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〔目的〕従来 より estrogen receptor(ER)潤 、1定:は、is―

otopeで ラベル したE2又 はDESを用いたDCC法が一

般的である。我々は本学会において過去 4回にわたり

、 E2-BSA― FITC(Fluorocep■M;Zeusネ土)|′

′こよる

螢光法及び抗ER―monoclonal抗 体 (ER― ICA・M;

AbOtt社 )に よるPAP法の有用性について報告 してき

た。今回乳癌組織 より得 られた単離細胞浮遊液を用い

て、flm cytomet″ によるERの測定 (以下FCM法 )

を試みているので報告する。

〔方法〕術中摘出した乳癌組織を、0.2%co nagenase

I[+0.1%trypsin+O.02%DN ase Iに より57℃ ,引D

-60分間細胞分散を行つた。得られた細胞は膜の透過

性を高めるために一度急速凍結解 し、 70%etham lに

て-2ぴC,50分固定 した。各々 1× 106 ce lls/mlに 調整

しPBS―BSA(2の を滴下 した後、最終濃度 1× 10_8M

のE2-BSA―FITCを加え 4°C,2時間 incubateし 表b
対象として水溶性DES CiethyltilbestrOl diphospll

ate;DES― DDで前処置 した。尚DES― DPの濃度は

E2依存性 ER陽性ヒト乳癌培養細胞株であるZR75-1

及びYlⅦ3-1を用い、 K)%以上の阻害率を認める最小濃

度 1× 10-加:と した。各々nylon meshで濾過し、FAC
S anavzer(Becton DickinsoDに て測定した。測定は

標準螢光 ラテツクス粒子により光軸を補正 し、更にcell

“

brisや RBCな どを計測値 より除くため散乱光による

gated analysis(side scatter,cell volune)を 行つた

。F luorescent histogramは 、横軸に fl■ orescent

intensi″ (Log.)、 縦軸に cell nwnberを とつた。又、

ⅨЮ による細胞質分画の ERは 最大結合部位数 5.0

irD/瑶蛋白以上を陽性 とした。

〔結果〕現在まで再発乳癌 l例を含む 21例に施行した

。E2-BSA―FITC単独にincubateし た時のmean

fluOrescent intensi″ OFI)は、DCC法によるER場

性群 (14例)215± 54,ER陰性群 (7例)65± 66であり

、陰性群MIの Mean+2SDで ある 155を cut off値

とした 場合DCC法 ERと FCM法のM円によるER判定

結果の一致率は 85.7%(18/21)であつた。一方E2-

BSA― FITC単独時のMFIを競合阻害剤DES―DPで前

処置した時のM円で割つに値 (fluorescent binding ra―

tio;FBDは、ER陰性群 1.5±0.2でいずれも2.O以

下であるのに対 してER陽性群は 5.2± 0.8と 有意に

高値であつた にく0.01)。 FBRの cut off値 を1.7は +2S

DとするとDCC法 ERと FCM去のFBRCよ るER判定結果

の一致率は90.5%(1シ 後Dで あつたざ結論〕FOⅦ法は従

来のDCC法によるEI測定結果とよく一致した。本法よりE
Rを細胞レベ′レで検討できることは非常に有益と思おれる。
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手し癌の悪性度を判定する目的にて,セ ルソーター ,

CS-20を用いて , フローサイ トメトリーによる乳癌

の DNAヒ ストグラム解析を行な つた。■982年 ■0月

より,■ 985年 4月 までに,東北大学第 2外科にて手

術をした乳癌患者 60名 を対象とした。年齢は29才か

ら 80才で ,平均 53才であつた。組織型は,■ 例が非

浸潤癌であり,59例が浸潤癌で,55例 が通常型 ,4

例が特殊型であつた。

方法は,各 DNAヒ ス トグラムよりDNA a"up■ oidy

の有無,DNA Index,S期 の割合の6項 目を算出した。

DNA¨ oup■ oiayは , 2つ以上の 00Glピークをもつも

のとし,DN A Indoxは ,内部標準として自己 リンパ球

を用いて,S期 の割合の算出法は ,P au■ S Ritchの

図形法に基づいて行な つた。

その結果 ,DNA aneup■ oidyの 出現頻度は,病期の

高 くなるほど大きくなり,病期 工では 24%で ,病 期IV

で は 67%であ つた。

DNA Indexについては,病期毎に差はなか つた。 S

期の割合は,原発腫瘍の大きさにかかわらず ,リ ンパ

節転移陽性例において有意の高値を示した。以上の結

果より,こ の方法は乳癌の細胞生物学的悪性度をよく

反映するものと思われた。さらに,今回は,観察期間

が最長 5年から 6年以上経過したので ,そ の再発や予

後に関して各々の 3因 子について検討を加えた。その

結果 , S期 の割合の大きいものや ,DN A aneup■oidy

をもつもので,予後不良の傾向を認めた。さらに ,

Stage IIの 症例で , DNA a“ up■o■こyがあり, DNA
IndeXと S期 が極めて高値を示し,■ 年後に全身性の

転移を示して死亡した症例を経験し,こ の悪性度判定

の有用性を再確認した。
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