
529     乳癌組織中 Estrogen ReceptOrの モ

ノクローナル抗体を用いた免疫細胞化学的測定法の検

討 :冨 水 健,吉 田陽子,北村正次,林 和雄,高橋

勇,神前五郎 (東京都立駒込病院 。外科 )

〔目的 〕現在,乳癌細胞中のEstrogcn Rcccptor(ER)

測定は,主 としてRIを用いた方法が行われている。

しか し,測定手技としては,な お繁雑である。今回我
々は, ERに特異的なモノクローナル抗体を利用 して ,

PAP法によりERの 祝党化を行った免疫細胞化学的測

定法 (ICA)に より,乳癌組織中のERを検出し,従
来の生化学的測定方法の測定値と比較検討を行った。

〔方法 〕1985年 1月 から9月 までの1日]に ,当 科で治

療を行った34例 の乳癌患者 より得 られた瞳瘍をER測
定の材料として用いた。切除 した乳癌組織は,直 ちに
-80℃にて凍結保存 した。組織の一部は,DCC法 にて

測定を行い, 5 fmo1/"protein以 上をElい )と した。

組織化学的方法は,-80°Cで凍結保存 した乳癌組織を

4μ mに クリオスタットで切 り出し検体とした。 7%
ホルムアルデヒドーPBSで固定 した検体スライ ドに ,

プロッキング試薬 (正常山羊血清,ダ イナボット社 )

を滴下 し,15分間反応させた。反応終了後PBSで洗浄

し,抗 ERラ ントモノクローナル抗体 (ダ イナボット

社 )と 30分同日号反応させた。次に,抗 ラットlgG山羊抗

体 と30分目曰]反応させた後,PAP複合体 (抗 ペルオキシ

ダーゼ抗体 :ベ ルオキシダーゼ複合体,ダ イナボット

社 )と 30分 間反応させた。洗浄後,ジア ノヾベンジジン・

4塩酸―基質溶液にて反応発色させた。最後に, 1%
Harris― ヘマ トキシリン溶液中で10分 間染色し,脱水 ,

封入後,顕鏡検体とした。

〔結果 〕検体中にERが存在する場合,lCAに よリー

次抗体で処理された細胞の核は赤褐色に発色する。ER
を含有 しない細胞の核は青色になる。測定 した34症例

中DCC法 でER←)で あり,ICAで もER← )で あったも

のは13例 ,又DCC法 でERO,ICAで ER←)で あった

ものは 7例 であった。DCC法 でER←),ICAで ER(■ )

であったのは 1例 ,叉 DCC法 でER(―),ICAで ER← )

であったものは13例 であった。従って,DCC法 とICA
との一致率は 76.5%(26/34)で あった。DCC法でER
い,ICAで EROで あった 7例は,DCCの ERイ IE 7 8

～30.7 fm01/■ 9 prOtein(平均値 170)と レベルの低

い症例であった。現在,症例を重ね.又パラフィン包

埋切片でのICAに ついても検討中である。
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530     穿刺吸引細胞診による組織化学的エスト

ローゲン・レセプターの検討 ;片 岡 健 ,西亀正之 ,

山根 基 ,久代淳一 ,松山敏哉 ,土肥雪彦 ,(広島大

学医学部第 2外科)

「 目的‖我々は、本学会の過去 5回にわたり乳癌の

Estrogen receptOr assayと して、乳癌組織片によ

るDCC法 と、螢光組織化学法 (以下FITC法 と略す)

との、比較検討をし報告 してきた。今回は特に、

Aspiration Biopsy CytO10gy(以 下A.B.C.と 略す,

で得 られた癌細胞に対 しても、 FITC法によるERの
有無について検討 したので報告する。

「対象・ 方法」対象とした乳癌症例は 45例で、平均

年令 48.1才、その内 l例は男性乳癌であつた。病期

別には I期 21例と最 も多く、再発乳癌は 5例であつ

た。 DCC法 は従来通りの方法 を用い、 5.OfnЮン1=・

げtosol protein以上を陽性とした。 FITC法は、初

診時A.B.C.に より作成 したス ライ ドガラス上のSm‐
pleに FITC標識 エス トラダイオール (17β ―E2-6
CMO―BSA―FITOを 反応させ、螢光顕微鏡にて細胞

質内の螢光色素顆粒の有無により判定 したo又、術前あ

るいは術中に摘出し凍結保存 した乳癌組織片は、毎m
にCryostatで細切 し、組織 FITC法 として同様に判

定した。 FITC法はずれも、陽性細胞 10%以上を陽

性とした。

「結果」FITC法 の陽性率は、A.B.C.で 55.5%(24/
45),組織て 62.2%(28/45)で あつたЭ DCC法の陽

性率は 57.8%(26/45)であつた。 I)CC法 と組織
「

ITC
法の一致率は 82.2%(67/45)で あるのに対 し、DCC
法とA.BoC.― FITC法の一致率は 77.8%(55/45)と

若干低率であつた。不一致 10例中6例はDCC(十),A.

BoC■―FITC(―)で あつた八 その内 1例はA.BoC,誤

診例であつた。尚、A.B.C.一FITC法 と組織 FITC法
の一致率は 68.9%(51/45)で あつた。

「結語」A.B.C.の 能mpleを 用いたFITC法は、簡便

で短時間に判定でき、 DCC法 との一致率 も77.8%と

良好な結果を得た。特にDCC法による定量が難 しい

小腫瘤乳癌のERの確認や、生検困難な転移巣の内分

泌療法によるERの経時的変化を知る上で、有効な手

段と考えられる。
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