仮説のもと、TNF-や IL-1
にて上皮細胞を処理した時の androgen 変換
酵素 5--reductase と estrogen 変換酵素
aromatase の発現様式を解析し、サイトカイ
ンによる androgen 抑制を明らかにする。ま
た、上皮細胞 androgen の前駆分子である
dehydroepiandrosterone (DHEA)にて処理
することにより androgen の発現増強を確認
する。 
(2) 病変の中期段階である基底細胞の融解変
性の阻止療法である。すなわち、TNF-や
IL-1は細胞からの MMP-9 産生を促進させ
ることにより基底膜を分解させ、細胞をアノ
イキス（アポトーシス）に誘導する。そこで、
上皮細胞を TNF-や IL-1にて処理するこ
とにより MMP-9 産生の増強を確認する。ま
た、TNF-や IL-1シグナル伝達経路を遮断
することにより、細胞からの MMP-9 産生阻
止を確認する。これにより、TNF-や IL-1
シグナル伝達経路の遮断による基底細胞融
解変性阻止療法の開発を目的とする。 
(3) 病変の後期段階である上皮細胞の角化異
常の阻止療法を目指す。すなわち、サイトカ
インは上皮細胞の正常な分化を阻止する。そ
こで、上皮細胞を TNF-や IL-1にて処理し
た時の増殖・分化に及ぼす影響を解析する。
また、抗 TNF-や抗 IL-1療法による上皮細
胞の正常分化への誘導を確認する。これによ
り、抗 TNF-や抗 IL-1療法による上皮細胞
の角化以上阻止療法の開発を目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1) 培養口腔粘膜上皮細胞における性ホルモ
ン代謝酵素群の検索. 
本研究においては、不死化正常ヒト口腔粘膜
上皮細胞株（RT7 細胞）を用いる。まず細胞
株における性ホルモンの代謝酵素群の発現
を解析する。すなわち、血中に存在する前駆
物質である DHEA-S は STS により DHEA
に変化し、また SULT2M により DHEA-S に
変わる。細胞内の DHEA は 17--HSD およ
び 3--HSD により TEST に変換する。そし

て一部の TEST は核内に移行し、5--R によ
って男性ホルモンである DHT に変換する。
そして残りの TEST は膜側に存在する
aromatase によって女性ホルモンである
17--estradiol に変換する。そこで上記酵素
群の発現について、それぞれの抗体を用いて
間接蛍光抗体法にて検索する。また酵素群
mRNA 発現につき定量的に解析する。さらに
培養細胞の性ホルモン代謝酵素群の発現に
及ぼす TNF-や IL-1の影響につき解析す
る。 
(2) 培養口腔粘膜上皮細胞の MMP-9 産生に
及ぼすサイトカインの影響の検索. 
培養細胞を種々の濃度の TNF-や IL-1に
て処理することにより、培養上清中に存在す
る MMP-9 を解析する。 
(3) 培養口腔粘膜上皮細胞の増殖・分化に及
ぼすサイトカインの影響の検索. 
上皮細胞を種々の濃度の TNF-や IL-1に
て処理することによる細胞増殖能を検索す
る。次に、細胞分化マーカーとして種々の分
子量を有する cytokeratin と involucrin を用
いる。 
 
４．研究成果 
(1) 病変の初期段階である基底細胞直下への
リンパ球浸潤機構につき解析した。臓器・細
胞周囲へのリンパ球浸潤には sex hormone 
balance が重要であること示唆されているこ
とから、sex hormone 発現につき解析した。
その結果、基底細胞（RT7 細胞）において
TNF-や IL-1にて処理することにより、
androgen 変換酵素 5--reductase の発現低
下が認められたが、 estrogen 変換酵素
aromatase の発現様式に変化は見られなか
った。すなわちこのことは、口腔粘膜細胞に
おいて、androgen/estrogen のバランスが乱
れたことを示唆している。また、RT7 細胞を
androgen の 前 駆 分 子 で あ る
dehydroepiandrosterone (DHEA)にて処理
することにより、androgen の発現増強がみ
られた。すなわち、上皮細胞に DHEA を添
加 す る こ と に よ り 、 androgen/estrogen 
imbalance を修正することができることを示
唆している。 
(2) 病変の中期段階である粘膜上皮基底細胞
の融解変性機構につき解析した。その結果、
RT7細胞をTNF-にて処理することにより、
転写因子 NF-B の活性化を介して基底膜分
解酵素である MMP-9 産生の増強が認められ
た。そこで、NF-B の活性化を阻止する作用
を有するサファランチンにて、TNF-刺激
RT7 細胞を処理したところ、MMP-9 の産生
が抑制された。すなわちこのことは、サファ
ランチンにて基底膜の分解が阻止され、基底
細胞のアノイキス（アポトーシス）を抑制す
ることが可能であることを示唆しているも
のと考える。 
(3) 病変後期段階である上皮細胞の異常角化
機構につき解析した。その結果、RT7 細胞を



TNF-にて処理することにより、細胞分化の
マーカーであるインボルクリンの発現低下
が認められた。そこで抗 TNF 製剤にて RT7
細胞を処理することにより、インボルクリン
の発現低下の回復がみられた。すなわちこの
ことは、抗 TNF 製剤による基底細胞分化抑
制の解除がみられることを示唆している。 
(4) 口腔扁平苔癬患者における唾液中DHEA
量、サイトカイン量. 
口腔扁平苔癬患者と健常者の血清中 DHEA
量を比較したところ、有意な差はみられなか
ったが、唾液中 DHEA 量に関しては、扁平
苔癬患者において有意に増加していた。また、
唾液中に存在するサイトカイン量は、扁平苔
癬患者において健常者に比較して有意に増
加していた。 
(5) 口腔扁平苔癬患者と健常者の口腔粘膜組
織における TNF-シグナル伝達分子群の発
現. 
上記組織中における TNF-シグナル伝達分
子群（NF-B、MMP-9、type IV collagen）
の発現様式を免疫組織化学的に検索したと
ころ、口腔扁平苔癬患者においては、健常者
に比較して、NF-B と MMP-9 の発現増強が
みられる一方で、type IV collagen の断裂が
観察された。すなわちこのことは、口腔扁平
苔癬患者組織においては、基底細胞のアノイ
キス（アポトーシス）に基底膜破壊が関与し
ていることを示唆する所見であると考えら
れる。 
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