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論 文 内 容 の 要 旨 

    

【目的】 

 p16INK4a遺伝子と p19Arf（ヒトにおいては p14ARF）遺伝子はともに 9p21 領域に存在し，エクソンは一

部オーバーラップしており，スプライシングバリアントによってそれぞれの遺伝子が発現する。口腔

癌では，ともに腫瘍抑制遺伝子として知られており，非依存的に機能を喪失することにより口腔癌発

生に関与するとされている。これらの遺伝子の機能的関連性を調べることは，口腔癌発癌メカニズム

の解明に繋がると考えられる。他の悪性腫瘍においては，マウスモデルで p16INK4a遺伝子及び p19Arf遺

伝子の欠失，また p19Arf遺伝子のみの欠失について，腫瘍発生率の増加や発がん物質に対する反応性

増加が確認されている。しかし，p16INK4a遺伝子のみが欠失した状態の口腔癌発癌に与える影響につい

ては未だ不明である。そこで本研究では，p19Arf遺伝子が保持された状態で，p16INK4a遺伝子のみを特

異的に欠失させた遺伝子改変マウスを用いて，口腔癌発癌に対する p16INK4a遺伝子単独欠失の役割を

明らかにすることを目的とした。 

 

【方法】 

 p19Arf遺伝子が保持された状態で，p16INK4a遺伝子を欠失した p16INK4aノックアウトマウスを用いた。

25 匹の p16INK4aノックアウトマウスと 25 匹の C57BL/6 野生型マウス（Wild Type，WT）に，0.1mg/ml 

の 4-nitroquinoline oxide (4NQO）を 15 週間経口投与した。4NQO の投与終了後，舌組織を切り出し

て標本を作製した。肉眼的評価と H&E 染色による病理学的評価により，舌に生じた腫瘍を発生段階に

応じて 3 型，すなわち過形成（dysplasia），上皮内癌(oral intraepithelial neoplasia; OIN)，浸

潤癌(oral squamous cell carcinoma; OSCC)に分類した。さらに抗 Ki67 抗体と抗 PCNA 抗体を用いた

免疫組織化学染色によりそれぞれの発現を検討し細胞増殖活性を評価した。また OSCC 組織を用いた

real time RT-PCR により，p16INK4a遺伝子と p19Arf遺伝子，及び各々の下流の遺伝子群についての発

現解析を行い，p16 と p19 それぞれの腫瘍抑制経路における遺伝子発現変化を解析した。これらマウ

ス実験において，癌の増殖に関連のあった遺伝子発現について，ヒト OIN，OSCC 組織，及び癌周辺の

正常組織において蛍光二重染色を行い，それらの遺伝子発現の細胞内局在を解析し，腫瘍の発生段階

と腫瘍抑制経路の変化との関連について評価した。 
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【結果】 

4NQO を投与した p16INK4a ノックアウトマウスおよび WT マウスの舌背や舌尖には，肉眼的に結節性

の腫瘍が確認された。これらの舌腫瘍を病理組織的に前述の 3 型に分類した。その結果，WT マウスと

の間に病理組織学的な形態の差異は認めなかったが，p16INK4aノックアウトマウスでの OSCC の発生率

は，WT マウスと比較して統計学的に有意に高かった(P<0.05)。また免疫組織化学染色の結果，OSCC に

おける Ki67 及び PCNA の陽性細胞の割合は，p16INK4a ノックアウトマウスにおいて有意に高かった

(P<0.05)。次に腫瘍抑制経路における遺伝子発現の変化を解析したところ，p19Arfと E2F，p63 が有意

に増加していた(P<0.05)。一方，p53 は有意な差を認めなかった。p63 には発癌促進性（ΔNp63）と

腫瘍抑制性（TAp63）の 2 つのアイソフォームが確認されているが，本実験ではΔNp63 の増加が確認

された。次いで，ヒト OSCC においてΔNp63 が有意な増加を示しているかを調べるため，OSCC と診断

された 9 例のヒト舌癌組織について免疫組織化学および蛍光二重染色を行った。ΔNp63 に特異的な

抗体がないため，p63（ΔNp63 及び TAp63）を認識する抗体と TAp63 のみ認識する抗体を用いて検討

した。ΔNp63 陽性の細胞比率は，OSCC では正常上皮と比較して有意に高く(P<0.01)，ヒトにおいて

もΔNp63 の過剰発現は OSCC の進行と関連していることが示された。 

 

【考察】 

 本研究においては，p16INK4a遺伝子の腫瘍抑制経路が OSCC への悪性形質転換の促進と関連している

ことが示唆された。これは，p16INK4a遺伝子の欠失により，細胞周期を活性化する E2F 遺伝子の発現が

亢進され，OSCC 発生に関与する可能性が考えられた。また p16INK4a遺伝子の欠失により p19Arfが活性

化された。p19Arfと p53，ΔNp63 は腫瘍抑制経路において密接な関係にあるが，本実験では p53 発現

に有意な変化は認めず，ΔNp63 発現の増加が確認された。これにより TAp63 遺伝子を含む腫瘍抑制

遺伝子の機能低下を引き起こしたことが OSCC 発生促進の要因と考えられた。 

 

【結論】 

p19Arf 遺伝子機能を保持した状態での p16INK4a 遺伝子単独の機能に着目し，p16INK4a 遺伝子と口腔扁

平上皮癌の発癌との関連性について解析した。本研究の結果から，p16INK4aの特異的欠失はΔNp63 発

現の増加を介して口腔扁平上皮癌を進行させることが示唆され，p16-ΔNp63 シグナル経路のさらな

る解析は，浸潤性口腔扁平上皮癌の新たな治療方法の開発に貢献し得ると考えられた。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 石田和久は，p16INK4a 遺伝子単独の機能に着目し，p16INK4a の特異的欠失は p19Arf を増加さ

せ，ΔNp63 の過剰発現・活性化を介して口腔扁平上皮癌を進行させることを見出した。この研究成

果は，腫瘍学，口腔外科学の進歩と発展に少なからず寄与するものと認める。 
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