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胞学的特徴および，相異について検討したので
報告する．

に

わが国において，子宮休部癌は子宮癌全体の
約5％前後の頻度とされてきたが，近年増加の
傾向がみられ，その頻度は10％前後と推定さ
れている1）3）．
休部癌の診断には内膜細胞診が重要で，細胞
診断学的研究もさかんになり，最近では治療方
針の決定に有効な指針として，細胞診による体
部腺癌の診断および，癌の組織学的分化度の判
定も要求されるようになってきた．
そこで，著者らは細胞診における子宮体部腺
癌の組織学的分化度による細胞の形態学的特徴
を定量的に検討し，癌の分化度別にみた臨床細
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Tablel Agedistributioninpatientswithen−
dometrialadenocarcinoma

研究対象ならびに方法
琉球大学附属病院検査部病理室において，12
年間（1973年1月−1985年12月）に組織学的
に子宮休部腺癌と診断され，分化度別に病理組
織学的検討がされた症例は52例であった
（Tablel）．
これら症例のうち，細胞観察に適した26例
を今回の研究対象とした．これら症例を組織学
的分化度の分類に従って，腺管構造の明瞭にか
たちづけられるものを高分化型（以下Gl），ほ
とんど，あるいは全く充実性の構造を示すもの
を低分化型（以下G3），両者の中間にあるもの
を中分化型（以下G2）の3型に分類した2）．
その結果，Glが20例，G2が3例，G3が3
例であった．これら症例の内膜細胞診採取法は
エンドサイト法で行なわれ，染色はパパニコ
ロー染色を施し，以下の項目について検討を行
なった．①一般形態，細胞配列及びクロマチン
パターン，②核及び細胞質の大きさ，③核・細
胞質比，④核小体の出現頻度及び大きさ別にみ
た出現頻度．細胞配列は細胞結合のしかたに
よって平面的，腺房状，乳頭状，不規則重積性
の4型に，クロマチンパターンは細顆粒状，粗
顆粒状に分け，それらの分布状態を均一分布，
不均一分布に分けた．
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Fig．1PhotomicrographofasheetTlikecellclusterinacaseofGl（Pap

sstain，×200）．

核及び細胞質の大きさについて，核，細胞質
及び核小体の径については各症例200個の癌細
胞についてミクロメーターを使用し，それぞれ
の大きさを計測した．核小体の出現頻度及び，

Glの一般形態としての特徴所見は中等度の
赤血球，好中球を背景に癌細胞は全体的に大集
塊をなしてみとめられる（Fig．1）．その形態は
正常の子宮体部内膜上皮同様な平面的配列をな

大きさ別にみたそれらの出現頻度は，各々の標
本中の腫瘍細胞について核小体が出現した割合
を30％以下，30〜80％，80％以上とに分け
た．核小体の大きさ別にみた出現頻度は1JJ
以下，1〜2〝，2Jl以上の三段階に分け，
各々における例数の割合で表わした．

すものが大部分であるが，なかには腺房状，乳
頭状，不規則重積性の配列を示す多彩な出現の
仕方もみられた．G2においては腫瘍細胞は全
体的に集塊状，或は孤立散在性に出現してお
り，腺房状や平面的配列もみられるものの，約

成

積

① 一般形態，細胞配列及びクロマチンパ
ターン

半数ちかくの46％に不規則重積性を示すもの
がみられる．一方，G3においてはGl，G2に
比べると不規則重積性が目立ち（Fig．2），とこ
ろによっては特徴的配列を示さない孤立散在性
に出現しているものもみとめられた（Fig．3）．
それらの細胞配列頻度はTable2に表わし
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Fig．2

PhotomicrographofaoverlappingcellclusterinacaseofG3（Pap
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sstain，×200）．

Fig．3Photomicrographofalooselypacked（openarrow）andoverlappingcellcluster（SOlidarrow）
OftummorcellsinacaseofG3（Pap

sstain，×200）．
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た．クロマチンの各種パターンの出現率をみる
と（Table3），Glにおいては細顆粒状で均一
分布が半数以上の54％を占め，G2，G3では
いずれも粗顆粒状約一分布がそれぞれ69％，
82％となっており，分化が低くなる程，粗顆粒
状クロマチンを有する傾向がみられた（Fig．
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4）．

粘液様空胞がみられた症例はGlにおいては
20例中7例で全体の35％で，G2では3例中

Table2Cellulararrangementoftumorcellsin
eachtype（％）

2例で67％，G3ではみとめなかった．また，
腺癌に特有とされている好中球封入像を有する
症例はGlにおいてのみ出現しており，それは
腫瘍細胞の50％にみとめられた（Fig．5）．壊死
物質，赤血球が多数出現している，いわゆる腫
瘍性背景はG3において目立っていた．
② 核および細胞質の大きさ
分化度別に癌細胞の核の大きさを長径と短径

G l
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Table3

Chromatin pattern oftumor cellsin

eachtype（％）

Fig．4PhotomicrographofcoarselygranularchromatinpatterninacaseofG3（Pap

sstain，×400）．
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Fig．5
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Photomicrographofinclusionsofneutrophilsoftumorcells（Pap

sstain，×400）．
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の平均値で表し，その分布をみると（Fig．6），

うに分布幅が異っている．つまり，核径同様，

Glにおいては核径の平均値は9．3Jlであり，

他の2型に比較して大小不同怪が小さかった．
（診 核・細胞質比
核，細胞質のそれぞれの平均値から計算した
核細胞質比は分化が低くなる程，核の細胞質に
占める割合は高くなっており，それぞれ73．

G2，G3のそれぞれ 17．25／l，13．31Jlに比較す
ると最も値が小さかった．その分布幅において
も5βから18〝の間に集中しており，G2，
G3と比べて比較的狭い範囲内に集積してい
る．
痴こ一種の大小不同の指標となる標準偏差値
をみると，それぞれG12．01％，G27．44，
G36．64となり，Glが最も低く，他の2型に
比較してGlは核型が揃っていることを示して
いる．一方，癌細胞質の大きさの分布は（Fig．
7）Glにおいては7〟から28〟の範囲に分布し
ており，平均値は12．71JlでG2，G3に比較し
て小型化の傾向がみられた．一方，標準偏差値
は3．05でG2，G3の8．49，8．46と比較する
と最も小さく，前述の核型の場合にみられたよ

2％，80．4％，81．4％となっていた．
④ 核小体の出現頻度及び大きさ別にみた出
現頻度
核小体の出現頻度をみると（Table4），Gl
においては，それの出現率が30％以下にもの
が11例で全体の55％であった．G2において
は2例で66％，G3は3例で100％であった．
つまり，分化が低くなる程，核小体の出現数は
少なくなっていた．また，それを大きさ別にみ
ると（Table5），Glにおいては1jL，1JL〜2
〟及び2／l以上の核小体が平均的に出現して
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Fig．8Photomicrographoftumorcellswithprominentnucleoli（Pap

sstain，×400）・

るのに比べ，G2，G3になると2〃以上の核
小体はみとめられず，分化の高いG1に核小体
が著明化する傾向があった（Fig．8）．
考

察

我国において子宮休部癌は増加の傾向にあ
り，日本産婦人科学会子宮癌委員会によると，
子宮癌全体に占める体部癌の割合は10％前後
と報告されている3）．体部癌増加の原因として
頚部癌の減少に対する体部癌の相対的な増加が
あげられている4）．一方においては疫学的な観

点から，我国における生活環境の欧米化，高年
齢者の増加，エストロジェン使用の場加，そし
て診断の向上などが増加の要因とされ，今後も
休部癌は増えつづけることが予想される5）6）．
現在，体部癌の診断には主に細胞診，組織診が
利用されているが細胞診による検出率は低率
で，その成積を向上させるために細胞採取上，
いろいろな工夫がなされている7）〜13）．しか
し，それぞれに一長一短があり，腫瘍細胞検出
率の面においては一般にEndocyte法が他の方
法に比して，高いとされている．当病院におい
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ても過去数年，Endocyte法が頻繁に使用され
てきたが，今後その有用的価値の検討が必要と
思われる．
子宮体部癌は通常，分化度別に高分化型，中
度分化型，低分化型の三つに分類されてい
る2）．治療，予後からみると一般に低分化癌は
高分化癌に比べ予後が悪い傾向がある3）15）
そこで，体部癌の組織学的分化度を細胞診に
おいて的確に診断することは治療方針ゐ決定に
有力な指針を与えることができ重要である．
今回，著者らは主として定量的な見地から体
部腺病の分化度別に細胞学的検討を行った．一
般形態としての特徴をみるとGlにおいて平面
的，腺房状，乳頭状，不規則重積性と各種の細
胞配列の出現の仕方がみられたのに比較して，
G2，G3と分化が低くなる程，不規則重積性の
増加がみられた．また，クラマチンパターンを
みると分化が低くなる程，粗顆粒状で不均一分
化が目立っており，小川12）らの報告と同様な
結果が得られた．腺病に特有とされる好中球封
入像はGlにおいて約半数の症例に出現してお
り，G2，G3においてはそれらがみとめられ
ないことや，頚部腺癌には好中球封入像が比較
的少ないことなどの報告14）からして高分化型
腺病の大きな特徴所見と考えられる．次に核お
よび細胞質の大きさを比較するとGlにおいて
核径の平均値は12．71〝で標準偏差値において
もG2，G3のそれと比べて比較的小型で変異
幅が小さく，大小不同性に乏しい結果が得られ
た．分化が低くなる程，大型の核がみられ，大
きさが37〟のも・1一のノも散見された．また，癌細
胞の．平均直径の分布をみると，やはり核径の分
布と同様，分化が低くなると標準偏差値が大き
くなり，大小不同性が著明であることがわか
る．以上の結果は小川12），井上9）らによる報
告と同様であるが，しかし，核小体の所見につ
いてみれば異った結果が得られた．すなわち，
一般的には分化が低くなる程，核小体が目立ち
大型化するとされているが，今回検討した著明
らの症例では高分化型ほど大型化の傾向がみら
れ，かつ多数出現していた．分化度と核小体の
大きさの出現頻度については高分化型ほど大型

化するという報告2）もあり，一定した見解は
みられない．体部腺病には分化度とは別に細胞
像の上から，扁平上皮化生の強いものや明調細
胞型のものなど症例ごとにVariationがあるの
で，それらとの関連において今後Mor−
phometricalな検討を行ってみたいと考えてい
る．著者らが今回検討した以上のような結果
に，一般的に報告されている診断的特徴を考慮
してみれば細胞診による休部腺癌の組織学的分
化度を推定できるものと思われる．
結

論

組織学的に診断された子宮体部腺病G120
例，G2 3例，G3 3例を用いて細胞診学的に
みた，それぞれの分化度別特徴像を比較した．
1）Glにおいては全体的に大集塊をなして出
現しており，正常体内膜上皮に似た平面的配列
を示すものや腺房状，乳頭状，不規則重積性を
示す多彩な出現の仕方がみられた．核細胞質比
は他の二型と比べると最も低く，2／l以上の
大型核小体を有している腫瘍細胞が約半数ちか
くにみとめられた．
3）G2においては癌細胞は全体的に集塊状，
或は孤立散在性に出現しており，配列の仕方と
しては腺房状や平面的配列もみられるものの約
半数ちかくは不規則重横性を示していた．核ク
ロマチンは粗顆粒状均等分布が大部分で核およ
び細胞質の大小不同性はGl，G3と比べて最
も著明であった．
3）G3においては不規則重積性を示す症例が
大部分で核のクロマチンは粗顆粒状の均等分布
を示し，核小体の出現率は低く，大きさもさほ
ど目立つものはなかった．G2同様，核および
細胞質の大小不同性は著明で核細胞質比も高
く，壊死細胞等の腫瘍性背景が目立っていた．
以上のような定量的な面を併せ検討を行なえば
体部腺病における各分化度の鑑別も必ずしも困
難ではないと思われる．
文
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