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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、歯原性腫瘍内に直接注射を打つ程度の簡単な処置
を施すだけで、腫瘍の発育に大きく関与している因子を取り除くまたは不活化させ、大きな外
科的侵襲を加える事なく、この腫瘍を縮小ないし消滅させる事を可能にすることである。その
ためにまず発育増大因子として IL-1αを特定し、腫瘍の成長に大きく関与していることが
わかった。現在、これを用いて中和抗体の作成に取りかかっているところである。 
 
研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to analyze odontogenic tumors 
pathobiologically and then, we try to develop the new therapy with local injection. In our 
study suggested that Interleukin-1α (IL-1α) play a crucial role in the growth of  
keratocystic odontogenic tumors (KCOTs). Now, we try to make an antisense of IL-1α  for 
the new therapy with local injection. 
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１．研究開始当初の背景 
 歯原性角化嚢胞はこれまで嚢胞に分類され
ていたが、その高い増大活性や再発率などか
ら、2005年より角化嚢胞性歯原性腫瘍と名称
が変わり、エナメル上皮腫等と同じ歯原性腫
瘍に属する。顎骨内において骨を吸収しなが
ら増大するこれらの疾患は他の歯原性腫瘍と

比べて異なる特徴を示す。 
 従来、歯原性腫瘍の治療には顎切除術ある
いは腫瘍周囲の顎骨を含めた根治的摘出術な
ど徹底した病巣除去を目的とした外科的手術
が行われてきた。しかしながらこの方法では
術後に麻痺が起きたり、顎骨に大きな骨欠損
が生じたりするため、形態や機能の回復が困
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難な場合もみられる。また食事の際に強い咬
合力が加わったり、外力が加わったりした場
合、術後に骨折を起こす例もある。このため
近年では、大きな角化嚢胞性歯原性腫瘍やエ
ナメル上皮腫においては前もって開窓療法を
行って、ある程度の大きさまで縮小させてか
ら摘出を行う方法が取られるようになってき
た。開窓療法は有効な治療法ではあるが、２
度（開窓時と摘出時）の外科的侵襲を伴い、
この間の治療が長期（半年以上）を要し、そ
の間の口腔ケアに大変手間のかかることが短
所である。 
 
２．研究の目的 
 そこでこれらの短所を解消すべく、新しい
治療法の開発が必要と思われた。具体的には、
歯原性腫瘍内に直接注射を打つ程度の簡単
な処置を施すだけで、腫瘍の発育に大きく関
与している因子を取り除くまたは不活化さ
せ、大きな外科的侵襲を加える事なく、この
腫瘍を縮小ないし消滅させる事を可能にす
るという方法である。そのためにはこの発
育因子を特定し増大機構を解明する事が、
新しい治療法を確立する上で極めて重要で
ある。 
 
３．研究の方法 
まず、歯原性腫瘍の病態解析を行う。具体

的には、角化嚢胞性歯原性腫瘍や含歯性嚢胞
などの摘出標本を用いて、パラフィン切片を
作り、免疫染色を行う。特異的なタンパクの
発現がみられれば、in situ hybridization
を用いてmRNA産生細胞の同定を行う。さらに
二重免疫染色等も行い、タンパクやmRNAと増
殖活性との関連も調べる。 
嚢胞の発育増大に大きく関与しているタン

パクやmRNA、さらにそれらの産生細胞が同定
されれば、中和抗体を作製する。具体的には
mRNAが放出されると、receptorにくっついて
核内に情報が伝達されて細胞の増殖がおこる。
これらのreceptor特有の塩基配列を大量に組
み込んだペースト状もしくはカプセル状の徐
放型中和抗体を作成し、mRNA産生細胞の近隣
にこの中和抗体を投与することで、細胞から
放出されたmRNAが中和抗体とくっつき、細胞
内のそれぞれのreceptorにくっつく可能性が
ほとんどなくなることが期待できる。このよ
うにして放出されたmRNAの働きを無効にする
事で発育増殖を妨げる事が可能となる。この
状態では核内に情報が伝達されず、細胞増殖
がおこらない。 
E.Coli（大腸菌）に組み込んで繁殖させて

中和抗体を作成することは、容易かつ安全で
しかも低コストであることから、この方法で
作成する。 
 
 

４．研究成果 
 研究代表者らはこれまでにも歯原性顎嚢
胞の病態解析を行って来た。歯原性顎嚢胞の
内容液を測定したところ、角化嚢胞性歯原性
腫瘍において特に interleukin-1α(IL-1α)
が多く含まれていた。そこで免疫染色ならび
に in situ hybridization を行ったところ、
IL-1αのタンパクや mRNA の発現が嚢胞上皮
の基底層に多くみられた。この IL-1αと増殖
活性を示す Ki-67免疫染色とを比較したとこ
ろ強い相関関係がみられた。 
また開窓時と摘出時の歯原性顎嚢胞におけ
る IL-1αのタンパクおよび mRNA の発現を調
べたところ、開窓時に多くみられた IL-1αが
摘出時には有意に減少していることがわか
った。 
 角化嚢胞性歯原性腫瘍より分離した上皮細
胞を無血清DMEMにてフィブロネクチンでコー
ティングした皿上で培養したところ、リコン
ビナントヒトIL-1α（rhIL-1α）の濃度依存
性 に 細 胞 は 自 発 的 な 潜 在 型  matrix 
metaloproteinase-9(MMP-9)を分泌した。また
プラスミノーゲン存在下に上皮細胞を培養し
たところ、経時的に潜在型MMP-9が活性化した。
以上のことから角化嚢胞性歯原性腫瘍の発育
増大にIL-1αが強く関わっている事が示唆さ
れた。 
 また、陽圧刺激を与えることが可能な実
験用加圧チャンバーを開発し、角化細胞
株に対して陽圧刺激を加えることにより
IL-1αが発現することを明らかにし、歯原
性顎嚢胞の発育増大に強く関与している
事も確認済みである。 
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さらに嚢胞上皮における増殖活性を調べるた
めに、Keratinocyte growth factor (KGF)お
よび KGF receptor(KGFR)の抗体を用いて開窓
時と摘出時の歯原性顎嚢胞におけるKGF、KGFR
蛋白の発現を調べたところ、角化嚢胞性歯原



 

 

性腫瘍は含歯性嚢胞と比較して線維芽細胞か
ら KGF が産生される傾向が高いことがわかっ
た。これに対して KGFR は上皮、特に上皮の上
層部に多くみられたが、角化嚢胞性歯原性腫
瘍と含歯性嚢胞との間に発現頻度の差はなか
った。加えて開窓時と摘出時の発現頻度もほ
ぼ同じで、開窓後に減少する IL-1αとは大き
く異なっていた。このことから KGF は上皮細
胞の増殖活性にはあまり関与せず、細胞の分
化やアポトーシスの抑制に関わっている可能
性が高く、このことによって相対的に角化嚢
胞性歯原性腫瘍の発育増大に関与しているこ
とが示唆された。  
 
 これらのことを受けて中和抗体の作成に
は IL-1αを用いて作製することとした。 
 現在、E.Coli（大腸菌）に IL-1α特有の塩
基配列を組み込んで、繁殖させて中和抗体を
作成しているが、導入効率を上げるために最
適濃度を検討中である。 
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