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大腸腫瘍発生母地に関する免疫組織化学的研究

山梨医科大学第 1外科

三  木    修

癌発生過程の複合糖鎖を研究する目的で,PNA,UEA‐ 1,SBAの 3種のレクチンを用いて,ヒ ト大

腸正常粘膜,腺 腫,癌 とドンリュウラットに1,2‐dimethylhydrazine(DMH)20ng/kgを週 1回投与

して発生した異型腺管巣,癌 を検討した。大腸腫瘍性病変では,果 型度を増すとともに, ヒトでは

PNA,UEA‐ 1,SBA染 色でラットではUEA‐1,SBA染 色で細胞表面陽性率が増加し,各 レクチンと

も胞体内染色部位はびまん性不規則となった。ラット遠位大陽正常粘膜では,DMH投 与によりPNA,

UEA‐1染色で陽性部位が認められた。以上の結果は, ヒト腺腫,ラ ット異型腺管巣と癌との関連を示

唆している。また,形 態学的変化が起こる以前に正常粘膜内に生化学的代謝の異常が起こり始めてい

る可能性が示唆され,このいわゆるhigh risk mucosaより発生する異型腺管巣が発癌母地と考えられ

ブt.
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結  言

大腸癌の発生母地に関しては,adenoma carcinoma

sequenceを経て発生するといわれてきたlj~。.し かし

近年,陥 凹型や平坦型の早期癌が発見されるようにな

り。ゆ,癌 発生は de nOvoに も発生するとい う説があ

り6)～ゆ,ぃ まだ結論的な見解は得 られていない。一方癌

発生過程における細胞代謝の変化 として,細 胞構築成

分である複合糖鎖の変化が注 目されている。この糖鎖

と特異的に結合するレクチンを用いた研究では,大 腸

正常粘膜 と癌では, レクチンにより認識される糖鎖の

存在様式が異なっていることり,ABH型 血液物質 と関

連があるUlex aeropaeus agglutinin‐1(UEA‐ 1)で は

遠位大腸における腫瘍マーカーとなりえるなどの知見

があるが1り
,ヒ トにおける腺腫,ラ ットにおける果型腺

管巣などの前癌性病変の異型度の相違による複合糖鎖

の存在様式の変化については,い まだ詳細な解明はな

されていない。 このような理由から, ヒ ト大陽の正常

粘膜,異 型度の異なる腺腫,癌 を用いて癌発生過程に

おける複合糖鎖の存在様式を明らかにしようとした。

さらに,1,2‐dimethylhydrazine(以下 DMH)投 与 ラッ

ト大腸正常粘膜,異 型度の異なる異型腺管巣,癌 を対

象として臨床上の発癌過程における変化を実験大腸癌
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を用いて補い,こ れらの複合糖鎖の変化をそれぞれ

Peanut agglutinin(以下 PNA),Ulex aerOpaeぃ

agglutinin‐1(以下 UEA,1),Glycine max(以下 SBA)

の 3種のレクチンを用いて免疫組織化学的に検索し,

大腸癌発生母地の解明に役立てようとした。

方  法

① 臨床的研究

1982年4月から1989年4月 までに山梨医大第 1外科

学教室で,手 術的または内視鏡的に切除した結腸,直

腸の癌38例 (進行癌30例,早 期癌 8例)大 腸腺腫38例

と,そ れぞれの病変部より離れた右側結腸の正常粘膜

20例,左 側結腸の正常粘膜20例を研究材料とした。

染色性との関連を研究する目的で大腸腺腫は,大 腸

癌取扱い規約11)に従ってその果型度がGroup 2に相当

する腺腫を軽度異型腺腫 (20例)Group 3に相当する腺

腫を中等度異型腺腫 (18例)に 分類した.癌 の組織型

は高分化腺癌21例,中 分化腺癌15例,低 分化腺癌 2例

であったが一括して癌として検定を行った。すべての

切除標本は大腸癌取扱い規約11)に準じて固定し,臨 床

材料とした。

② 基礎的研究

実験動物には,生 後 6週齢 (体重80～100g)の ドン

リュウ系雄性ラット25匹を用い,回 形飼料 (CE‐2, 日

本クレア,東 京)お よび水を自由に与えた。その うち

20匹には,DMH(半 井化学)を 0.001Mエ チレンジア
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ミン四酢酸水溶液にて30mg/mlに 溶解後,水酸化ナト

リウムを用いてPH 6.5に調整し,週 1回20mg/kgず

つラット大腿部の皮下に注入した。残る5匹 には対照

群として,0.001Mエ チレンジアミン四酢酸水溶液6

m1/kgを 週 1回 同様に大腿部の皮下に注入 した。

DMH投 与群では,DMH投 与10週目より,2週 ごとに

2匹ずつラットを深エーテル麻酔下で犠牲死させ,対

照群は,25週後に同様に犠牲死させた。

犠牲死させた後ただちに開腹,大 腸を摘出し腸間膜

対側で切開し,10%ホ ルマリン溶液にて固定した。

肉眼的に観察し,腫 瘍部分を別に切り出した後,粘

膜が斜走する部分と縦走する部分で,そ れぞれ近位大

腸と遠位大腸に分け,お のおのを2等分して,す 巻状

にして,パ ラフィン包埋プロックを作成した。異型腺

管巣の分類は, ヒト大腸癌取扱い規約11)の異型度分類

に従ってGroup 2に相当するものを軽度異型腺管巣,

Group 3に相当するものを中等度異型腺管巣に分類し

た。なお,Group 5に相当する高度異型腺管巣は,粘膜

内にとどまる癌であり粘膜内癌 (以下m癌 )と して取

扱った。癌はm癌 とsm以 上の癌に分類した.癌 はヒ

ト大腸癌取扱い規約1めに従って高分化腺癌,中 分化腺

癌,低 分化腺癌,粘 液癌に分類し,深 達度をm,sm,

pm,ss,sに 分類した。肉眼形態は陥凹型は認められ

なかったため,隆 起型と平坦型に分類した。

③ プレパラート作成法, レクチン染色法

それぞれのブロックより4/mの 連続切片を作成し

Hematoxyline,Eosin染色をした.さらにPNA,UEA‐

1,SBA(い ずれもE‐Y Laboratories lnc,San Mateo,

CaliOを 用いて,レ クチン抗 レクチンPerOXidase‐

Anti Peroxidase法(PAP法 )で 免疫染色を行った。

まず PNA,UEA,1,SBAを それぞれ, 1%ウ シ血清

アルプミンを含む,0.01M phosphate bufFered saline

(以下 PBS)に て,0.01mg/mlに なるように調整した.

パラフィン切片は,脱 パラフィン後, 3%過 酸化水素

水で内因性ペルオキシダーゼ活性を阻害し,調 整した

レクチンと37℃で30分間反応させた。その後 PBSで

洗浄,nOrmal swine serumで室温にて20分間反応さ

せ,ウサギ抗レクチン抗体(E‐Y Laboratories lnc.Sun

Mates,CaliO(X300)で 4℃ にて15時間反応させた。

再度 PBSで 洗浄後,抗 ツサギ血munoglobulinブタ

血清 (DAKO)で 室温にて30分間反応させ,PBSで 洗

浄後, ウサギPAPコ ンプレックス(DAKO)を 用いて

室温下30分間反応させた。PBSで 洗浄後 diamino ben‐

zidine(DAB)で発色させた.Meyerの Hematoxylin
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で核染色を行い透徹,封 入した.対 照実験 としては,

レクチン,抗 レクチンのかわ りにそれぞれ PBSを 用

いた。また各 レクチンの糖特異性を確認するために,

PNAに 対 して ヤま0,21M galactose, UEA‐ 1に は0.2

Mα ‐fucose,SBAに 対 して は0.2M N,acetyl―D‐

galactosamine(GalNAc)(いずれもSigma Chemical

Labo,USA)を それぞれの溶液に加えて陰性になるこ

とを確認した。

④ 染色結果の判定法

染色結果の半J定は,染 色部位を細胞表面と胞体内に

分け,胞 体内はさらに杯細胞粘液内,核 上部およびび

まん性に分け,そ れぞれについて陽性か陰性かを判定

し陽性率を算出した。

⑤ 検定法

各染色様式における陽性率に有意差検定 (ぇ2検定)

を行った,各 染色様式と異型度との有意差検定は, ヒ

ト大腸では軽度異型腺腫と中等度異型腺腫,中 等度異

型腺腫と癌の両群間で, ラット大腸では軽度果型腺管

巣と中等度異型腺管巣,中 等度異型腺管巣と癌の両群

間でそれぞれぇ
2検定をもって半」定した。

成  績

(1)ヒ ト大腸レクチン染色結果

PNA,UEA‐ 1,SBAい ずれの染色においても早期癌

と進行癌では染色性に有意差を認めないために一括し

て癌として検察を行った.

(a)PNA染 色

胞体内染色部位は核上部に存在する場合,胞 体内に

びまん性に存在する場合の2型 が観察された,正 常粘

膜では核上部のみ陽性で陽性率は近位大腸正常粘膜

45%(9/20),遠 位大腸正常粘膜35%(7/20)で あった.

また,軽度異型腺腫100%(20/20),中等度異型腺腫56%

(10/18),癌0%(0/38)で ,異型度が高度になるに従っ

て,胞 体内核上部におけるPNA陽 性率の低下がみら

れた (p<0,01,p<0.01).

胞体内びまん性染色の陽性率は,正 常粘膜,軽 度果

型腺腫 0%(0/20),中 等度異型腺腫22%(4/18),癌

55%(21/38)と 異型度が高度になるに従って胞体内び

まん性 PNA陽 性率の増加がみられた (p<0.05,p<

0.05).

細胞表面陽性率では,軽 度果型腺腫 0%(0/20),中

等度異型腺腫28%(5/18),癌 84%(32/38)と 果型度

が高度になるに従って,細 胞表面におけるPNA陽 性

率の増加がみられた (p<0.05,p<0.01)(Table l,

Fig,1).
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Table 2 UEA‐ l staining of human iarge intestine

古
Cytoplasma staininS

伽並的
Ｎｏｍａ‐中

14(7い、 0 0

0  」 0 0

Dysplasia
Mild dysDhsb

\ n = b ,
8(4は) 0 5(25r)r

7(331)¬ | 0csorll l2cn)l-

Carcinoma
0  ギ十 6(75め Sooc{1

O  J 24(的1) 27<wJ

Fig. 2 Light micrographys of UEA-I staining in
human colonic moderate dysplasia (a) and car-
cinoma (b). Positive sites of UEA-1 staining are
revealed in the cell surface and the diffuse pat-

tern of cytoplasma in both moderate dysplasia
(a) and carcinoma (b). (x200)

正常粘膜では,胞体内 UEA,1陽 性率は右側結腸粘膜 と

左側結腸粘膜では有意差が認められた (p<0.01)。

胞体内びまん性染色の陽性率では,軽 度異型腺腫

0%(0/20),中 等度異型腺腫56%(10/16),癌79%(30/

38)と 異型度が高度になるに従って胞体内にびまん性

に UEA‐1揚性率の増加傾向が見られた。

細胞表面陽性率は,軽 度異型腺腫25%(5/20),中等

度異型腺腫67%(12/18),癌92%(35/38)と異型度が

高度になるに従って,細胞表面におけるUEA-1陽性率

Table t PNA staining of human large intestine

C y t o , l a s m a  s t a i n i n g  i  A p i c a l

輸 消続

Nomal
Riaht 6lon 9(451)

7(351)

Dysplasia
20(|oor)r 0   ¬

' l0rwr:L 4,m) 5rzgn'l

Carcinoma
0   ヽ 4rur-1j 6( rsr)i'

0   」 | 7(s6r)l 26(sn)l

Fig. 1 Light micrographys of PNA staining in
human colonic mild dysplasia (a) and moderate
dysplasia (b). (a) PNA binding sites are local-
ized to the supranuclear portion of the cell in
mild dysplasia (x200). (b) PNA binding sites
are localized to the surface portion of the cell in
moderate dysplasia (x200)

(b)UEA‐ 1

胞体内染色部位は,核 上部に存在する場合 と,胞 体

内粘液様物質にびまん性に存在する場合の 2型 が認め

られた。正常粘膜では核上部のみ陽性で,胞 体内核上

部の陽性率は,右 側大腸正常粘膜では70%(14/20)に

認められ,左 側大腸正常粘膜では認められなかった。

また,軽 度異型腺腫40%(8/20),中 等度異型腺腫39%

(7/18)に認められ,癌 は認められなかった. ヒ ト大腸



1990年8月

Table 3 SBA staining of human iarge intestine

督
Cytoplasma staining

Ａｐ‐。ａ‐並ｓｔａｉｎｉｎｇNormal
mucosa

18(90X) 0

20く1001) 0

Dysplasia
20ttoor>1 0 0   コ

0   」 7r39rrl-

Carcinoma
0 6(75X) 5(62r) l

0 16(5鋭) 21<ton)

Fig. 3 Light micrographys of SBA staining in
human colonic moderate dysplasia (a) and car-
cinoma (b). Positive sites of SBA staining are
revealed in the cell surface and t}te diffuse pat-

tern of cytoplasma in both moderate dysplasia
(a) and carcinoma (b). (x200)

の増加が認められた (p<0.01,p<0.01)(Table 2,

Fig.2).

(c)SBA染 色

正常粘膜では,右 側大腸,左 側大腸いずれにおいて

も,杯 細胞粘液内 と核上部のみに染色性がそれぞれ

90%(18/20)と100%(20/20)認められ部位による有

意差は認められなかった。軽度異型腺管巣では,杯 細

胞粘液内のみに100%(20/20)認 められた。中等度異

型腺管巣,癌 では,杯 細胞粘液内には認められず,胞

111(2077)

Table 4 Relationship between weeks after DMH

inieCtiOn and depth of invaslon in DMH induCed

rat neoplasma

DMH srouD
Weeks atter DMH iniection

体内にびまん性不規則に,そ れぞれ78%(14/18),84%

(32/38)認められ,軽 度異型腺腫,中 等度異型腺腫,

癌 と異型度が増すに従って胞体内 SBA染 色は杯細胞

粘液内からびまん性不規則になる傾向が認められた。

細胞表面陽性率では,軽 度果型腺管巣 0%(0/20),中

等度異型腺管巣39%(718),癌 で68%(26/38)と 異

型度が増すに従って細胞表面におけるSBA陽 性率の

増加がみられた (p<0.01,pく 0.01)(Table 3,Fig.

3 ) .

(2)DMH投 与ラット大腸の研究成績

① DMH誘 発 ラット大腸腫瘍発生時期 と異型度の

関係

DMH投 与ラット大腸腫瘍は,果 型腺管巣 も含め20

匹中18匹に認められ,全 体で106個認められた。その う

ち隆起型は75個(71%)で ,大 きさは0.2cmか ら1.2cm

であった。また,平 坦型が31個 (29%)で 陥凹型は認

められなかった.対 照 とした 5匹 のラットには,隆 起

型病変,異型腺管巣いずれも認めなかった。DMH投 与

後の ラット大腸腫瘍 の発生時期 と深達度の関係 を

Table 4に示す。隆起型は,DMH投 与後16週目より認

められ,62個 (83%)は 癌で,13個 (17%)は ,中 等

度異型腺管巣で,軽度異型腺管巣は認められなかった.

平坦型では m癌 が,16週 目より3個 (9%)認 められ

るのみで,sm以 上の癌は認められなかった。果型腺管

巣が28個 (90%)で ,軽 度異型腺管巣21個 (68%),中

等度異型腺管巣 7個 (21%)で あった。軽度果型腺管

巣は12週目に早い時期より認められ,す べて平坦型で

あった。中度果型腺管巣は16週より認められ,65%(13/

20)は 隆起型を示 した。異型腺管巣の発現時期は異型

度の軽度なものほどDMH投 与週数の早い時期に認

められ,異 型度を増すにつれて,隆 起型を示す傾向が

認められた。癌の発現時期については,m癌 ,sm癌 は

DMH投 与後16週より22週の間で認められ pm以 上の
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Fig. 4 Light micrographys of PNA staining in rat
colonic mild dysplasia (a) and carcinoma (b).
(a) PNA binding sites are localized to the su-
pranuclear portion of the cell in mild dysplasia
(x200). (b) Positive sites of PNA staining are
revealed in diffuse pattern of cytoplasma in car-
cinoma. (x200)

型腺管巣では,52%(11/21)に 杯細胞粘液内染色が認

められた。軽度異型腺管巣,中 等度果型腺管巣,癌 で

は,び まん性にそれぞれ 0%(0/21),55%(11/20),

43%(28/65)陽 性率が認められた.軽 度異型腺管巣,

中等度異型線管巣,癌 と異型度増すに従って UEA-1胞

体内陽性部位は杯細胞粘液内からびまん性に散在 し不

規貝Jとなる傾向が認められた。細胞表面陽性率では,

軽度異型腺管巣14%(3/21),中 等度異型腺管巣65%

(13/20),癌91%(59/65)と ,果 型度が増すに従って

細胞表面におけるUEA・1の陽性率の増加が認められ

た (p<0.01, p<0,01)(Table 6, Fig.5).

(c)SBA染 色

胞体内染色部位は,杯細胞粘液内に存在する場合 と,

胞体内にびまん性不規貝Jに染色される2つ の型が観察

された。正常粘膜では,DMH非 投与群,DMH投 与群

いずれも,全 大腸に全例杯細胞粘液内のみに陽性像が

認められた。軽度果型腺管巣では95%(20/21)に 杯細

胞粘液内に陽性像が認められ中等度異型腺管巣および

Table 5 PNA staining of rat large intestine

Cytoplasma stainins

ＡｐｉＣａ‐Ｓｕｒｆａｃｅれ
Normal
mucosa

0 0

36(e t t ,  |  0 0

Distal
河
ｒｎ

0 0 0

加

〔
34(ssr)l 0 0

Dysplasia
20(ssr)r 0   ¬ 0

6cm,f 7(3sr). 0

0  ¬ | 0

0 36(6r)- 0

癌の80%(41/51)は,22週 以後に発生してお り,DMH

投与が長いほど深達度の深い癌が認められた.な お癌

の77%(50/65)は 高分化から中分化腺癌で,12%(8/

65)は 低分化腺癌,11%(7/65)は 粘液癌であった。

② DMH誘 発 ラット大腸のレクチン染色結果

PNA,UEA‐ 1,SBAの いずれの染色においても粘膜

内癌(m癌 )と sm以 上の癌では染色性に有意差を認め

ないため,一 括 して癌 として検定を行った。

(a)PNA染 色

PNA染 色では,細 胞表面への結合成は認められな

かった。胞体内染色部位は,核 上部に存在する場合 と

胞体内にびまん性に粘液様物質に存在する場合の 2型

が観察された,正 常粘膜では核上部のみに陽性像が認

め られ,遠 位大腸正常粘膜では DMH非 投与群 0%

(0/10),DMH投 与群85%(34/40)と DMH投 与によ

り胞体内核上部 PNA陽 性率の増加が認められた(p<

0.01).胞 体内核上部陽性率は,軽 度異型腺管巣では

95%(20/21),中 等度異型腺管巣では30%(6/20)癌

0%(0/65)で 異型度が増すに従って胞体内核上部

PNA陽 性率の低下が認められた(p<0.01,p<0.01).

胞体内にびまん性染色の陽性率は,軽 度果型腺管巣

0%(0/21),中 等度果型腺管巣35%(720),癌 62%

(40/65)で異型度 が増す に従って胞体 内 びまん性

PNA陽 性率の陽性率の増加が認められた (p<0.01,

p<0.05)(Table 5, Fを ,4).

(b)UEA‐ 1染色

胞体内染色部位は,杯細胞粘液内に存在する場合 と,

胞体内にびまん性に染色される2型 が観察された。正

常粘膜では杯細胞粘液内のみに染色が認められ,遠 位

大腸正常粘膜では,DMH非 投与群 0%(0/10),DMH

投与群78%(31/40)と DMH投 与によりUEA‐1杯細

胞粘液内陽性率が有意に増加した (p<0.01).軽 度異
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Table 6 UEA・ l staining Of rat iarge intestine

誉                               S
Cytoplasma starninS

蜘ｓｕｒＦａｃｅ的
i品盤p蛤群、

Normal
mucosa

| 0(toot) 0

Ｘ
〔

39(9は) 0

0  ¬ 0

31 (?Br)l 0

Dysplasia
11(52町)コ 0  ¬ 3rt4r)r

: dysDlasi
O  J 1 1 tssnl I 3(65r).

Carcinomz
ｍ

≡
0 3({2r) 7( loor\

52(9分)」

Fig. 5 Light micrographys of UEA.1 staining in
rat colonic moderate dysplasia (a) and car-
cinoma (b). Positive sites of UEA-I staining are
revealed in the cell surface and the diffuse pat-
tern of cytoplasma in both moderate dysplasia
(a) and carcinoma (b). (x200)

i ⅢI  I ■|
| | | | | | | | | |

規l H I
■■■【1'ヽ

(a),

癌では認められなかった。また軽度異型腺管巣,中 等

度果型腺管巣および癌ではびまん性不規則な陽性率は

それぞれ0%(0/21),80%(16/20),57%(37/65)

であった。軽度異型腺管巣,中 等度異型腺管巣,癌 ヘ

と果型度が増すに従って胞体内SBA陽 性部位は,び

まん性に散在し不規員」となる傾向が認められた。細胞

表面揚性率では,軽 度異型腺管巣 0%(0/21),中 等度

113(2079)

Table 7 SBA staining of rat iarge intestine

Staining sites

爛Ｎｏｒｎａお

Cytoplasma staining

Ａｐｉｃａ‐ｓｕｒｆａｃｅ的
Normal
mucosa

10(100労) 0

40(1001) 0

Distal
1 0r lo0r) 0

400oor) 0

Dysplasia
20(e5r)t 0   ¬

0  」 1 6(8or)r 12(6は〉」

3(481) Tooo:)il
34(581) 580ooit

Fig. 6 Light micrographys of SBA staining in rat
colonic mild dysplasia (a) and carcinoma (b).
(a) SBA binding sites are localized to the Goblet
mucin of the cell in mild dysplasia (x200). (b)

SBA binding sites are localized to the surface
portion of the cell in carcinoma (x200).

異型腺管巣60%(12/20),癌 100%(65/65)で あり異

型度が増すに従って細胞表面 SBA陽 性率の増加が認

められた (p<0.01,p<0.01)(Table 7,Fig.6).

考  察

近年,癌 化に伴って細胞構築成分である複合糖鎖が

変化することが知られてきたい。レクチンは,こ の糖鎖

と結合性を有する蛋白質あるいは糖蛋白質であ り121,

運

▼|さ讐■!去
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このレクチンを用いて,複 合糖鎖の存在様式を検索す

ることが可能である1り`19.著者はこの点に注 目して癌

の発生過程における複合糖鎖の存在様式を明らかにす

る目的で数多 くあるレクチンの うち,実 験過程で有意

差の認められた,PNA,UEA‐ 1,SBAの 3種 のレクチ

ンを用いて, ヒ ト大陽の正常粘膜,異 型度の異なる腺

腫,早 期癌,進 行癌およびラット大腸の,平 坦正常粘

膜,DMHで 誘発された異型度の異なる異型腺管巣,粘

膜内癌および癌(sm以 上)の各 レクチン染色性を PAP

法 を 用 い て 検 討 し た。 P A P 法 も a v i d i m ‐

biotimylemzyme complex法 (ABC法 )も ,抗 原特異

性の点については同様であるため PAP法 を用いて検

討を行った。

PNAは ムチン型糖鎖の うち ,D―Cal,Cal―β (1

～ 3)GalNAcに 結合特異性があ り10, ノイラミニン

酸を結合する前段階の Cal‐CalNAc構 造を確認す る

ことが認められている1つ
。また,最終的な代謝産物に変

換される前段階の未熟なムチン型糖鎮構造を認識 して

いると考えられている2,,_方 核上部における染色性

は,電 顕的観察によりGolgi装置に一致することが知

られている1り.

著者 の成績で ヒ ト大腸腫瘍,ラ ット大腸腫瘍 の

PNA染 色で異型度が高度になるに従って,胞 体内核

上部におけるPNA陽 性率の低下が認められ,胞 体内

びまん性陽性率の増加が認められた点は,中 村 ら2いの

と卜大腸における成績 と一致する。また臨床例につい

て,異 型度が高度になるに従って,細 胞表面における

PNA陽 性率の増加がみられた点も,Cooperら
20,固武

ら2りの成績 と一致する。核上部におけるPNA結 合の

出現は,正 常粘膜でも認められ,正 常な代謝の結果と

考えられ,胞 体内のびまん性結合性,お よび細胞表面

における染色性は,悪 性化に伴い,正 常 とは異なった

代謝の結果,Gal,CalNAc構 造をもつ未熟なムチン性

糖蛋白が,正 常 とは異なる部位に出現したものと考え

られた。

このことは,DMH投 与正常遠位大腸粘膜で PNA

核上部陽性率の上昇が認められてお り,異 型腺管巣出

現以前に糖質代謝の変化が起 こり始めていることを支

持する根拠 となりうると考えた。

UEA‐1は,H型 血液特異 レクチンで,L‐fucoseで活

性がプロックされるウサギ血清型 レクチン,α‐フコン

ル基に対する特果性が認められている2ゆ. ヒ ト大腸に

おいて米沢ら1の
,中 村 ら2のは,uEA,1は ,遠 位大腸に

おける腫瘍マーカーとなりうることを指摘 している.

大腸腫瘍発生母地に関する免疫組織化学的研究 日消外会議 23巻  8号

UEA-1染色で,細 胞表面の陽性率と異型度との相関を

認めた報告もある2つ。また,Cooperら 2"は,ABH型

血液物質は遠位大腸において,癌 化に伴い出現すると

報告している。Wilkeyら20は,ヒ ト大揚癌ではABH

型物質の発現の有無と癌の生物学的悪性度の相関を報

告している。
一方 DMH投 与ラット大腸ではUEA,1染 色は,癌お

よび腺腫のapical surfaceや細胞質内粘液様物質に認

められ,遠 位大腸正常粘膜では,杯 細胞内に高率に認

めたと報告がある2つ2ゆ.著 者の研究においてもヒト大

腸, ラット大腸いずれにおいても大腸腫瘍では,果 型

度が高度になるに従って細胞表面におけるUEA,1の

陽性率の上昇が認められ,胞 体内染色では,不 規則び

まん性となった。ラット遠位大腸正常粘膜では,DMH

投与により,胚 細胞粘液内染色が認められ,糖 質代謝

の元進が示唆された。以上ヒト腺腫, ラット果型腺管

巣は,UEA‐ 1染色の結果,異 型度を増すに従って,正

常とは異なる代謝の元進がおきていることが示唆され

ブti,

SBAは CalNAc,α‐D―Galと に結合特果性が認めら

れている211ヒ ト大腸腫瘍,ラ ット大腸腫瘍 SBA染 色

の結果は,異 型度が高度になるに従って,胞体内SBA

染色部位は,び まん性不規則となる傾向があり細胞表

面SBA陽 性率の増加が認められた。このことは,SBA

染色においては,ヒ ト,ラ ット大腸いずれにおいても,

その染色部位は異なるものの,悪 性化に伴い正常に存

在する胞体内結合部位から,び まん性不規則な胞体内

染色となり,ま た,正 常では存在しない細胞表面に新

たに出現する糖鎖構造を認識していることになる。以

上 SBA染 色の結果は,ヒ ト大腸腺腫,ラ ット果型腺管

巣では,異 型度を増すに従って正常とは異なる代謝が

起こりはじめている結果と理解された。
一方,DMH投 与によってラット大腸に癌が発生す

ることは1967年にDruckneyら 2りが始めて報告した。

DMH誘 発大腸癌の好発部位は, ドンリュウ系は遠位

大腸に好発するとされている3い。また分化型腺癌が多

いとの報告ある2ゆ.著 者の研究の結果も77%は 分化型

腺癌であった.一方,DMH投 与週数が増加するにした

がってpm.ss,s癌 が増加しており深達度との関係で

は観察期間が長いなど,深 達度が深くなるという従来

の報告と一致した2ゆ。また著者の研究では,果型腺管巣

はDMH投 与,12週 目よりすでに軽度果型腺管巣が認

められ,16週 となる中等度異型腺管巣が認められ;

DMH投 与週数と異型腺管巣の異型度に相関が認めら
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れた。また軽度異型腺管巣はすべて平坦型であ り,中

等果型腺管巣の65%は 隆起型を示 した。隆起型異型腺

管巣は異型度の高いものに認められた。 こ のことは,

DMH投 与により,早 い時期より平坦粘膜に異型腺管

巣が出現 し,DMH投 与週数の増加 とともに,異型度を

増 しながら隆起型を呈するものと,平 坦型のままのも

のが認められ,隆 起型のものは adenoma―carcinoma

sequenceとの関連が,一方平坦型のものはde novoと

の関連が示唆されるが,い ずれにしても癌が,異 型腺

管巣を母地 として発生することには相違ないものと思

われる。 こ のことは 3種 のレクチンを用いた著者の結

果でも,PNA,UEA‐ 1,SBAの 3種 のレクチン胞体内

染色部位は,異 型腺管巣および癌では,異 型度が高度

になるに従ってびまん性不規則な染色部位になり,ま

た UEA,1,SBA染 色では,異型度が高度になるに従っ

て,細 胞表面陽性率が高 くなり,異 型腺管巣と癌 との

関連が示唆された。一方,H,E染 色で果型を認めない

ラット遠位大腸正常粘膜において,DMHを 投与する

ことにより,PNA,UEA‐ 1染色で,そ れぞれ核上部,

杯細胞粘液内に染色性が認められたことは,細 胞異型

が出現する以前に,細 胞内糖質代謝に変化をきたして

いることを示唆する所見であり, このように,形 態学

的変化が起こる以前に糖質代謝の異常が起こり始めて

いる粘膜は,癌 発生の high risk mucosaと考えられ

た。このことは重森 ら31)のヒト大腸腺腫症における平

坦粘膜の radioautographyによる研究で も同様なこ

とが示唆されている.以 上より糖質代謝に変化を認め

る粘膜 (high risk mucOsa)より異型腺管巣が出現し,

異型度を増す とともに,一 方では,隆 起型を呈し,一

方では,平 坦型のまま,癌 発生へ関連する可能性が示

唆された。

稿を終えるにあたり,御指導,御校閲を賜った菅原克彦教

授に深く感謝いたします,また,終始直接御指導して下さっ

た関川敬義講師,江 口英雄講師に感謝いたします。

本研究の一部は,第31回日本消化器病学会大会(平成元年

10月6日,旭 川)および第44回日本大腸肛門病学会総会(平

成元年11月17日,東 京)に おいて報告した。

文  献

1)We ye JD: The development of carcincma of

the colon Am J Gastroentero1 67:427-429,

1977

2)Lev R,Grover R: Pre cursors of human c01on

carcinoコna.Cancer 47:2007--2015, 1981

3)Morson Bc: Precancerous and early malig,

nant lesions of the large intestine. Br J Surg

115(2081)

55: 725--731, 1968

4)石 沢 隆 ,西  満 正,野 村秀洋ほか :大腸多発ポ

リープに認められたII c様大腸早期癌の 2病 変.

胃と揚 14:529-536,1979

5)狩 野 淳 ,水野幸一,間山素行1/aかt II c型早期癌

が認められた家族性大腸ポリポージスの 1例 .胃

と賜訪  121 1359--1364, 1977

6)Shamsiddin AM: CarcinOma in situ in

■o■polypoid mucosa of the large intestine.

Cancer 56:2849--2854, 1985

7)Shamsuddin AM,Bell HG,Petrucci JV et ali

Carci■oma in situand  ``microinvasive"

adenocarcinoma of colon Path Res Pract 167!

374--379, 1980

8)Desigan G,ヽVang M i De novo carcinoma of

t h e  r e c t u r n : A  c a s e  r e p o r t o  A m  J  C a s t r O e n t e r o l

80:553--556, 1985

9)Kim YS,Isaacs R: Glycoprotein metabolisln

in innammatory and neoplastic diseases of the

huコnan colo■.Cancer Res 35:2092--2095, 1975

10)Yonezawa S,Nakamura T,Tanaka S et al:

GlycoconjЦ gate  with  Ulex  europaeus

agglutinin‐binding sites in nomal mucosa,

adenoma,and carcinoma of hurnan iarge bowel.

J Nati Cancer lnst 69!777-784, 1982

11)大 腸癌研究会編 :大腸癌取扱い規約 (改訂第 4

版).金 原出版,東 京,1985

12)Goldstein IJ,Hughes RC,MOnsigney M et al:

Vヽhat should be called a lectin P Nature 285 t 66
--73, 1980

13)Sharon N,Lis H: Lectins i Cた 1l agglutinating

and suger,speciflc proteins, Science 177:949
--956, 1972

14)Goldstein IJ, Hayes CE: The lectins:

Carbohydrate‐binding prOteins of plants and

animals Adv Carbohydr Chenl Biochem 35:

127--135, 1978

15)平 野 寛 |レクチンの組織化学的応用, 日本組織

化学会編.組 織細胞化学.学 際企画,東 京,1983,

pl13-132

16)Lotan R,Shuteisky E,Danon D et al: The

purincation,Composition and speciFlcity of the

anti‐T lectin from peanut lArachis hypogaea).J

Biol Chem 250:8518--3523, 1975

17)Novogrodsky A, Lotan R, Ravid A et ali

Peanut agglutinin,a new llitogen that binds to

galactosly sites exposed after neura■linidase

treatment,J Immun01 115:1243--1250, 1975

18)CoOper HS,Reuter VE: Peanut lectin‐ binding

sites in polyps of the colon and recturn.

AdenOmas,hyperplastic polyps and adenomas

with in situ carcinona. Lab lnvest 49:655



116(2082)

―-661, 1983

19)Sato A,Spicer SS: Uitrastructural visualiza・

tion of galactosyl residues in various alimen‐

tary epithelial cells with the peanut lectin‐

horseradish peroxidase procedure.Histochemis‐

try 73:607--613, 1982

20)中 村敬夫,米沢 傑 ,日中貞夫ほか :大陽の腺腫お

よび早期癌におけるレクチン染色性について.病

理と臨 3:317-322,1985

21)Cooper HS,Reuter VE: Peanut lectin‐binding

sites inpolyps of the colon and retlun adenoma,

hyperplastic polyps,and adenomas with in situ

carcinoma. Lab invest 49! 655--661, 1983

22)国 武健二郎 :レ クチン染色による1,2‐dimethyl‐

hydrazine誘発ラット大腸腫瘍及びヒト大腸腫瘍

の組織化学的研究。日外会議 891534-546,1988

23)MaturnOtO I,Osawa T: Punncation and char‐

acterization of an anti‐ H(0)phytohemagg‐

lutinin of Ulex europeus.Biochim Blophys Acta

194: 180--187, 1969

24)今 西 築 ,多淵芳樹,斉藤洋一 :大腸腺腫並びに大

腸癌の免疫組織学的研究。日外会議 8911632
--1640, 1988

25)Cooper HS, Haesler W i Blood group sub‐

大腸腫瘍発生母地に関する免疫組織化学的研究 日消外会議 23巻  8号

stances as tumor antigens in the distal colon.

Am J Clin Patho1 69!594-601, 1978

26)Willkey EL, Mendeison C, Eggleston JC i

Distribution of carcincembryonic antigens and

blood group substances in adenocarcinoma of

the colon.Lab lnvest 44:507-523, 1981

27)塩 田吉宣,徳永 昭 ,田中宣威ほか :正常ならびに

1,2‐Dttethylhydrazine(DMH)投与ラットにおけ

るUlex europacus aggintinin‐1(UEAl)binding

Stesの局在.日 消病会誌 84:1778-1786,1987

28)原  彰 男,寺本龍生,小平 進 ほか !1,2‐dimethyl‐

hydrazine誘発ラット大腸腫瘍の発生過程におけ

る血液型物質の発現様式。日本大腸肛門病会議

41 : 1--8, 1988

29)Dhttkrey H,Preussrnan R,Matzkies F et ali

Selective Erzeugung von Damkrebs bei Ratten

durch l,2,Dimethyl‐hydrazine,Naturwissens‐

chaften 54:285--286, 1967

30)宮 野陽介 :DM誘 発ラット大腸腫瘍の組織発生に

関する研究。 日 外会誌 82:1279-1290,1981

31)重 盛憲三 :Radioautographyを用いた大陽隆起

性病変および周辺粘膜の腺寓内細胞動態に関する

研究.日 消外会議 15:1465-1475,1982

Immunohistochemical Study of Development of Colorectal Neoplasma

Osamu Mitsugi
First Department of Surgery, Yamanashi Medical College

In order to study changes in complex carbohydrates of the large intestine, I used three kinds of lectins, peanut
agg lutinin @NA), Ulex aeropaeus agglutinin-l ruEA-l), Glycine max (SBA). These lectin binding sites were
examined in human normal mucosa, neoplasma, l.2-dimethyl hydrazine @MlI) induced rat neoplasma and normal
mucosa. The cell sarface staining increased in parallel with the grade of cellular dyspiasia in human PNA, IIEA-I
and SBA and rat UEA-I, and SBA staining and the diffuse staining of cytoplasma increased in parallel with the
grade of cellular dysplasia in PNA, UEA-I and SBA staining of human and rat neoplasma. In the distal normal
mucosa of rats, PNA, and UEA-1 binding sites were found by DMH inject. These results suggest that both adenoma
in the human large instestine and rat dysplasia induced by DMH are precancerous lesion and that a chemical
metabolic change may occur before histological malignant transformation and that the dysplasia developing from
the high risk mucosa is the origin of the cancer.
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