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（要 旨） 
 

【序論】 

口腔癌のリンパ節転移は予後を決める重要な因子であり、癌細胞の遊走や転移の

抑制が求められている。一方 Prostaglandin E2 受容体の 1 つである EP4 は大腸癌

等で転移や遊走に影響する増悪因子として報告されているが、メカニズムを含め、

不明点が多く、口腔癌では報告がほとんどない。本研究では EP4 の口腔癌細胞へ

の影響、特に遊走に関わる因子として知られている Ca2+との関連に注目し、癌細胞

遊走におけるメカニズムを検討した。 

 

【方法】 

主にヒト舌扁平上皮癌細胞株 HSC−3、EP4 及び Ca2＋流入に関与する分子である 

STIM1、Orai1 の shRNA レンチウイルスを使用して標的蛋白質をノックダウンした

細胞を使用した。遊走能は Scratch assay で、転移能は肺転移モデルマウスを用いて

評価した。Western blot 法で発現蛋白質を評価し、細胞内 Ca2+濃度変化を Ca2+感受

性色素である Fura−2 で評価した。免疫沈降法で蛋白質同士の相互作用を検討した。 

 

【結果】 

EP4 アゴニスト刺激で遊走能が亢進し、遊走に関与する蛋白質のリン酸化が生

じた。また EP4 ノックダウンで遊走能、転移能が低下した。免疫沈降法で EP4 と 

Orai1、TRPC1 が複合体を形成することが示された。さらに Orai1 ノックダウン細

胞を EP4 アゴニスト刺激をしても、細胞内 Ca2+は上昇せず、遊走能も亢進しなか

った。一方、STIM1 ノックダウン細胞では EP4 アゴニスト刺激で細胞内 Ca2+が上

昇したことから EP4 刺激による Ca2+の上昇と遊走能亢進は STIM1 を介さず、Orai1 

を直接介することが判明した。さらに EP4 アゴニスト刺激による細胞内 Ca2+の上

昇は他の癌細胞でも生じることが判明した。 

 

【結論】 

EP4 が Orai1、TRPC1 と複合体を形成し、細胞内 Ca2+の調節を行うことで細胞遊走

能を調節していることを発見した。この機序は従来報告されていた機序とは異な

り Ca2+センサーである STIM1 を介さず、EP4 が直接 Orai1 を活性化し、細胞外か

らの Ca2+流入を起こし、細胞遊走を調節するものであった。これは正常細胞を含め

過去に報告がない新規機序であり、口腔癌だけでなく、他の癌治療のターゲットと

しても期待できる。 
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【目的】 

 Drug repositioning は、ヒトでの安全性や薬物動態が確認されている既存の薬剤

を、別の治療薬として開発する戦略をいう。ミダゾラム（MDZ）は、静脈内鎮静法

に使用されるベンゾジアゼピン系麻酔導入薬である。本研究では、MDZ と骨形成

タンパク質-2（BMP-2）の併用による、骨造成及び骨再生における Drug repositioning

の可能性について検討した。 

 

【方法】 

不死化マウス筋芽細胞株（C2C12 細胞）を MDZ と BMP-2（MDZ + BMP-2）を

併用した培地で培養し、アルカリフォスファターゼ（ALP）活性の測定、MTS assay

による細胞増殖の測定、筋管細胞の myosin 免疫染色、real time PCR による遺伝子

発現測定、生成された石灰化物の同定、各受容体の免疫染色を行い、C2C12 細胞の

骨芽細胞への分化とシグナル伝達を、細胞生物学的、免疫組織化学的および結晶工

学的に調べた。 

 

【結果】 

 MDZ + BMP-2 は、C2C12 細胞の筋管細胞形成を抑制し、ALP 活性と Runx2、

ALP、Ostesix の遺伝子発現レベルを上昇させた。石灰化誘導培地用いて培養し生成

された石灰化物は、ランダムに配向したヒドロキシアパタイトのナノロッドとナノ

粒子で構成されていた。GABAA 受容体の α1 および γ2 サブユニット抗原の免疫染

色性を減少させ、BMP シグナル伝達に関するⅠ型 BMP 受容体とリン酸化 Smad1/5/8

の免疫染色性が増強した。 

 

【結論】 

 本研究では、MDZ + BMP-2 が C2C12 細胞において、GABAA 受容体応答性より

も BMP シグナル伝達を優先的に促進する事で骨芽細胞への分化を誘導する事が示

唆された。これらの結果から、MDZ + BMP-2 は骨造成及び骨再生における Drug 

repositioning の有用性があると示唆された。 
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 現在、歯科用インプラント材料はチタンやチタン合金が主流であるが、欧米では 

メタルフリーであるジルコニアが注目されている。ジルコニアはチタンと比較して 

軟組織の親和性が高いことが報告されている。インプラント埋入患者はインプラン 

ト周囲炎のりスクを有しており、その要因のひとつにインプラントカラーの軟組織 

の付着の弱さが挙げられる。本研究では、ジルコニアインプラントへの軟組織付着 

の向上を目標に、ラットロ腔内へのインプラント埋入実験によって、表面処理後の 

ジルコニア試料を比較検討した。 

動物埋入実験には、Y-TZP のシリンダー状インプラントを用意した。未処理の群

(control) に対して、UV 照射を行なった群(UV)、サンドブラスト後 HF 処理を施し

た群(blastedsHF)、および blastedHF 処理後 UV 照射を行なった群(blastedHF＋UV) 

の 3 種類の表面処理ジルコニアインプラントについて検討した。6 週齢のラットの

上顎第一大臼歯を抜歯後、抜歯窩に表面処理済みジルコニアインプラント試料を埋

入した。埋入 3 週間後切片を製作し、光学顕微鏡および、偏光顕微鏡を用いて軟組

織コラーゲン線維の配向状態を観察した。また、形態計測として、インプラント体

への軟組織付着率、面積を測定した。 

偏光顕微鏡を用いてインプラント体に対するコラーゲン線維の走行を観察した

ところ、blastedHF＋UV においては、他の試料と比較して長いコラーゲン線維の束

が明瞭に観察された。垂直配向コラーゲン線維の割合は、コントロールと比較して

UV、blastedHF、blastedHF＋UV で有意に高い値となった。また、垂直コラーゲン

線維の全領域面積は、コントロール、UV、blastedHF と比較して、blastedHF＋UV 

では有意に高かった(p < 0.05) 。これはサンドブラスト酸処理によってジルコニア

表面に形成された細孔がコラーゲン線維の足場となり、UV 処理によって血液など

体液の浸透が促進され、その結果コラーゲン線維の垂直配向を誘導したと考えられ

る。 

以上の結果から、blastedHF＋UV 処理を施されたジルコニアインプラントの軟組

織への有用性が示唆された。 
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