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子宮内膜症性嚢胞由来卵巣癌における PTEN 遺伝子の loss of heterozygosity
（LOH）
，癌関連遺伝子変異，およびタンパク発現
１）京都府立医科大学大学院女性生涯医科学
２）同・人体病理学
３）京都第一赤十字病院産婦人科

冰１），北脇

徐

伊藤

緒

城１），石原
良治３），中田

言

広章１），濱田
好則３），本庄

新七２），楠木

泉３）

英雄１）

た．抽出した DNA より目的の遺伝子を nested

子宮内膜症は卵巣癌の３．
６〜２
８％と比較的高

PCR により増幅し，塩基配列を解析した．蛍

率に合併するのに対して，子宮内膜症性嚢胞は

光ラベルしたマイクロサテライト・マーカーを

．しかし，
その０．
７〜１．
６％が悪性転化する〔１―３〕

用いてキャピラリー電気泳動により LOH を解

悪性転化に伴う分子化学的変化はほとんど知ら

析した．免疫組織染色はストレプトアビジン―

れていない．悪性転化の証明には厳格な基準を

ビオチン法によった．研究は倫理委員会の承認

満たす必要があるため，多くの症例数が得られ

を得て行った．
成

ないことも研究を妨げる一因となっている．よ
って，研究はほとんど内膜症合併の卵巣癌を用

１

績

突然変異

いて行われてきた．しかし，これらの所見は必

癌 関 連 遺 伝 子 PTEN，TP５
３と K―ras の 突 然

ずしもそのまま悪性転化に適応することはでき

変異を分析した．PTEN 遺伝子のエクソン２―

ない．そこで今回，悪性転化を証明しえた子宮

８のうち，１例の癌病変のみにおいてエクソン

内膜症性嚢胞由来卵巣癌の同一切片内の良性と

２のセンス変異が検出された．しかし，内膜症

悪性の各組織において，癌関連遺伝子の変異や

と移行部には検出されなかった．また，全例に

LOH およびタンパク発現の変化を解析した．

１）と K―ras（エ ク
お い て TP５
３（エ ク ソ ン５―１

対象および方法
症例は卵巣癌５例で，すべて卵巣癌発生前に

ソン２，３）の変異が認められなかった．
２

LOH

子宮内膜症性嚢胞の病歴が明らかであり，病理

１
３種類のマイクロサテライト・マーカーを用

組織学的に Sampson〔４〕と Scott〔５〕による

いて LOH を分析した と こ ろ，２種 類 の LOH

子宮内膜症の悪性転化の診断基準を満たしてい

パターンが検出された．パターン蠢は，癌にお

た．すなわち，
（１）同側の卵巣に癌組織と子宮

いてのみ LOH が検出され，子宮内膜症や移行

内膜症組織が存在すること，
（２）内膜基質に囲

部では認められなかった．パターン蠡は，同じ

まれた腺上皮類似の構造をもつこと，
（３）癌組

LOH が癌，移行部，子宮内膜症，間質組織の

織が内膜症組織から起こり，他の癌組織からの

いずれにおいても検出された．９，１
０と１
３番染

浸潤でないこと，そして（４）顕微鏡的に子宮

色体に対するマーカーを用いて，１
１の LOH イ

内膜症組織が癌組織と連続することである．

ベントが確認された．PTEN 遺伝子近傍の４種

同一切片内で，内膜症，移行部および癌の各

のマーカーのうち，２例にパターン蠢の LOH

組織をマイクロダイセクションにより切り出し

が認められた．１例にパターン蠡の LOH が認
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められた．p１
６遺伝子近傍の４種のマーカーの

ーを選択し，パターン蠢と蠡の２種類の LOH

うち２種類のマーカーで，３例に LOH が認め

の発現パターンを検出した．PTEN 遺伝子の近

られた．１
３番染色体のマーカーで，３例で LOH

傍に位置しているマーカーで，５つの LOH イ

が認められた．しかし，LOH は，５，６，１
７番

ベントを検出した．これは，卵巣癌において１
０

染色体には認められなかった．

q２
３領域で２
７．
３〜４
３％の LOH イベ ン ト が 検 出

３

タンパク発現

されたことを支持している〔６，７〕
．また，わ

アロマターゼは３例において内膜症で強く，

れわれは p１
６遺伝子の近傍に位置しているマー

移行部でやや弱く，癌では弱いか欠如した．し

カーで，３つの LOH イベントを検出した．こ

かし，１例では逆に癌でもっとも強かった．一
方，ステロイド・レセプターである ERα，ERβ，

の領域の LOH が重要なことも示されている
〔８，
９〕
．

PgR，アポトーシス関連の Fas，Fas―ligand，

次に，悪性転化に伴うタンパクの発現変化を

Bax，Bcl―２，そして癌関連の PTEN，p５
３，p

免疫組織化学的に評価した．興味深いことに，

１
６，hMLH１の染色性は，全例で内膜症，移行

アロマターゼだけは内膜症と癌の間で異なる染

部，癌の間に差がなかった．

色性を示した．これはわれわれの以前の研究と

考

察

一致している〔１
０〕
．免疫染色パターンと臨床

今回使用した５症例は，病歴が明らかで，病

病理学的因子との関係はみられなかった．この

理組織学的に Sampson〔４〕と Scott〔５〕の診

現象は悪性転換に伴う細胞の分化の変化に起因

断基準を満たしていることより，卵巣チョコレ

するものと推測される．一方，他のタンパクの

ート嚢胞より悪性転化した卵巣癌と考えられ

染色性は全例で組織間に差がなかった．しかし，

た．われわれは，子宮内膜症の悪性転化の過程

このことは必ずしもこれらの遺伝子の発現変化

における機能的変化を検討するために，まず癌

が関与が少ないことを意味するものではない．

抑制遺伝子の変異を検討した．PTEN，TP５
３と

結論として，今回子宮内膜症性嚢胞由来卵巣

K―ras の変異がさまざまなヒト癌で同定されて

癌において，遺伝子変異，LOH およびタンパ

おり，これらの遺伝子の不活が卵巣癌の発生や

ク発現に対する最初の系統的な解析を行った．

進行に関与することが示されている．これらの

その結果，比較的高い頻度で LOH イベントが

遺伝子の突然変異に関する総合的な情報を得る

存在することが判明した．このことが悪性転化

ために，われわれはそれらの既報告のホットス

の過程で，重要な役割を果たしている可能性が

１，
ポットだけではなく，TP５
３のエクソン５―１

示唆された．今後症例数を追加することにより，

PTEN のエクソン２―８と K―ras のエクソン２―

その機序に関するさらなる理解が得られること

３を調べた．しかし，１例の癌組織で，PTEN

と期待される．

遺伝子の２ヵ所の点変異が検出され，内膜症と
移行部には検出されなかった．全例において TP
５
３と K―ras の変異は認められなかった．これら
のことから，これらの遺伝子の突然変異が子宮
内膜症の悪性転化において，重要な役割を担っ
てはいない可能性を示唆された．
次に，われわれは１
３種類のマイクロサテライ
ト・マーカーを用いて LOH を分析した．これ
らのマーカーが PTEN，p１
６や p５
３遺伝子の近
傍に位置して，未知の遺伝子の近傍に位置する
可能性があるため，われわれはこれらのマーカ
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