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胃内分泌細胞腫瘍におけるKIT蛋白発現の検討
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要 旨

胃内分泌細胞腺癌には,低悪性度のカルチノイド,高悪性度の内分泌細胞癌,および中間悪性

度の異型カルチノイドがある.本研究では,KIT蛋白発現と胃内分泌細胞腺癌群の発生 ･進展

との関連,同蛋白が胃内分泌細胞腫癌群の病理組織学的鑑別に有用なマーカ-になりうるかど

うか,を明らかにするため,カルチノイド10病変,累型カルチノイ ド4病変,内分泌細胞癌 24

病変を対象に,mT蛋白発現を免疫組織学的に検討 した.通常型胃腺癌 50病変 (分化型 27病

餐,低分化充実型 23病変)を対照とした.K汀蛋白発現は内分泌細胞癌の 79.20/Oにみられた

が,カルチノイド,異型カルチノイ ドでは同輩白発現はみられなかった.内分泌細胞癌の KIT

蛋白発現頻度は,対照とした通常型胃腺癒50例に比べ有意に高く (分化型で 18.5%,低分化充

実型で4.4%),同蛋白発現は胃内分泌細胞漉癌の中でも高悪性度の内分泌細胞癌に特異的なも

のであると考えられたが,同病の 和丁蛋白発現率は腺癌随伴の有無で異なり,腺癌随伴内分泌

細胞癌は純粋内分泌細胞癌に比べ有意に高値を示 した (88.3%vs43,0%).前者では,腺癌部

にも内分泌細胞癌部と同様に高頻度 (70.6%,12/17)にKIT蛋白発現があり,随伴腺癌部と内

分泌細胞癌部の同質白発現の有無は82.4% (14/17)が-致 していた.内分泌細胞癌ではp53

蛋白過剰発現も高頻度に認められたが (75.0%),KiT蛋白発現との間に相関はなかった.以上

のことから,Krr蛋白発現はp53蛋白過剰発現 ･遺伝子異常とは独立 した機序 として,胃内分

泌細胞癌の組織発生 (発行する腺癌が内分泌細胞癌に進展する過程)に関与 し,カルチノイ ド

や異型カルチノイドの発生 ･進展には関与していないことが想定されたが,KIT蛋白発現陰性

のカルチノイ ドまたは異型カルチノイドを経て,同蛋白陰性の内分泌細胞癌に至る経路も存在

しうると考えられた.m 免疫染色を用いたKIT蛋白発現の有無は,高悪性度の内分泌細胞癌

と低悪性度のカルチノイ ドの病理組織学的鑑別のマーカーにはなりうるが,カルチノイドと中

間悪性度である異型カルチノイ ドとの鑑別には,有用性は低いと考えられた.
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緒 言

胃内分泌細胞腫癌は,組織学的に低異型度 で 生

物学的にも低悪性度のカルチノイドと,高 異 型 度

で高悪性度の内分泌細胞噛とに大別される 1ト 3)

カルチノイドは弱好酸性微細願粒状細胞質と,円

形-卵円形の均-小型核を持つ細胞の索状 ･リボ

ン状 ･充実結節状胞巣からなり1)- 6),核分裂像

は希で,脈管後聾やリンパ節 ･他臓器転移を来す

ことはほとんどなく,粘膜深層から粘膜下層を発

育主座 とする4ト 6).--;X内分泌細胞癌はクロマ

チンが粗造な大型翼型稜を持つ細胞から構成 さ

れ,壊死巣や偽ロッド構造を伴う充実結節状胞巣

やシ- 卜状胞巣からなり1ト 6),多数の核分裂像

がみられ,脈管侵襲やリンパ節 ･他臓器転移の頻

度が高く,臨床的発見時には固有筋層以深に浸潤

していることが多い 4)- 6).両者はHE染色標本

による細胞 ･組織像,発育様式,核分裂橡の多寡

などから診断が可能であるが,時として鑑別困難

な病変が存在することがある.また,組織学的に

はカルチノイドと近似するが,内分泌細胞癌と同

様に固有筋層に浸潤し,脈管侵襲や転移を来すも

のがあり,これらは異型カルチノイド6)7)と呼ば

れる.カルチノイ ド,異型カルチノイド,内分泌

細胞癌はそれぞれに生物学的悪性度が異なるた

め,臨床的にはこれらの厳密な鑑別が必要である.

そのため,胃内分泌腺癌の病理診断には,細胞増

殖マ-め-である氾-67免疫染色やp53免疫染色

などの補助的手段が用いられることがあるが4)6),

更に鑑別に有用なマ-磨-が望まれる.

カルチノイドと内分泌細胞嬢はその組織発生や

発生に関与する分子メカニズム ･遺伝子異常も異

なると推定されている.カルチノイドは胃上皮の

幹細胞由来で内分泌細胞への分化能を獲得 した幼

君内分泌細胞から発生すると考えられている4)8)

一方,内分泌細胞癌は,充実結節状胞巣やシー ト

状胞巣を形成する極楽に分化型腺癌を併存するこ

とが多いことから,管状腺癌が先行発生 し,腺癌

細胞の異分化で出現 した増殖能の高い腫癌性内分

泌細胞の増生により形成されると考えられている隼

前者の発生には多発性内分泌腺癌 1型 (MENl)

の原因遺伝子であるMEN-1遺伝子異常 9日0)早

H.pylon'感染 11)が,後者の発生にはp53遺伝子

異常の関与が6)12)想定されている.

KJT蛋白はC-kit遺伝子にコー ドされる受容体

型チロシンキナーゼであり,stemcellfaetor(SCF)

をリガンドとし,SCFと結合することで起きる受

容体のリン酸化が細胞内への様々なシグナル伝達

を調節している13).正常組織では,KITは肥満細胞,

メラノサイト,生殖細胞,消化管のカハ-ル介在細

脂,造血前駆細胞の分化 ･増殖に必須な役割を果た

している14ト 16).その異常発現はGIST(gastroin-

testinalstromaltumor:消化管間葉系鹿癌 )17)18),

精上皮腫 19),悪性黒色感 19)などの発生に関与し

ていると推定されているが,肺 20)21),大腸 22)23),

胃 23),勝脱 24),前立腺 24),などの種々の臓器の

内分泌細胞からなる腫癌でも,比較的高頻度に

Krr蛋白の発現がみられることが報告 されてい

る.

本研究では,KIT蛋白発現と胃内分泌細胞聴感

群の発生 ･進展との関連,同蛋白が胃内分泌細胞

感癌群の病理組織学的鑑別に有用なマ-カ-にな

りうるかどうか,を明らかにするため,腎内分泌

細胞腫癌を構成するカルチノイド,異型カルチノ

イド,内分泌細胞癌のKIT蛋白発現を免疫組織学

的に検討 した.また,内分泌細胞癌の発生に関与

すると想定されているp53蛋白過剰発現について

も併せて検討した.

材料と方法

1.検討対象

カルチノイ ド10病変,異型カルチ}イ ド4病

餐,内分泌細胞癌24病変を検討対象とした.カル

チノイドと内分泌細胞痛の病理組織診断はWHO

の組織分類 1)3)および胃癌取扱い規約 2)に従っ

た.翼型カルチノイドは,通常のカルチノイドに

比べ細胞異型や増殖活性が高いか,固有筋層まで

浸潤 しているもの 6)とした (図 1),カルチノイ

ドは内視鏡的切除例 7例,外科切除例 3例で,輿

型カルチノイド,内分泌細胞癌は全例外科切除例

であった.対照は,外科切除例通常型胃腺癌 50病
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EElJ 胃内分泌細胞腫偏のHE染色組織儒

A カルチノイド 円形一卵H形小型均 核と

弱好酸件微細勅粒状Au胞質からなり,来状 .リ

ボン状 ･充実結節状他姓を形成している 核分

封憎=まみられない B共型カルチノイド カル

チノイドに比べやや大型の桜からなり,核の大

小不Ipほ どもあり,核分裂像もみられる (央

Ill)索状 ･リボン状胞lRを形成している C内

分泌細胞塊 カルチノイドに比べ大型で稚造な

クロマチンを持つ興型核からなり,充実結節状

胞兆を形成する 核分裂像がみられる (矢印)

餐 (分化型 27病変,低分化充実型u23病変)とし

た 内分泌細胞腫暇,通常型腺癌ともに,10%ホ

ルマ リン固定 ･パラフィン包埋-jロ ソクの HE標

本で病理組織憶を検索 し,う引こ神経内分泌細胞マ

ーカーであるGrlmelius染色,chromogranlnA染

色 neuron-specl丘cenolase染色を行い,前名で

はこれらの 2つ以上がぴまん性に陽性 5)9)である

ことを,後者ではいずれの染色でも陽性細胞が

10%未満であることを確認 した 各病変の病碑組

織学的診断事項は剛 轟取掛 ､規約 2)に準 じた

2.免疫組織化学

KJT蛋 白発現は KIT蛋白に対するポ リクロー

ナル抗体 (No566.MBL Japan)杏.p53坐白過

剰発現は p53蛋白に対するモノクロ-ナル抗体

(pAb1801,0ncogeneSclenCe,USA)を用いた免

疫染色により検索 した.それぞれを一次抗体とし,

4FLmパ ラフィン切片をマイクロウエーブ抗19,嵐

活後,slreplavldin-biot111inulunOPerOXldase(SAB)

汰 (HIStOfineSAB-POk止,NIChlrelJaparl)にて染

色を行った

KIT染色の評価は,GISTの免睦染色評価法 25)

に嘩 じ,11egative 陽性細胞が 100/o以下,focal

陽性細胞が 10-50%,d血lSe 陽性細胞が 500/a

以上 の 3段階に分けた_更に染色強度 を弱陽性

(weak)と強陽性 (strong)とに大別 した 弱陽

性は細胞質が淡 く陽性になるもの,強陽性は細胞

質と細胞膜に明瞭な陽性JI'JTr兄がみられるものとし

た p53染色の評価は,陽性細胞がぴまん性 また

は限局強請性にみられるものを,陽性 (過剰発現)

とした26)

統計横定にはx二乗検定 または Fisherの直接

繊率計算を用い.p<005を有意差ありとした

結 果

I.円内分泌細胞腫店の砲床病理学的事項

対象病変の臨床柄裡学的事項を表 H=示す カ

ルチノイドは大 きさが20mm未満で,平均崩大径

は6.9mmであり,全例粘腰内 (pM)か粘膜下層

(PSM)までに留まっていた リンパ管侵襲 (1y),



304 新潟医学会雑誌 第 123巻 第6号 平成 21年 (2009)6月

表 1 対象病変の臨床病理学的事項

組織分類 n 最大擾 mm
pM PSM PMP pss～

ly(.) ∨(.) ∩(+)…

如- 10 6(1295145.)0 2 8 0 0 (OolotoO)

異型- イド 4 39(L90課 4 0 2 1 1 日昌io4%,

0/10
(0%)

2/4 1/4

(50%) (20%)

- 泌細胞癌 2ヰ 5昌03三233..)3 0 6 ま ま7 (2803/02io4) 読/fvo4) (1623joi/09)

通常型腺鰍 ヒ型 27 5(li'28三124861)3 0 7 5 15 (1673jo2/07) (謁 (152olo2/073

- 型腺癌低酬 ヒ売薬型 23 6(811_i13570')5 0 4 3 16 (1774io2/03) (≡i52oA3) (1658/02/02)
蘇

pss～I:pss.PSE.pst, n(+)''=I)ンハ葡非恥書例は除く

Fy:リンハ:菅侵襲､∨:掃脈侵襲､n:リンハ~節転移

表 2 胃内分泌細胞腺癌のm 発現

KIT発現ハいタ｢ン別鳩性率

組織分類 陽性率 FoCal Diffuse

(weak) Weak strong

n･ナj/ト ｡:I:u(0/･.L:り…

異劉 jWj細 0% 鞘 4了*

内分泌細胞癌 79.2% (19/24了 4･2%Hj24) 45･8% 持沼 4) 29.2%(7/24)

通常型腺癌酬 ヒ型 18.5%(5/27)# 18･5% (5/27) O/5

通常型腺癌健脚 ヒ売薬型 4･4%附 23)# 4･4% (11233 Oil

tvs+*;p=0.062,*vs糊 +;p<0.0001,*vs#;p<0.0001

Focal:KfT陽性細胞頻度が10150%､Dffuse:rQT陽性細粒頻度が50㌔以上

静脈侵襲 (Ⅴ)を示 したものはなかった.異型カ

ルチノイ ドは平均最大径が 39mmで,3/4例は

20mm 以上の大きさであり,2/4例は固有筋層以

深に浸潤 していた.リンパ管侵襲,静脈侵襲,リ

ンパ節転移 (n)がぞれぞれ 100%,50%,20%

にみ られ た.内分泌細胞癌 は平均最大径 が

55.3mm で全例が 20mm 以上の大 きさであり,

18/24例が進行癌であった.リンパ管侵襲,静脈

侵襲,リンパ節転移陽性率はそれぞれ 83%,

92%,63%であった.なお,内分泌細胞痛の 17/

24例 (70.8%)では,充実結節状胞巣やシー ト状

胞巣を形成する内分泌細胞痛覚の一部に通常型分

化型腺癌の随伴がみられたが,カルチノイド,異

型カルチノイドには腺癌の随伴はなかった.

2.胃内分泌細胞腫癌のKIT蛋白発現

内分泌細胞癌の 79,2% (19/24)にKIT蛋白発

現がみられたが (図2-A,B,C),カルチノイ ド,

異型カルチノイドにKrr染色陽性病変はなかっ

た (図2-D,E).対照とした通常型腺嬢での mT
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図2 円内分泌細胞催鳩のKlT丑≡白発現

A.内分泌細胞癌のTqr免疫染色 細胞質 細胞膜が明瞭に染色されている (襲陽性)B内分泌細胞癌

のTm 免疫染色 細胞質が淡く染色陽性であるが,細胞膜に明瞭な陽性所見はみられか ､(嚇陽性)C
異型カルチノイドのm 免疫染色 陽性細胞はみられない

銀白発現率は,/分化型が 18.5% (5/27).低分化

充実型が4.4% (1/23)であり,内/Jl泌細胞梶と

それ以外には有意差がみられた (表 2).

内分泌細胞癌の JqT蛮泊 発現パターンは,(oral

(KTT染色陽性細胞頻度が 10150%)が 1/24

(42%),dihse(同陽性細胞頻度が 50%以 日

が 18/24(750%)であった.染色陽性強度は,

focalとdi瓜lSeの 11/18が弱陽性 (weak)で,陽

性所見は細胞質に淡く認められるのみであったが

(図2-C),difhseの 7/11は葡陽性 (sh･ong)で,

細胞質と細胞膜が明瞭に染色されていた (図2-

B) なお.内J分泌細胞腰痛症例,通常型腺癌症例

のいずれも,同一切片内にみられた非腫癌性上皮

は7m 染色陰性であった.

3.腺癌随伴の有*別にみた内分泌細胞活の

KIT蛋白発現

内分泌細胞稀を腺癌随伴の有無で分け,それぞ

れの JqT蛋白発現率と,随伴腺癌部と内分泌細胞

癌部の KlT銀白発現の相関を検討 した 通常型腺

価 (分化型)を随伴する内分泌細胞7血の m 蛋

白発現率は883% (15/17)であり,純粋内分泌

細胞癌 (腺癌非随伴)の 430% (3/7)に比べ有

意に高値であった 腺腐随伴例では,腺磁部の

706% (12/17)に KJT窒自発税がみられた (秦

3).腺癌随伴内分泌細胞癌の腺癌部と内分泌細胞

癌部 (充実患節状地米やシー ト状胞巣を形成する

鍵楽 部)の KTT蛋 白発現の有無 の-敷革 は

82_4% (14/17)であり,両省のf]dL二は相関傾向
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がみられた (p-00735)(表4,図3)

Ll.胃内分泌細胞腫痔の p53蛋白過剰発現およ

び Krr蛋白発現との相関

内/Jl泌細胞塊の 75.0% (18/24)にp53架白の

過剰発現がみられたが,カルチノイド,lhl噌カル

チノイ ドでlEJ蛋白過剰発現がみられた病変はな

く,内分泌細胞稀との関には有意男があった 対

州とした通常型腺蛸での p53蛋白過剰発現準は.

//)化型 が 667% (18/27),低分 化 允尖判 が

478% (ll/23)であり.内分泌細胞煤の過剰発

現朔Jifとは有意差はなかった (表 5)_内/}1泌細胞

衰3 腺鎚随伴の有無別に.&た内分泌細胞蛸の

TdT発現率

榛名随伴内分泌細胞焦 ' 17 883%(15/17)

内分泌細胞癌部 883%(L5/17)

馳伴牌満都 706%(L2/17)

純粋内分細 胞癌 L' 7 430%(3r7)

24

◆vs=川.p=0038

癌の p53蛋∩過剰発現とm 銀白発現との間に

は有意なulti馴まなかった (表6)

考 察

近1F.細々の臓諾詩の内分泌細胞からなる腺癌で.

KIT'iti白発現が報告されている20ト 24).内分泌耕

地からなる1lylH!rfは内/Jl泌抑II胞秘の他.小細胞癌,

神経内/Jl泌kfFII伽.yE等と呼称されるが.柿/ト細胞塊

の46% 20)と33% 21),肺大細胞神締内分泌細胞

癌の 56鰭20).大脳神締内分泌細胞秘の 23% 22)

と25% 23),勝jlX:･前立腺 ･卵)Rなどの泌味付殖

器系小細胞塊の 50-75% 21)で KrrfE;∩発現が

報告 されている_円内分泌細胞肺癌E:ついては

表4 腺癌随伴内分泌細胞瑞の腺榔部とIJl/Jl泌

細胞柵冊のKrT発Blの州側

LJヰt l一書 内分泌一一胞AL彬
FI性 FLは

図3腺煉駈け内分泌細胞境

A_HE染色紙#性 充実患節状胞巣を形成する内/Jl泌細胞塊部 (*)に近棲して,管腔形成が明瞭な分

化型 (中分化)腺塩が随伴している (辛*).aAと岡林位のtCrT免岐染色 内/h泌細胞病臥 随If一分化

4!腺塩許ともに壌陽性
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表 5 腎内分泌細胞腺癌のp53過剰発現

組織分類 陽性率

･･･ノ･:/･ - 了 :.･〉 I

I;JIL∴ .f:日 ･ト･:.'･1J

I!･'･いい√･‡･'::I. ･･,.u･･､111､I:･?'

通常型腺癌分化型 66.7%(18/27)

通常型腺癌低分化型 47.8%(ll/23)

★vs♯*;p=0.010′ ♯vsH★;pく0.0001

Ishikuboら23)の報告があり,神経内分泌細胞癌

の25% (4/16)でKⅠT蛋白発現が認められたと

しているが,Ishikuboらの神経内分泌細胞癌は本

研究の内分泌細胞癌に相当し,これまでカルチノ

イドや翼型カルチノイドを含めた胃内分泌細胞腺

癌の KIT蛋白発現に関する網羅的検討はなされ

ていない.本研究結果では,胃内分泌細胞癌は高

頻度 (79.2%,19/24)にKIT蛋白を発現 してい

たのに対し,カルチノイドや異型カルチノイドで

は同蛋白発現は認められなかった.また,内育泌

細胞癌のK王で蛋白発現は対照とした通常型腺癌

のそれに比べ有意に高く,輩司蛋白発現は胃内分泌

細胞腺癌の車でも高異型度 ･高悪性度である内分

泌細胞癌に特異的なものであると考えられた (表

2).

本研究における内分泌細胞癌のKIT蛋白発現

頻度 (79.2%)はIshikuboら23)の報告 (250/a)

に比べ極めて高頻度であった.発現頻度乗離の理

由としては,第-に免疫染色に用いた抗体の違い

が挙げられる.IshikuboらはDako社のポリタロ

-ナル抗体を,本研究ではMBL社のポリタロ-

ナル抗体を用いたが,現在 K汀蛋白の免疫染色に

用いられる抗体は10種類程度が市販されている.

それぞれの抗体により染色態度が異なる可能性が

あり,一概にいずれの抗体が和で蛋白発現の同定

に至遠であるかを決定することはできないが,杏

研究で施行した免疫染色では,同-切片内の非腫

癌性胃粘膜上皮やカルチノイド,異型カルチノイ

ドではKIT染色は陰性であり,内分泌細胞癌の高

衰 6 胃内分泌細胞癌の KIT発現とp53蛋白過

剰発現の相関
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p 5 3 蛋 白過剰発現

陽 性 陰性

陽性 13/24(54.2%) 6/24(25.00/i,)

陰性 2/24(8.3%) 3/24(12.5%)

p=0.3256

いFnT蛋白発現が抗体の違いによる偽陰性を含

んでいるとは考えにくい.第二の理由としては,

どの程度の染色強度を陽性としたかの違いが考え

られる.本研究では,KIT染色の陽性所見を弱陽

性 (細胞質が淡く陽性)と強陽性 (細胞質と細胞

膜に明瞭が明瞭に陽性)に大別したが,強陽性症

例 のみの頻度 は内分泌細胞癌全体の 29.2%

(7/24)と王sh妄kuboらの報告 にほぼ日日-一致 し,
Ishikuboらは本研究の強陽性所見のみを染色陽

性とした可能性がある.上述 したように,本研究

のKIT染色陽性所見は偽陽性とは考えにくく,杏

研究の弱陽性所見もKIT蛋白発現を捉えている

ものと考えられるが,染色強度の違いが何に起因

しているかは不明である.本研究ではKIT蛋白を

コードするC-kit遺伝子異常の有無については検

索 しなかったが,KIT蛋白が高発現するGISTで

は約 80%にC-kit遺伝子に突然変異が認められ

ている27).また,GIST以外でmT蛋白発現が認

められた腫癌ではC-ゑ嘉の突然変異はなく,その

増幅がみられたとの報害もある紬.KIT染色の陽

性態度の違いがC-kit遺伝子異常の有無や種類と

関連している可能性もあり,このことは今後の研

究課音である.

胃内分泌細胞腺癌の組織発生は,カルチノイド

と内分泌細胞癌とでは明らかに異なる経路 ･機序

が想定されている,カルチノイドは胃上皮の幹細

胞由来で内分泌細胞への分化能を獲得した幼君内

分泌細胞から発生すると考えられているが4)8),

その異体的経路の--一つとして,A型胃炎における
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カルチノイドの発生が挙げられる.A型胃炎によ

る胃底腺萎縮 ･胃酸分泌低下に対するブイ-ドバ

ック機構を介 した高ガス トリン血症の trophic

aetionが,既存の内分泌細胞の過形成を惹起 し,

それが内分泌細胞微小砲架を経てカルチノイドが

発生することが明らかにされている8).一方,内

分泌細胞嬢は腺癌を先行病変とし,腺癌の異分化
で出現した増殖能の高い腫癌性内分泌細胞の増生

により形成されると考えられており4),その過程

にはp53遺伝子禦常が関与していると推定されて

いる6)9).p53蛋白過剰発現や遺伝子異常はカル

チノイドでは認められないことから,カルチノイ

ドの悪性転化で内分泌細胞癌が発生することは極

めて希と考えられている6)9)

KIT蛋白発現を検討した本研究結果も,カルチ

ノイドと内分泌細胞嬢では組織発生が異なるとす

る従来の考え方を支持するものであった,mT蛋

白発現は内分泌細胞癌のみにみられ,カルチノイ

ド書翼型カルチノイドでは同蛋白発現はなく,腺

癌随伴内分泌細胞癌では腺癌部にも内分泌細胞癌

部と同様に高率にKIT蛋白発現があり (嚢 3),

更に両者 KIT蛋白発現の有無は82.40/Oで一致 し

ていた (有意の傾向あり日豪4,図3).内分泌細

胞癌では発行する腺癌が内分泌細胞癌に進展する

過程で,p53遺伝子変異や蛋白過剰発現と同様に,

KIT蛋白発現が関与 しており,カルチノイドや異

型カルチノイドの発生 ･進展にはm 蛋白発現

は関与していないことが推定された.しかし本研

究結果では,腺癌を随伴しない純粋内分泌細胞癌

の KIT蛋白発現は腺癌随伴例に比べ有意に低値

であり,和丁蛋白発現陰性のカルチノイドまたは

翼型カルチノイドを経て同蛋白発現陰性の内分泌

細胞癌に至る経路 も存在 しうることが想定され

る.p53蛋白過剰発現については,カルチノイ

ド･翼型カルチノイドに発現陽性例はなく,内分

泌細胞嬢では75%に過剰発現がみられたが (秦

5),これらの結果はこれまでの報告 6)9)と同一で

あった.他方,和で蛋白発現とp53蛋白過剰との

間には有意の相関はなく (義 6),両者は独立した

機序として内分泌細胞癌の発生と進展に関与して

いるものと考えられた.

mT蛋白発現の有無は,生物学的悪性度の高い

内分泌細胞癌と悪性度の低いカルチノイドの鑑別

に有用なマ-カ-になりうると考えられた.雨着

の病理組織学的鑑別は,通常はその細胞像,発 育

様式,細胞増殖活性 書p53蛋白過剰発現の有無4)6),

などにより可能であるが,腺癌のごく一部のみが

採取 される臨床内視鏡生検組織では,腺癌内に

heterogeneityが存在する場合,的確な病理組織診

断が困難になる場合もある.本研究結果では,カ

ルチノイ ドにはmT蛋白発現はみられなかった

ことから,KYr染色が陽性であれば,カルチノイ

ドは否定的と考えることができる.肺内分泌細胞

魔境の HT蛋白発現 を検討 したArakiら20)も,

小細胞癌 と太細胞神経内分泌細胞癌の 46%と

560/Oに和T蛋白発現がみられたのに対 し,カル

チノイドでは同蛋白発現はみられなかったとして

いる.

他方,生物学的悪性度では内分泌細胞癌とカル

チノイドの中間に位置する異型カルチノイドの診

断には,KIT染色の有用性は低い.異型カルチノ

イドは組織学的にはカルチノイ ドに近似するが,

脈 管 侵襲やリンパ節 ･他臓器転移を来すことがあ

り6),カルチノイドとは区別して扱う必要がある.

本研究の異型カルチノイドでもリンパ管侵襲,節

脈侵襲,リンパ節転移がそれぞれ 100%,50%,

20%に認められたが,異型カルチノイドはカルテ

}イドと同様にm 蛋白発現はみられなかった.

両者の鑑別に有用なマーカーについては,更なる

検索が必要である.
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