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消化管筋原性腫瘍におけるDNA ploidyの臨床的意義

二重大学医学部第2外科学教室 (主任 1鈴木宏志教授)
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消化管の筋原性腫瘍62例(平滑筋腫26例,平滑筋芽腫 3例 ,平滑筋肉腫33例)を対象として DNA now

cytometryを行い,DNA ploidyに よって平滑筋腫 と平滑筋肉腫の鑑別および平滑筋肉腫の予後判定

が可能か否かを検討した。DNA aneuploidyは平滑筋腫では6/26frl,平滑筋芽腫では1/3例,平 滑筋肉

腫では18/33例と,平 滑筋肉腫で有意に多 くみられたが,そ の診断的価値は少ないと考えられた。平滑

筋肉腫の33例について術後健存率とDNA ploidyを含めた臨床病理学的事項 との関連を見ると,有 意

に関連 したのは DNA ploidyと tulnor gradeのみであり,腫 瘍最大径,mitOtic index,部位,年 齢,

性は予後 と有意な関連を示さなかった。すなわち,DNA ploidyは 平滑筋肉腫の予後規定因子として

tumor gradeとともに重要な因子であ り,そ の判定に主観のはいる余地が少ないことから,予 後規定

因子 として客観的な,安 定したものであることが知 られた。
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survival

結  言

消化管の筋原性腫瘍, とくに平滑筋腫瘍の生物学的

動態に関してはいまだ不明な点が多い。すなわち,良

性,悪 性の鑑別については病理組織学的にも困難な症

例があり,ま た,予 後を判別する因子 として従来用い

られてきた腫瘍最大径,mitOtic index,細胞密度ある

いは tumor gradeな どの臨床病理学的指標1)の判定,

定義には主観のはいる余地が大きく, これによる診断

の偏 りも無視できない。

最近,DNA aow cytometryに よって腫瘍細胞の

DNA ploidyが 迅速に,か つ,正 確に測定しうるよう

になったことから,腫 瘍の悪性度の半」定,予 後の判定

の客観的指標 としての DNA ploidyの 評価が高まっ

ているの~。.

著者は消化管筋原性腫瘍62例についてパラフィン包

埋標本を用いた DNA Row cytometryを 行い,DNA

ploidyによって平滑筋腫 と平滑筋肉腫の鑑別が可能

であるか,ま た,平 滑筋肉腫の予後判定が可能である

かを検討 した結果, 2, 3の 興味ある知見を うること

が出来たので報告する。

I.対 象 と方法

対象症例 :対象としたのは,1975年 10月から1991年

<1992年10月7日受理>別 刷請求先 :杉平 宣 仁

〒514 津市江戸橋 2-174 三 重大学医学部第2外科

7月 の間に治癒切除が行われた消化管平滑筋原腫瘍62

例である。対象症71jの性別は男性34例,女 性28例であ

り,手 術時年齢は20～81歳,平均57.4±13.6歳である。

発生部位は食道 1例 , 胃 ・十二指腸48例,小 腸 6711,

結腸 ・直腸 7例 である。病理組織診断は26例で平滑筋

腫, 3例 で平滑筋芽腫,33例 で平滑筋肉腫であった。

平滑筋腫および平滑筋芽腫の294/1は全frll再発なく生存

中であるが,平 滑筋肉腫の33例では11421が再発なく生

存中, 2421が再発を有 しなが ら生存中,104/1は術後

11～202か月の間に腫瘍死している。

臨床病理学的事項 :臨床病理学的事項 としては,腫

瘍最大径,mitOtic index(MI)および tumOr gradeに

ついて検討した。予後規定因子の 1つ としていわゆる

細胞密度については,tumor gradeに 含まれるのでこ

れのみを別個に取 り上げた検討は行わなかった。腫瘍

最大径は手術記事に記載 された値を とった.mitotic

indexは Silverberg"の方法にしたがって,400倍 の強

拡大で30視野を鏡検 し,核 分裂像を算定し,単 位平方

ミリの値 とした。tumor gradeは Russellらのの分類と

同様,異 型度および細胞密度からgrade l～3に分類し

ブti.

Fiow cytometry:パラフイン包埋標本からの細胞

単離は Schutteつの方法に準じて行い,核 酸 (DNA)染

色は Vindel,v助の方法に準拠 した。すなわち,パ ラ

フィン包埋 ブロックよリミクロトームで50μmの 切片
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Table I The contents of staining solutions, using
the method described bv Vindelof)

Staining solutions

1. Stock solution: Trisodium citrate, 2HzO, 2,000mg,
Nonidet P 40 2,000p1, Sperminetetrahydro.
chloride 1,044mg, Tris-aminomethane 121
mg, distilled water 2,000m1, pH7.6

2. Solution A : Trypsin lSmg, Stock solution 500m1,
pH7 .6

3. Solution B : Trypsin inhibitor 250mg, Ribonuclease
A 50mg, Stock solution 500m1, pH7.6

4. Solution C : Propidium iodide 208mg, Spermine
tetrahydrochloride 580mg, Stock solution,
oH7 .6

を 3枚作製し,キ シレンによる脱パラフィンを行った

あと,100%,96%,70%,50%の エタノールで加水処

理 し,citrate burer(3mM trisodiumcitrate,0.1%

Nonidet P40, 1.5n■WI sperHlinetetrahydrochloride,

0.5mM Tris,pH 76)に より0.25%に調整された

trypsin溶液にて24時間のインキュベー ト後,50/mの

ナイロンメッシュを通 して単離細胞 とした。つぎに

solution A, solution B, solution C (Table l)を 】原

次加えて pr O p i d i u m  l o d e d e染色をした。測定は FA C‐

SCAN(Becton_Dickinson, Mountainview, CA,

USA)に よって prOpidium iodide染色後30分以内に

行った.内 部標準 として腫瘍内の炎症細胞を用いた。

解析は20,000個の核の測定よりDNA histOgramを 記

録し,CELLFIT(Becton_Dickinson)により解析した。

DNA indexお よびDNA ploidyの 定義 :DNA

indexはGO,Glピ ークを構成す る腫瘍細胞 の相対

DNA量 と,GO,Glピ ークを構成する内部標準細胞(腫

瘍間質 リンパ球)の 相対 DNA量 の比をもって定義 し

た,DNA ploidyヤよDNA indexが 099か ら1.01を示

したものを DNA dゎ 10idy,それ以外を DNA aneu‐

ploidyとした。

統計処理 :群間の差あるいは相関の検定には Man‐

Whitneyの U―teStあるいはχ
2検定を用いた。生存率

は Kaplan‐Meier法によって求め,群 間の生存率の差

は LOgrank法 によって検定した。いずれの場合もp<

0.05のときに有意な差あるいは相関があるもの とし

亨(=.

II.結   果

臨床病理学的事項 :平滑筋腫および良性平滑筋芽腫

と平滑筋肉腫の臨床病理学的事項の対比を Table 2

消化管筋原性腫瘍におけるDNA ploidyの 臨床的意義   日 消外会誌 26巻  3号

Table 2 Correlation between histological diagno-
sis and tumor size, mitotic index and tumor

LM :  le iomyoma,

leiomyosarcoma
leiomyoblastoma, LS :

Fig. 1 Distribution of DNA index in smooth
muscle tumors of the gastrointestinal tract. LM:
le iomyoma,  LB :  le iomyob las toma,  LS :

LMttLB     LS

に示す。腫瘍最大径,MIは いずれも平滑筋肉腫で有意

に大きく,tumor gradeは平滑筋肉腫で grade 3(低

分化度)の ものが有意に多 くみられた.

DNA indexお よび DNA ploidyt Coettcients of

variation値の平均は4.9%だ った。平滑筋腫および良

性平滑筋芽腫の DNA indexは 0,68～1.81であ り,平

滑筋 肉腫 の DNA indexは 0.56～2,01に 分布 した

(Fig,1).DNA p10idyは 平滑筋腫および良性平滑筋

芽腫では22例で diploidであ り, 7例 で aneuploidで

あった。これに対して平滑筋肉腫では15例で diploid,

18例で aneuploidで あり,平 滑筋肉腫では平滑筋腫お

よび良性平滑筋芽腫に比べて有意に aneuploidの もの

が多かった (p<0.05)(Fig。 2).
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F i g . 2  C O r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  D N A  p l o i d y  a n d

hist010gy of the tumors,
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術後健存率 :平滑筋腫,良 性平滑筋芽腫では死亡例

がな く,す べて良好な経過をた どっているので,平 滑

筋肉腫33例のみについて,腫 瘍最大径,mitOtic index,

tumor grade,お よび DNA ploidyと 術後健存率の関

係を検討 した。

腫瘍最大径についてみると, これが50mm以 上のも

のでは, これが50mm未 満のものに比べて術後健存率

が不良であったが,そ の差は有意なものではなかった

(p=0.16)(Fig。 3)。Mitotic indexが3.0/mm2以 上の

ものの術後健存率は,こ れが3.0/mm2未 満のものに比

べて不良であったが,そ の差は腫瘍最大径の場合 と同

様に有意水準には達 しなかった (p=0.12)(Fig.4).

Fig.5 EtFect of DNA ploidy on disease‐free sur‐

vival for the patients with le10myosarcOmas.The

D N A  a n e u p l o i d y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h

signiflcantly poOrer survival rates. cOmpared to

the DNA diplody(p<0.05).S%i disea韓 ,free

survival rates in%.

Fig. 6 Effect of tumor grade on disease-free sur-
vival for the patients with leiomyosarcomas.
Tumor grade 3 was associated with significantly
poorer survival rates, compared to tumor grades
I and 2 (p<0.01). S%: disease-free survival
rates in 94.

s%

匡]DlPLO:D

Fig, 3 Effect of tumor size on disease.free sur.
vival for the patients with leiomyosarcomas.
There was no statistically significant difference
of the survival rates between the patients with
larger tumors and those with smaller tumors (p=

0.15). S% : disease-free survival rates in %.

Fig. 4 Effect of mitotic index on disease-free sur-
vival for the patients with leiomyosarcomas. The
survival rates did not differ significantly between
higher MI group and lower MI group (p=0.12).

S% : disease-free survival rates in ft.

S%
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DNA p10idyが aneuploidのものでは, これが di‐

ploidのものに比べて術後健存率が有意に不良であ り

(p<0.05)(Fig.5), tumor gradeが 3の ものは, こ

れが 1～ 2の ものに比べて術後健存率は有意に不良で

あった (p<0.01)(Fig,6).

I I I . 考 察

消化管の筋原性腫瘍は比較的まれなものであり, ま

とまった数の症例についての報告も少ないいll)。臨床

的に問題 となるのは,平 滑筋腫,平 滑筋芽腫,平 滑筋

肉腫の病理学的診断が, とくに凍結切片による迅速診

断では必ず しも容易でないことと,平 滑筋肉腫の予後

が多様であるにもかかわらずこれを規定する因子が十

分明らかにされていないことである。

消化管の筋原性腫場のうち,平 滑筋腫の予後は一般

に良好であ り,平滑筋肉腫の予後は一般に不良である。

平滑筋茅腫では一般に予後良好 といわれているが,な

かには悪性の経過を示す ものもある. したがって,平

滑筋腫 と平滑筋肉腫の鑑別,平 滑筋芽腫で悪性を示す

ものの同定は臨床的に重要であるにもかかわらず,形

態学的診断のみではこうした鑑別が困難な症例も少な

くない。これまでいわれてきた鑑別点は腫瘍最大径,

分化度,細 胞密度,mitOtic indexなどであるが12)1り,

腫易最大径を除 くとこれらの病理学的所見には主観的

な要素が入 りやす く, とくに mitotic indexなどでは

cut of valueの設定に検者の主観的な意図 もはた ら

く。最近ではnOw cytOmet呼によって決定される腫瘍

細胞の DNA ploidyが 腫瘍の悪性度を示す客観的な

指標であることが広 く認識されたことから21-0,aow

cytometryによるDNA ploidyの測定を子官
14),腎15),

あるいは消化管1い2いの平滑筋肉腫の診断,予後判定に

用いた報告 も見られるようになった。本研究の結果で

は,平 滑筋腫あるいは良性平滑筋芽腫に比べて平滑筋

肉腫では有意に高い頻度で DNA aneuploidyが検出

されたが,aneuploidを示 した平滑筋腫および平滑筋

芽腫の 7例 の病理所見,経 過はまった く良性であり,

他方平滑筋肉腫で も45.5%は diploid pattemを示 し

たことから,平 滑筋腫 と平滑筋肉腫の鑑別に関す る

DNA ploidyの 診断的意義は少ないもの と考 えられ

た。 こ れは Tstthimaら 2いの報告でも同様であった。

消化管の平滑筋肉腫の予後規定因子について DNA

ploidyを含めた検討を行った報告 としては,Kimura

ら2 のぁ るい は T s u s h i n a ら2 1 ) によ る もの が あ る。

Kimuraら 22)“ま腫瘍最大径 とDNA ploidyが 予後 と'由

く関連 し,mitotic indexと細胞密度は予後 と相関しな

消化管筋原性腫瘍におけるDNA ploidyの 臨床的意義   日 消外会議 26巻  3号

かったと述べている。Tsushimaら 21)も消化管の平滑

筋肉腫の予後には腫場最大径 とDNA ploidyが 関係

すると報告 しているが,同 時にturnor gradeの関与 も

大きいと述べている。本研究の結果でも,DNA ploidy

およびtumor gradeと平滑筋肉腫症pllの予後には有

意な相関がみられ,DNA aneuploidyあ るいは grade

3の症例 の術後健存 率 は DNA diploidyあ るいは

grade l,2のものに比べて有意に不良であった。本研

究では,Kimuraら
2りぁるいは Tsushimaら 21)の成績

と異なって,腫 瘍最大径 と予後の間に有意な相関が見

られなかったが,平 滑筋肉腫でも腫場の大きさと悪性

度はある程度相関するものの,大 きさそれ自体が悪性

度あるいは予後不良の絶対的な指標ではありえないこ

とから,必ずしも不自然な結果ではないと考えられる.

Tumor gradeと 予後の関連は本研究の結果でも明ら

かに認められており,果 型度あるいは細胞密度の判定

に主観的な要素が入 りやすいことを除 くと,消 化管平

滑筋肉腫の予後規定因子として適切なものと考えられ

る。問題は Kimuraら 22)ぉょび Tsushimaら 21)の報告

と同様,本 研究の結果でもmitOtic indexと予後に有

意な関連がみられなかったことであるが, この解釈 と

して, 1つ には mitotic indexが,た とえば Ki‐67標識

率2いなどと同様に pOtential proliferative activityを

表現するものであって,真 の増殖速度をあらわすもの

ではないことが考えられる。また,mitotic indexを算

出する方法は研究者によって異なる、つまり強拡大の

視野いくつを検鏡するのか1)1り1い1の21レ"26),その結果を

あらわすのに単位面積当た りであるのか2い2の2り
,強 拡

大視野のいくつかあた りでするのか21レ幼20などに一致

がみられず, さらにはmitotic indexが高いかどうか

を い う場 合 の c u t  o t t  v a l u e がま ち ま ち で あ

る1)11)り16ルの21)2,～20,な ど方法論が確立されていない

ことも予後 との関連が不明確である理由と考 えられ

る。

本研究の結果では,平 滑筋 肉腫の術後健存率 と

DNA ploidyおよびtumor gradeの間に有意な相関が

みられた。このいずれが予後規定因子 としてより強 く

作用するか,そ れぞれが独立 した因子であるかは多変

量解析によらなければ明確に決定することはできない

が,tunOr gradeの半」定にはmitotic indexに関して

述べたのと同様な方法論の問題が残されてお り, これ

に対して,nOw cytOmet呼によるDNA ploidyの決定

は客観的なものであ り,新 鮮標本を用いた場合はいう

までもなく,Hedleyら2の
,schutteらの,vindel"vらゆ



1993年3月

の報告以来パ ラフィン包埋 ブロックか らの測定につい

て も方法論的にはほぼ確立 されている。このことか ら,

平滑筋肉腫の予後を判定す る要因 として,現 時点では

DNA ploidyが 最 も信頼 しうるもの と考えられ,DNA

ploidyは消化管平滑筋 肉腫に対す る診断的価値 は少

ないが,予 後規定因子 としては重要な意味を持つ客観

的指標 と結論 される。

稿を終えるにあた り,ご指導,ご校閲を賜った鈴木宏志教

授ならびに,ご指導頂いた松本好市講師,病理学教室II,自

石泰三助教授,中央検査部,吉村 平 先生に深甚なる感謝を

表します。また,標本の提供にご協力下さいました本学第 1

外科および第 2外科学教室および各関連施設の諸先生に心

よりお礼申し上げます。
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A Clinical Signilicance of DNA Ploidy in Smooth Muscle Tumors of the Gastrointestinal Tract

Nobuhito Swihira
The Second Department of Surgery, Mie University School of Medicine

The DNA ploidy was determined by flow cytometry in 62 smooth muscle tumors of the G.I. tract (26
leiomyomas, 3 leiomyoblastomas, 33 leiomyosarcomas). The study aimed to define the diagnostic and prognostic
values of DNA ploidy for smooth muscle tumors of the G.I. tract. The DNA ploidy was aneuploid in six of the 26
leiomyomas, in one of the three leiomyoblastomas, and in 18 of the 33 leiomyosarcomas. DNA aneuploidy was found
significantly more often in leiomyosarcomas than in leiomyomas and leiomyoblastomas (p(0.05), but no evidence of
clinical malignant behavior was found in the six leiomyomas or one leiomyoblastoma with DNA aneuploidy. In
patients with leiomyosarcomas, DNA aneuploidy and a higher tumor grade were associated with significantly
poorer survival rates (p(0.05), but neither the tumor size nor the mitotic index correlated with survival of the
patients. The DNA ploidy patterns had little diagnostic value for smooth muscle tumors of the G.I. tract, but had
significant prqgnostic values for leiomyosarcomas of the G.I. tract.
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