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潰瘍性大腸炎の炎症性発癌早期病変(dysplasia) と
散発性腺踵との病理学的鑑別
長島藍子
新潟大学医歯学総合研究科消化器内科学分野
（指導：寺井崇二教授）

PathologicalDifferencesbetweenUlcerativeColitis‑associated
DysplasiaandSporadicAdenoma
AikoNAGAsHIMA

DMsionofGastmentemﾉogyandHepatoﾉOgyjM唾Hta[ﾉhive応町
GIaduateSchooﾉofMedicaﾉandDentaﾉSCienCes

のirでcIoITR℃fSMinRAI)
要

旨

【背景】長期経過の潰瘍性大腸炎(ulcerativecolitis:以下UC)の合併症として大腸癌の発生

がある.UCに発生する大腸癌はdysplasiaと呼ばれる粘膜内腫瘍を前癌病変とすること，およ
びdysplasiaには同時性異時性の癌発生を予測するリスクマーカーとしての意義もあることか

ら，内視鏡的サーベイランスの生検でdysplasiaの病理診断がなされた場合は，大腸全摘が治療
第一選択として推奨されてきた．他方,UC大腸粘膜にはdysplasia以外に，通常の腺腫も偶発
することがある （散発性腺踵)． これらに対しては，経過観察もしくは内視鏡的切除が治療第一
選択である． しかし，治療方針が全く異なる両者の生検組織による鑑別は困難なことも少なく
ない．

本研究は,UCのdysplasiaと散発性腺踵の病理学的鑑別法を確立することを目的として，細
胞増殖動態,p53蛋白過剰発現，アポトーシス, q‑methylacyl‑CoAracemase (AMACR)発現
のdysplasiaと通常の腺腫における発現様式を検討した．

【対象と方法】UCに認められたdysplasia29病変と，炎症性腸疾患を合併しない通常の大腸に
発生した腺腫40病変を対象として,Ki‑67免疫染色, p53免疫染色,AMACR免疫染色,M30
cytoDeath免疫染色を行い，増殖帯の分布様式,p53蛋白過剰発現の有無,AMACRの発現頻度
と陽性細胞の分布様式，アポトーシスの頻度，を検討した．

【結果】Ki‑67染色では, dysplasia群と腺腫群で中央値に有意差はなかったが，両者で増殖帯
の分布は有意に異なっており (P<0.001), dysplasia群ではbasalの頻度が最も高く (55.2%),
腺腫群ではsupelficialの頻度が最も高かった(65.0%). p53蛋白過剰発現の頻度は, dysplasia
群が腺腫群に比べ有意に高かった(51.7%vs.15.0%,P<0.0001).AMACR発現頻度はdys‑
plasia群と腺腫群とで有意差はなかった(82.8%vs.82.5%)が，発現細胞の分布様式は,dys‑
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plasia群の72.5%がbasalであったのに対し，腺腫群では70.0%がdiffuseであった.AI (apo‑
toticindex)は, dysplasia群が腺腫群が比べ有意に高かった(1.76%vs.0.61%).AIのカット

オフ値を2．0に設定すると, dysplasia群は2.0以上と未満がほぼ半数であったが，腺腫群では1
病変を除き全例が2．0未満であった．検討した4因子をもとに対象病変を層別化し, dysplasia
と散発性腺踵鑑別のためのアルゴリズムを作成した．アルゴリズムにより本研究で対象とした
dysplasiaの75.9%と腺腫の87.5%は排他的診断が可能であった．

【結論】UCのdysplasiaと散発性腺膣の病理組織学的鑑別には，従来よりその有用性が報告さ
れている増殖帯の分布様式,p53蛋白過剰発現に加え,AMACR発現様式とアポトーシス頻度も

有用な因子と考えられた． これら4つの因子を組み合わせた系統的病理診断を行うことにより，
dysplasiaと散発性腺踵のより精度の高い鑑別が可能になるものと期待される．今後,UC粘膜
に発生した種々の異型上皮に本アルゴリズムを適用した前向き研究を行うことで，その有効性
を検証することが必要である．

キーワード：潰瘍性大腸炎,dysplasia,散発性腺膣，アポトーシス,AMACR

緒

言

断基準が必要とされている．

これまで, dysplasiaと散発性腺踵を病理組織学
長期経過の潰瘍性大腸炎(ulcerativecolitis :

的に鑑別するための補助手段としては，細胞増殖

以下UC)の合併症として大腸癌の発生があり1)2),
炎症性発癌と呼ばれている3).UCに発生する大

動態とp53蛋白過剰発現の有用性が高いとされて
きた15)16)．細胞増殖動態については，通常の大腸

腸癌はdysplasiaと呼ばれる粘膜内腫瘍を前癌病
変とすることから4)，従来よりUCに発生する

表層〜中層に存在する15)17)18)のに対して，炎症

dysplasiaの内視鏡的発見と生検による診断を目
的としたサーベイランス5)−7）が行われてきた．

粘膜に発生する腺腫では，一般に，増殖帯は腺管
性発癌早期病変に特徴的とされる平坦で周囲との

また, dysplasiaはそれ自体が前癌病変（発癌早期

境界が不明瞭なdysplasiaでは，増殖帯は腺管中
層〜深部に存在することが多い15)16)．前者は

病変）であると同時に，同時性異時性の癌発生を

top‑downmorphogenesis,後者はbottom‑up

予測するリスクマーカーとしての意義もあること

momhogenesisと呼ばれる19).p53遺伝子異常は

から8)9)，内視鏡的サーベイランス生検でdyspla‑

免疫組織学的に蛋白過剰発現として同定すること

siaが発見された場合は，大腸全摘が治療第一選

が可能であるり20)．同遺伝子異常は，炎症性発癌

択として推奨されてきた10)'1)．他方,UC大腸粘

ではその早期段階で，通常の大腸における発癌過

膜には炎症性発癌早期病変であるdysplasia以外

程ではその後期段階で出現することが知られてい

に，通常の腺腫も偶発することがある （散発性腺

る21)22)． このことから,UC粘膜に発生した粘膜

踵)． これらに対しては，経過観察もしくは内視鏡

内腫瘍性病変でp53蛋白過剰発現が認められた場

的切除が治療第一選択であり，大腸切除は必要と

合はdysplasiaの可能性が高い． しかし， これら2

しない． しかし，治療方針が全く異なる両者は内

つの補助的手段については幾つかの問題点が残さ

視鏡的および生検組織学的にも鑑別が困難なこと

れている．通常の腺腫の中にも, top‑downmor‑

も少なくない12)‑15).UC粘膜に発生したdyspla‑

phogenesisを示さないもの18)があり,UCに発

siaを散発性腺踵と診断すると大腸癌を見逃すこ

生した粘膜内腫瘍には, top‑down, bottom‑up

とになる．逆に散発性腺踵をdysplasiaと診断す

いずれのパターンにも分類できないものも存在す

ると大腸切除という過剰治療を加えることとなる

る． p53蛋白過剰発現については，通常の腺腫で

ため，両者の病理組織学的鑑別には精度の高い診

もp53蛋白過剰発現を示すものがある23)と同時
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に, p53蛋白過剰発現には偽陰性（遺伝子異常が

を， アポトーシス同定33）には抗M30cytoDeath

あっても免疫染色では陰性となる）が存在するこ

モノクローナル抗体(RocheDignosUc,Mannhaim,

とから20), p53蛋白過剰発現陰性がならずしも

Germany)をそれぞれ一次抗体として用いた．

dysplasiaを否定することにはならない．
本研究は,UCのdysplasiaと散発性腺膣の病理

クエン酸緩衝液に浸し， 121℃20分オートクレー

3浬、パラフィン切片を脱バラ水洗後, 0.01M

学的鑑別法を確立することを目的として，従来の

ブで抗原賦活を行った．内因性ぺルオキシダーゼ

細胞増殖動態とp53蛋白過剰発現に加え, p53蛋
白によって誘導されるアポトーシス24）と，近年

のブロッキングを0．3％過酸化水素加メタノール

室温20分間で行い，一次抗体を希釈倍率200倍

dysplasiaでの高い発現率が報告されているa‑

で4℃一晩反応させた．その後，酵素標識二次抗

methylacyl‑CoAracemase (AMACR)25)‑27)発

体（ヒストファインシンプルステインMAX‑PO

現のdysplasiaと通常の腺腫における発現様式を

(MUIﾉⅡ）ニチレイ） を室温20分間反応させ，
0．02%DAB.4HCL･ 0.02%過酸化水素･ 0.05M

検討した．

なお，本研究は新潟大学倫理委員会の承認（承
認番号2146）を得て行った．
対象と方法

トリス緩衝液pH7.6で発色後，ヘマトキシリンで
後染色した．
3．免疫染色標本の評価
Ki‑67染色

1.対象

核が茶色に染色されるものを陽性細胞とし，そ

外科切除潰瘍性大腸炎17例に認められたdys‑

の高密度植域をランダムにサンプリングし, 1,000

plasia29病変と，炎症性腸疾患を合併しない通常

個の細胞中の陽性細胞数をlabelingindex(LI)

の大腸に発生し内視鏡的粘膜切除が施行された腺

(％） として算出した． また，陽性細胞高密度領域

E40病変を対象とした． dysplasiaの病理組織診

を増殖帯として，その分布様式を,basal :腺管深

断は，厚生労働省研究班によるUCにおける異型

部もしくは中層〜深部, superficial :腺管表層も

上皮の病理組織分類28）に従い,UC‑III (肺瘍性

しくは中層〜表層, dinse :腺管全層, others :

変化であるが，癌とは判定できない） としたもの

それら以外，に分類した．

の中で，平坦もしくは軽度の隆起で周囲との境界

p53染色

が不明瞭な肉眼形態を呈するものとした.dyspla‑

核が茶色に染色されるものを陽性細胞とし，陽

siaの異型度分類はRiddellらの基準4)に従った．

性細胞の分布様式を, negative :陽性細胞なし，

腺腫の診断は大腸癌取扱い規約29）に従い，管状

sporadic :陽性細胞が散在性に存在, nested :陽

腺腫のみを選択した．

性細胞集籏巣が散在性に存在, diffuse :陽性細胞

検体は全てホルマリン固定され，パラフィン包

がびまん性に存在，に分類した31).nestedとdif‑

埋の後3〃mで薄切し, hematoxylinandeosin

fuseを蛋白過剰発現とした23)31).

(HE)染色と下記に述べる免疫染色を施行した．

AMACR染色

細胞質全体がびまん性もしくは類粒状に茶色に
2．免疫染色

染色されるものを陽性細胞とし，病変内の全細胞

細胞増殖マーカーKi‑67に対する免疫染色30)

に対して5％以上陽性細胞が認められるものを陽

には抗MIB‑1モノクローナル抗体(Dako,

性例とした32)．腺管内の陽性細胞の分布様式を，
Ki‑67染色と同様にbasal, superficial, diffuse,

Glostrup,Denmark)を, p53蛋白発現の同定31)
には抗PAbl801モノクローナル抗体(Novocastra,
Leica,UK),AMACR発現の同定32)には杭13H4

モノクローナル抗体(Dako,GIostrup,Denmark)

othersに分類した．

M30cytoDeath染色
細胞質全体がびまん性もしくは顯粒状に茶色に

長島：潰瘍性大腸炎の炎症性発癌早期病変(dyslasia)と散発性腺脾との病即学的鑑別

染色されるものを陽性細胞とし，陽性細胞が最も

353

2．免疫染色態度（表2）

高頻度に認められる領域をサンプリングし, 1,000

Ki‑67染色

個の細胞中の陽性細胞数をapoptoticindex(AI)
(％） として算出した．

dysplasia群と腺脆群の陽性率は中央値でそれ
ぞれ40．4％， 44．3％であり，両群間には有意差は
なかった．陽性細胞高密度領域（増殖帯）の分布

4．統計解析

統計解析はPASWstatistics22 (日本アイ ・ビー・

は向群間で有意差を認めた(P<0.0001). dys‑
plasia群ではbasalの頻度が最も高く (16/29,

エム株式会社）を用いて行いて行った. Pearson

55.2%),diffuseが9/29 (31.0%),othersが

のカイニ乗検定またはFisherの直接確率計算法，

4/29 （13.8％）で, superficialはなかった．一方，

Mann‑WhitneyのU検定にて検定し, P<0.05

腺腫群ではsuperficialの頻度が最も高く

を有意差ありとした．

65.0%),diffuseが10/40 (25.0%),othersが

(26/40,

4/40 （10.0％）で,basalはなかった（図l). dys‑
結

plasia,腺脾ともに増殖帯の分布がdiffuseなもの

果

は，異型度の高いものに多い傾向があった. oth‑

ersについては，増殖帯が腺管中層に位置するも

l. dysplasia群と腺腫群の臨床病理学的特徴

dysplasia群の平均年齢は腺腫群より有意に低

のや，腺管内に散在性に分布するものがあった．

く，病変の大きさはdysplasia群が有意に大きか

p53染色

った．性別，発生部位，異型度は両者問で有意差

p53蛋白過剰発現(nestedおよびdinse)の頻
度はdysplasia群で15/29 (51.7%),腺腫群で
6/40 （15.0％）であり,dysplasia群が有意に高頻

はなかった（表l).

表l

性別（男：女）
年齢平均士SDa
右側結腸

dysplasia

蹴重

(17症例29病変）

(36症例40病変）

9:9

25:11

43.0士15．4

69．5士12．3

２刀

発生部位

対象病変の臨床病理学的特徴

左側結腸．直腸

刀焔１

10≦×＜20

西︑４

＜10

︑６１

(mm)b

29

７３灼

大きさ

11

≧20

巽型度

低異型度
高・低異型度
高異型度

a,b:P<O.0001
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表2

、'た成29年(2()17) 61 1

免疫染色f,'iM&

dysplasia

腺腫

(29病変）

(40病変）

40.4(25.5‑51.6)

44.3(34.8‑53.7）

P値

K卜67

LI (%)

中央値（範囲)

basaI

16

superficial

O

diffuse

9

その他

4

neqatlve

sporadIc
nested

] 』5(5口輪）

diffuse

negatIve
basal

superfidal
diffuse

24(82.8牝）

~1

16('5 0牝）
ー』

７５０８２０

５１２０２１

AMACR

＜0．0001

０弧６０

３１１６９

p53

nCS．

＜0．0001

０泌加４

増殖帯分布

＜0．0001

33(82.5％）

others

Apoptosi､M30cytoDeath)

AI (%)

中央値（範囲）

＜0．0001

1.76(0.77‑3.32）

0．61（0.30‑0.88）

AI:apoptoticindex
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図1 M30cytol)eath染色￨i"｣￨'￨;*lll11世とAIの分ｲ￨j様式
dysplasia例. ll鼎祷底部に州￨￨胞蘭全体が茶色に染まる陽性制ll胞が敞ｲ1牡に存ｲf
WIIf例. ￨"'￨'MI￨胞が111"l認められる （矢ドll)

dysplasiaとllfll'iのAI (apoptoticindex)の分ｲli様式. cutoiTIIIIIを2.0とすると
￨￨細咀では1 1f11を除き粂例が2.0イさill'li.

度であった(P<0.001).腺ﾙ僻の蛋'' 1過剰発現

M30〔ytodeath染色
←

にはdiffuseはなく，全てnestedで, p53染色陽'￨v￨;

AI (apoptoticindex)の中央il尚はdysplasia群が

細胞は単一あるいは数1￨占￨の腺管申位で集籏巣を形

1.76％，腺llif腓が0.61%であり, dysplasia群がｲI‑

成していた．一方, dysplasiallでは蛍￨' ￨過砺l1発現

意にII'liかつた(P<0.0001).

の9/15 （60.0％）はdiffuseであり, nestedは腺

2.0%に!溌定すると, dysplasia群は2.0以上が

1mとは異なり，陰窩! '州から深部にかけてli跡』￨'剛ll

12/29 (41.6%) , 2.0イくilMiが17/29 (58.4%)

胞がほぼ連続性に集族していた（図2)．

ほぼ半分に別れたが，腺肺群では1病変を除き全

AMACR染色

￨#l1が2.0%未淌であった（図l).

カットオフ1liを

と

AMACR発現はdysplasialW,腺肺榊それぞれ
24/29 （82.8％） と33/40 （82.5％）に認められ，
陽''''率ではlilj群￨ﾊlに有意差はなかった．陽性lll胞

の分布様式は, dysplasia群の21/26 (72.5%)が
basalであったの対し，
28/40 （70.0％）

3｡ dysplasia群と腺腫群の層別化と病理組織学
的鑑別アルゴリズム

Ki‑67染色で､II1定した糸lll胞墹袖動態（墹殖帯

腺II群ではdiffuseが

の位il'&.li), p53染色で､Ill定したp53蛍にl過剰発現，

をIIjめ, l'l'jIIWIIIIで分1j様式には

AMACR発現,M30CytoDeath染色で判定したア

ｲj意差を認めた(P<0.00()1)(図3).

ポ￨､一シス

(AI2.0をカットオフil'ilとした場合）

及島：潰瘍性人I腸炎の炎ﾘ,i荊発癖ll!Ulﾘ,即変(dysplasia) と散発 剛l剥岨とのりI聯職2的鑑別
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図5

各椰染色結果による対象ﾘI)j変の岬別化

dysplasia2911)j変とl1鼎II401I断変は,AIIW :咄航帯の分ｲ￨jがbasal, B群：哨殖帯の分
fiiがdiffUseまたはothersで, p53蛋'' 1過恥ll発現(+) もしくはAMACR陽』ド￨細胞分
ijがbasal,C": jWlil!州｝の分ｲ￨jがdiffUseまたはothersで, p53蛍''1過剰発現（−）
かつAMACRIM'性糺llll2分布がothers, I)":琳航帯の分ｲIjがsuperficial.

の41大￨子を用いて，対象病変は4つのグループ

た. C群はp53蛋'' 1過剰発現（−）かつAMACR

(A〜D群）に層別化された（図5).

染色がothersでり，全例(9病変）が腺膣であっ

Ki‑67染色で，病変は増殖帯の分布から, basal

た．

(AW),diffuSeまたはothers (B,C"), supelfi‑

図5の層別化を兀に，腺ll'iの洲)j理組織学的鑑別

cial (1)群）に大きく大別された.A群は他の染

アルゴリズムを作成した（図6)． 4因fを組み合

色の染色態度に関わらず,全例（16病変）がdys‑

わせることにより, dysplasiaの22/29 (75.9%)

plasiaであり,D群も￨面l様には全例(26病変）が

(A群とB群でAI≧2) と腺II屯の35/40 (87.5%)

腺肺であった.B群はp53"￨' l過剰発現(+) も

(C群とD群）ではIIIj者の鑑別が可能であったが，

しくはAMACR染色がbasalで,AIが2．0以ltの

増殖帯がdiffUseまたはothersで, p53蛋'' 1過剰

ものは全例（6例）がdysplasiaであったが，それ

発現（＋）

以外は（12例）はdysplasiaとllilllIMが混ｲIfしてい

が2.0未満のもの(B群でAI<2)では, dyspla‑

もしくはAMACR発現がbasalでAI
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図6行繩染色によるdysplasiaと散発'剛l ﾙのｿI)jf'l1#ll縦学的
鑑別アルゴリズムと鑑別,'iMl.

がつかないもの， と2‑5) IIMIFとも癌とも､ 'l定が

siaと1l糊重との鑑別は￨水￨難であった

￨水￨難なﾙⅢ甥，の2つは，組繊所兇のみでは炎ｿ砿性
考

察

発蝿1I1191摘変か通常のll細咀が炎症粘膜に偶発した

ものか（散発'耐IMII),の蹄別が容易ではない．厚
UCの'￨埋性持続性炎ｿ砿を背景に発生するIf瘍性

病変（炎症性発癖）の病f'l!組織像は,

1 .通常ﾉ『！

(通常の高分化腺癌や腺肺と糸ll織学的にⅨ別がつ
かないもの)，

2．特殊ﾉ則 （通常の人l1脇に苑ﾉtす

ﾉt労働尚班{iﾙ先によるUCにおける異咽￨之皮の組

織分煎28）では， 2−5）はUC‑IIIに分瓶されて
いる．

上述した

1 ．通糀刑で腺l1唖との組織学的区別

る脈瘍性病変とは明らかに異なる組織学的所兇を

がつかないもの， と2

示すもの）に大別される34)．特殊ﾉIﾘには， 1）衣

￨水￨難なll￨m瘍"，の11)jfII1組織学的鑑別には, Ki‑67

層分化を示す高分化II泉癖, 2)分化細胞（異常杯

染色によるjW殖帯の分ハj様式とp53染色による

糺lI胞，パネート淵l1胞，内分泌糺ll胞）を抱歯に持つ

p53"￨' ￨過剰発現のｲ1無が，有川な袖助的手段と
されてきているが15)16),解決すべき￨ﾊl題点も残

高分化腺痛， 3）細胞分化に乏しい,1.i分化llﾙ↓癖, 4)

5）腺l1踊とも癌とも判定が

低分化または分化ﾉﾘ腺州の脱分化, 5) llill11iとも

されている．恥hi!端の分1j様式は， それが脈管! ￨1

癌とも､ 'l定がl水￨難なl僅瘍，の5つの剛がある． こ

l11'i〜表III'#にｲｲ在する

れらの! ￨'で．

top‑downm()rphogenesisと，腺管中l'i&#〜深岬に

1 ．通常型でll細恥との糸Ⅱ織学的Ⅸ別

（本研究のsuperficiall)
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存在する （本研究のbasal) bottom‑upmomho‑
genesisに大別され19),前者は散発性腺踵，後者
はdysplasiaの指標と考えられているが15)16), こ

無にかかわらずアポトーシスが抑制されており，

れら2つ以外の増殖帯パターン （本研究のdif‑

ることを予想した．結果は予想とは異なり,M30

fuseまたはothers)を示す病変については散発性

cytoDeath染色でみたアポトーシスは, dysplasia
群が腺腫群に比べAI (apototicindex)が有意に

腺踵とdysplasiaとの鑑別はできない．他方, p53
蛋白過剰発現については，同蛋白過剰発現はdys‑
plasiaに必ずしも特異的なものではなく，通常の

その評価がp53蛋白過剰発現偽陰性のdysplasia
と散発性腺踵を鑑別するためのマーカーになりう

高く

(1.76%vs.0.61%,P<0.0001),dysplasia

群ではアポトーシスの抑制は生じていなかった

腺腫でも少数ながら蛋白過剰発現を示すものがあ

(表2). p53免疫染色でみたp53蛋白過剰発現の

る23)． また，遺伝子異常が存在してもp53染色で

頻度は, dysplasia群が腺腫群に比べ有意に高かっ

蛋白過剰発現（−） とされる偽陰性も存在するた

たことから

め20),p53蛋白過剰発現がないことからdysplasia

蛋白過剰発現偽陰性例の存在を考慮しても, dys‑

(51.7%vs. 15.0%,P<0.0001),同

を否定し，散発性腺踵と診断することもできない．

plasia群は腺腫群に比べP脇遺伝子変異は高率に

これらのことから,UCのdysplasiaと散発性腺踵
の鑑別精度を高めるためには，増殖帯の分布と

生じていることが推定される．

p53蛋白過剰発現の他に，あらたな病理組織学的

御された経路以外で誘導されている可能性が示唆

マーカーを加える必要がある．

本研究では, dysplasiaのp53蛋白過剰発現偽陰

このことから，

dysplasiaにおけるアポトーシスは, p53により制
される．他方で, dysplasiaにおけるアポトーシス
誘導のメカニズムは不明であるものの，本研究で

性の問題を解決する手段として，アポトーシスの

の予想とは逆の意味で,M30cytoDeath染色で評

発現状況に着目した．アポトーシスは主に内因系

価したアポトーシスは, dysplasiaと散発性腺踵を

経路と外因系経路の2つにより誘導されるが，

鑑別するためのマーカーとして有用と考えられ

p53は内因系経路を制御しており, p53蛋白は転

る. AIのカットオフ値を2.0に設定した場合，

写因子としてミトコンドリアに働き, bcl‑2ファ

dysplasia群のAIは2.0以上と未満とでほぼ半数

ミリー蛋白のBax等を介してアポトーシスを誘

に別れたが，腺腫群では1例を除き全例がAI2.0

導する24)．従って,p53遺伝子変異によりアポト

未満であった（図4‑C).すなわち,AIが2.0以

ーシスの誘導に障害が生じると，組織学的に同定

上の病変は, dysplasiaの可能性が高いと考えるこ

されるアポトーシスの頻度も減少することが予想

とができる．

される.p53遺伝子変異は，変異型p53蛋白の分
解遅延による核内蓄積35）により，免疫染色で蛋

UCのdysplasiaを診断する新たなマーカーと

白過剰発現として同定することが可能である．他

しては，近年, QI ‑methylacyl‑CoAracemase
(AMACR)が注目されている.AMACRは胆汁酸

方で，遺伝子変異として蛋白のtruncationを来す

生合成や分岐脂肪酸のβ酸化に関与する酵素37）

nonsensemutationやdeletion, insertionなどの

であり，前立腺癌や各種腫瘍性病変で高発現し，
非腫瘍粘膜ではほとんど発現しないと報告されて

frameshiftmutation, splyCingsitemutationが生じ

た場合は, p53蛋白自体が形成されないため，蛋

いる38).UCではdysplasiaや癌では60‑90%程

白過剰発現は陰性となる （蛋白過剰発現偽陰性）

度の発現が確認されているが25)‑27)， これまで

36)． しかし, p53蛋白過剰発現陰性病変でも，組

dysplasiaと通常の腺腫とを直接比較した研究は

織学的同定されるアポトーシスが減少していれ

少ない39)．本研究結果では,AMACR染色陽性率

ば，背景に同遺伝子変異が存在する (p53蛋白過

はdysplasia群，腺腫群ともに80%以上であり，

剰発現偽陰性） ことの推定が可能である． こうし

両群間に有意差はなかった． しかし，陽性細胞の

たことから，本研究ではp53遺伝子変異が高率に

分布様式には明かな違いがあり, dysplasia群では

出現する22)dysplasiaではp53蛋白過剰発現の有

腺管中層〜深部(basal)に分布するものが
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72.5％であったのに対し，腺腫群では腺管全長に

診断を行うことで,UCに発生するdysplasiaの内

わたってびまん性に分布するもの(diffuse)が

視鏡的サーベイランス生検の診断精度が向上する

70.0%であった（表2,図3).AMACR陽性細胞

ものと期待される．今後は,UC粘膜に発生した

の分布様式は,UCのdysplaSiaと散発性腺脾の鑑

種々の異型上皮に本アルゴリズムを適用した前向

別に有効はマーカーと考えられるが,UCの大腸

き研究を行うことで，その有効性を検証すること

粘膜には種々の程度の炎症や，炎症再生異型上皮

が必要である． また，鑑別精度が低いまま残され

も存在する．今後は， こうした非腫瘍性・炎症性

ている， ｛増殖帯分布がdiffuseまたはothers/p53

粘膜におけるAMACR発現を系統的に検討する

蛋白過剰発現（＋）

必要がある．

basal/AI<21 (B群でAI<2)の鑑別精度を上

本研究では,UCのdysplasiaと散発性腺踵の病
理学的鑑別法を確立することを目的として，

もしくはAMACR発現が

げるための新規補助手段の開発が必要と考えられ
た．

｢AMACR発現様式」と「アポトーシス出現状況」
結

華珊

について検討したが， これら2つの因子を新たに
加えることでに，従来より有用とされてきた「増

殖帯の分布」 「p53蛋白過剰発現」の問題点に関

UCのdysplasiaと散発性腺踵の病理組織学的

して一定の解決がなされたものと考えられる． 4

鑑別には，従来よりその有用性が報告されている

つの因子を用いた層別化では（図5)，対象病変

増殖帯の分布様式, p53蛋白過剰発現に加え，

は,A群：増殖帯の分布がbasal,B群：増殖帯の

AMACR発現様式とアポトーシス頻度も有用な因

分布がdiffuseまたはothersで, p53蛋白過剰発
現（＋） もしくはAMACR陽性細胞分布がbasal,

子と考えられた． これら4つの因子を組み合わせ

C群：増殖帯の分布がdiffuseまたはothersで，

散発性腺踵のより精度の高い鑑別が可能になるも

p53蛋白過剰発現（−）かつAMACR陽性細胞分

のと期待される．

た系統的病理診断を行うことにより, dysplasiaと

布がothers,D群：増殖帯の分布がsuperficial.の
5群に分類された． これらの中で,A群とD群は

謝辞

増殖帯の分布から，従来の報告15)16)通り，全例
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あり,AMACRのbasalの発現はp53蛋白過剰発
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現偽陰性を除外する所見として有用と考えられ

た.B群については,p53蛋白過剰発現とAMACR
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