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研究成果の概要（和文）： 
ゲルダナマイシンを用いた口腔癌における分子標的治療ならびに免疫療法の基礎的研究につい

て行った。口腔癌の転移・浸潤に関与すると思われるα-actini-4、cortactin、CRKⅡについて

検討を行い、それぞれが口腔扁平上皮癌において浸潤・転移に強く関与していることが示唆さ

れ、分子標的治療のターゲット因子となりうる可能性が示唆された。 

 
研究成果の概要（英文）： 
I performed the basic research molecular target and immune therapy for oral squamous cell 
carcinoma with geldanamysin. I examined the several molecules, which were involved in 
the metastasis and invasion in oral squamous cell carcinoma. And, I revealed these 
molecules such as α-actinin-4, cortactin, and CRKⅡ, were involved in the metastasis 
and invasion in oral squamous cell lines, respectively, and the possibility of the target 
of molecular target therapy. 
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１．研究開始当初の背景 
 
Hsp90 特異的阻害剤ゲルダナマイシンを用

いた分子標的治療は米国において大腸癌な
どに対しての第Ⅰ相臨床試験が行われてい
る。加えて、免疫療法を併用することでより
効果的に抗腫瘍効果が得られることが期待
でき、更に手術不能症例において治療による

副作用が軽減され延命にもつながると思わ
れる。アポトーシス抑制遺伝子である
survivinによる免疫療法は第Ⅰ相臨床試験
が行われている。survivinはHsp90αと結合
し複合体を形成することが報告されており
(Proc Natl Acad Sci.USA. 
2003;100(24):13791-13796.）、 survivinと
Hsp90αとの結合様式の解明やゲルダナマイ
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シンによる抗原提示の過程におけるHsp90α
などの分子シャペロンへの影響を検討する
ことは、免疫療法における免疫応答とHsp90
分子シャペロン機構の更なる解明にもつな
がるものと考える。 
 
 
２．研究の目的 
 HSP90 は細胞質に存在し、分子シャペ
ロンとして機能していることが広く知
られている。HSP90 については多くのク
ライアントタンパクの報告がなされて
おり、さまざまな機能を有し、一例とし
て、癌細胞の浸潤・転移にも関与するマ
トリックスメタロプロテアーゼ２にも
作用し、その成熟を補助しているとされ、
癌細胞の転移・浸潤にも関与しているこ
とが報告されている。この多様な分子シ
ャペロンとして機能する HSP90 を特異
的に阻害する薬剤としてゲルダナマイ
シンが知られており、この臨床試験も行
われている。このゲルダナマイシンと現
在、口腔癌の化学療法で中心となって使
用されている白金製剤の作用部位は異
なり、これらを組み合わせることで、よ
り少量で治療効果を得ることが可能と
なり、また、副作用を軽減することも可
能となると思われる。また、分子標的治
療薬との併用により同様の利点が得ら
れる可能性も考えられる。加えて、免疫
学 的 観 点 か ら 検 討 す る こ と に よ り 、
HSP907 の抗原提示時の作用機構の解明
にもつながり、免疫療法への開発にも進
展する可能性がある。そこで、口腔癌に
おけるゲルダナマイシンを用いた分子標的
治療薬の創薬、免疫療法の検討を行い、その
有用性, 作用機序を分子生物学的に検討し、 
口腔癌治療に寄与することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
  
癌細胞の浸潤、転移に関与する分子として

アクチン束状化タンパクα-actinin-4、アク
チン関連足場タンパク cortactin、シグナル
アダプター因子である CRK Ⅱについて口腔
癌細胞における転移・浸潤能への関与につい
て生検標本を用いてそれぞれの抗体を用い
て免疫組織化学的染色を行いタンパクの発
現について検討を行い、臨床病理学的因子と
の関連を検討した。また、培養癌細胞を用い
て、それぞれの分子について siRNA を行って 
浸潤能、遊走能への影響を検討した。 
 
４．研究成果 
  
口腔扁平上皮癌において細胞と細胞外基

質との関連をシグナルアダプター因子であ

る CRKⅡに着目し検討した。生検標本を用い
て CRKⅡの発現を免疫組織化学的染色を用い
て検討したところ、腫瘍の浸潤先端部位、瀰
漫性に浸潤する部位に高発現がみられた。
CRKⅡの発現と臨床病理学的因子との関連を
検討したところ、T 分類、N 分類、浸潤型と
の間に優位な相関性が認められた。また、CRK
Ⅱの過剰発現と 5年生存率との間にも優位な
相関性が認められ CRKⅡの発現が優位な予後
因子となる可能性が示唆された。培養口腔扁
平上皮癌細胞株 OSC20 を用いて CRKⅡの発現
を siRNA により抑制したところ、wound 
healing assayにより遊走能が、また、
matrigel invasion asayにより浸潤能の有意
な低下が認められた。加えて CRKⅡの上流因
子である DOCK180、Rac1、アクチン関連足場
タンパクである cortactinの発現を検討した
ところ、CRKⅡの発現抑制により、それらの
分子の有意な発現抑制がみられた。CRKⅡの
発現抑制により p130Cas- CRKⅡ-DOCK180複
合体形成が抑制されシグナル伝達が阻害さ
れる可能性が示唆され、cortactinの発現抑
制もみられ、CRKⅡが口腔扁平上皮癌の転
移・浸潤に強く関与していることが示唆され、
また CRKⅡが口腔扁平上皮癌治療における分
子標的治療のターゲット分子となる可能性
が示唆された。 
 
腫瘍の転移には細胞間接着の減弱、マトリ

ックスメタロプロテアーゼのなどの活性化、
細胞の運動能の亢進などが重要であると考
えられており、なかでも細胞骨格であるアク
チン束状化のダイナミックな変化が重要な
因子の一つであると認識されている。口腔扁
平上皮癌におけるアクチン束状化タンパク
質 actinin-4の発現と臨床病理学的因子との
関連を明らかにすることを目的とした。口腔
癌由来培養細胞においてα-actinin-4蛋
白の発現は浸潤指数と有意な相関性がみら
れた。RNAiにてα-actinin-4 発現を抑制し
た場合、OSC20では有意に浸潤指数の低下が
みられた(P<0．05)。また、生検標本にて発
現を検討したところ、浸潤型との間に優有意
な相関性がみられた。α-actinin-4の発現
は口腔扁平上皮癌における浸潤・転移に強
く関与し、分子標的治療薬のターゲット因
子となりうる可能性が示唆された。 
 
上記因子に関連してアクチン関連足場タ

ンパクである cortactin(EMS1)についても
同様に、この分子との発現と臨床病理学的
因子および浸潤能との関連について検討を
行った。cortactionの発現は口腔扁平上皮
癌細胞において有意に過剰発現し腫瘍サイ
ズ、頸部所属リンパ節転移、浸潤パターン
との間に有意な相関性がみられ、癌細胞浸
潤能との相関が示唆された。また、培養癌



細胞においてもcortactinのmRNA発現の抑
制により癌細胞の浸潤能の有意な低下がみ
られた。加えて、E-cadherin、β-cathenin
などの接着分子の mRNAレベルの発現低下
がみられ、口腔扁平上皮癌での転移・浸潤
能に関与し、分子標的治療のターゲットと
なり得る可能性が示唆された。 

 
加えて、CRKⅡの発現と cortactinとの発

現の関連性について明らかにしてきたこと
もあり、この２つの分子の過剰発現と口腔扁
平上皮癌での浸潤・転移能について検討し臨
床病理学的因子との関連性についても検討
を行った。cortactinおよび CRKⅡは口腔扁
平上皮癌において過剰発現しており、経発現
しているものは腫瘍サイズ、頸部所属リンパ
節転移、浸潤パターンとの間に有意な相関性
が認められた。また、培養口腔扁平上皮癌細
胞において、この２つの分子の発現を抑制し
たところ、遊走能、浸潤能の有意な低下がみ
とめられた。また、5年生存率との間にも有
意な相関性がみられ、これら２つの分子の過
剰発現は口腔扁平上皮癌の転移・浸潤能と強
く関係し、これらは予後因子として有用であ
る可能性、分子標的治療のターゲットとなり
うる可能性が再確認された。 
 

 このように、現在までに口腔扁平上皮癌
における転移・浸潤に関係する分子の発現
を検討し、転移・浸潤能に強く関わること
を明らかにし発表してきた。これらの分子
へのゲルダナマイシンの影響を検討し、併
せて免疫療法について検討を進めていく必
要がある。 
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