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一DCC法 と螢光組織化学法との比較を中心に一

片岡 健 ,西亀正之 ,岸  直彦 ,山根 基 ,江崎治夫

(広 島大学医学部第 2外科)

われわれは、本学会において過去 2回にわたり、組織

化学的方法を用いた乳癌細胞中の、エス トローゲン・

ンセプター (ER)の 有無を測定 し報告 して来た。今回

原発性乳癌 101例 ,再発乳癌 8例の計 109例に対 し

DCC法および組織化学的方法でERの有無を測定し、

両測定法を比較検討 した。 DCC法 は、従来よリー般

に行なわれている方法を用い、 5 fmOン範以上を陽性

とした。組織化学的方法は、-8げC凍結保存 した乳

癌組織を 与mにクライオスタツトで細切 し、FITC

標識エス トラダイオール (e stradiO卜 17′ -6-carb一

。Ю卸et貯 1。対m。_bovine serun alhmin)を 反応さ

せ、螢光顕微鏡て細胞質内螢光色素取込み (以下、

FITC法 と略)の有無で判定 した。

FITG法 の結果は、年令別陽性率では、 49才以下

:65%,50～ 59才 :59%,60才以上 :61%で あつた。

閉経 との関係は、閉経前 :65%,閉経後 :49%であつ

た。組織型別陽性率は、乳頭腺管癌 167%,髄様腺管

癌 :50%,硬癌 :45%て あつた。腫瘍の大きさとの関

係は、 Tl:70%,T2:54%,T3:91%T4:42%で あつ

た。病期別では、 I期 :65%,Ⅱ期 :40%,Ⅲ 期 :80%

Ⅳ期 :41%であつた。以上の結果、閉経前お よび若

年者に陽性率が高かつた。組織型別では硬癌に陽性率

が低かつた。腫瘍の大きさでは、一定傾向はないが

T4に低かつたo病期別では Ⅳ期に低かっ́た。 これに

比 し、 DCC法では年令別、閉経前後には殆ん ど差は

なかつた。組織型別てはFITC法 と同様の傾向があつ

たЭ腫瘍の大きさ、病期別でもほ′ま同様であった。両測

定法において結果が異なつた症例は 109例中 15例 ,

12%で、DCC①でFITCOの もの 8例 ,DCCOで F11℃

Cの もの 5例であつた。 これ らの症例につき検討を加

え報告する。

結論 としては、両方法は よく相関し、 DCC法 に代

り、 FITC法 も臨床応用可能で、FITC法は、簡単で

特殊な設備、試薬 も不必要で有用な方法 と考え られ

そ)o
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〔目的 〕組織中のエス トログン受容体 (ER)の一般

的な測定法は,放射性標識物を使用 し手技 も繁雑であ

るため,簡便て精度の高い測定法の開発が望まれてい

る。今回我々は,ERに 対するモノクローナル抗体を

用いた酵素免疫測定法 (ER一 EIA)キ ツトをダイ

ナボット社 より入手する機会を得たので,それによる

測定結果を従来の生化学的測定法の測定値と比較検討

した。

〔方法 〕ER― EIAは ポリステレンピーズにコーテ

ィングされた抗 ER‐モノクローナル抗体と,ベルオキ

シダーゼ標識抗 ERモ ノクローナル抗体による国相サ

ン ドイツチ法を原理 としてお り, ERの量はオル トフ

ェニイルジア ミンの発色を492nmて 比色することに

より測定 した。スタングー ドはЁR陽性乳癌細胞株M

CF-7よ り部分精製されたERの凍結乾燥品である

対象は手術時に採取された乳癌組編 2例で, これ ら

を直ちに凍結 し液体窒素中で凍結保存 した。サイ トゾ

ール分画中のER(ERC)を deXtran― C Oated

charcoal(DCC)法 で,ま た 52例中 22例は核

分画中のER(ERn)も hydrOXylapatite(HA

P)法で測定 し,ER一 EIAの 測定値と比較 した。

DCC法,HAP法 のいずれ も結合部位数 5fmo1/nlg

蛋白以上をERC陽性, ERn陽性とした。

〔結果 〕ER― EIAの標準曲線の再現性は良好であ

り,希釈による検体の測定値の変動も少ない。intra一

assayぉょび inter一assayの変動係数はそれぞ

メ  れ 8.7%, 7.2%と 良好であった。ER一 EIAの 測

定値はDCC法 , HAP法 に比 し高値を示す傾向が認

められ,20fm01/mg蛋 白以上をER陽性 と判定 したЭ

この基準によりERcて はDCC法 陽性 25例中 22

例 (88%)がER― EIAで も陽性であり,DCC法
陰性 27例中21例 (78%)が ER― EIAて も陰性

であった。 ERnで はHAP法 陽性 9例中 9例 (Ю O%)

が ER― EIA陽 性, HAf法陰性 13例中 10例

(77%)が ER― EIA陰性であった。またその測定

値 もER― EIAと DCC法 , HAP法 との間に正の

有意の相関 (い ずれもPく o.01)が認められた。 尚,

腫瘍量 0.lgあ れば dupliCateて 充分測定可能であっ

た。

〔結語 ¬ER― EIAに は, ERCお よびERnを 同

時に測定できる,放射性標識物を使用 しない,検体量

が少量で済む,操作が簡単で誤差が少ない等の利点が

あり,有用な測定法である。


