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1）
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2）

新潟大学大学院医歯学総合研究科分子・診断病理学分野

要約
目的：免疫染色を用いて大腸腺腫における扁平上皮化生の網羅的検索を行い，その臨床病理学的・組織学
的特徴，生物学的特性を明らかにする．
対象および方法：大腸腺腫 1238 例を対象に，サイトケラチン 5（cytokeratin-5：CK5）免疫染色で扁平
上皮細胞への分化を示す腺腫細胞を同定し，hematoxylin and eosin（HE）染色標本でその組織学的特徴を，
involucrin 免疫染色で角化傾向の有無を，Ki-67 免疫染色で細胞増殖活性を，p53 免疫染色で p53 蛋白過剰
発現の有無を解析した．
結果：大腸腺腫の 18.7％ で CK5 陽性細胞が認められた．CK5 陽性細胞腺腫は，10 mm 以上の大きさ，
絨毛または管状絨毛の組織型，高異型度併存，隆起型，有茎性が有意に多かった．CK5 陽性細胞は 4 つの
型に分類された．それらの中で，CK5 陽性細胞が充実胞巣を形成する Type 2，3，4 が，組織学的所見から
も扁平上皮化生巣と考えられたが，出現頻度はそれぞれ 1.3，0.7，3.3％ であった．Involucrin 陽性率は，Type
3，2，4 の順に高かった．Ki-67 陽性率は，Type 2 が Type 3，4 に比べ有意に高かったが，いずれの型も周
囲腺腫部分に比べ有意に低値であった．p53 蛋白過剰発現を示した病巣はなかった．
結論：大腸腺腫の扁平上皮化生は従来考えられていたよりも高頻度に生じる現象で，扁平上皮化生は腺腫
の大きさの増大に伴って生じる外的刺激により起きると考えられた．扁平上皮化生には角化傾向の強いもの
（角化型）と弱いもの（非角化型）の 2 つのタイプが存在するが，いずれも細胞増殖活性は低く，p53 蛋白
過剰発現もないことから癌化ポテンシャルはきわめて低い病変と考えられた．
東邦医会誌 59（2）
：60―67，2012
索引用語：大腸腺腫，扁平上皮化生，morule，CK5，involucrin

大腸腺腫は腺上皮に由来する良性腫瘍であるが，腺腫細

標本を用いた検索であり，微小な扁平上皮化生巣やその初

胞が細胞間橋や角化傾向を持つ明らかな扁平上皮細胞や，

期段階は認識されていない可能性がある．他方，頻度は

morule と呼ばれる扁平上皮様細胞など，発生母地である

0.05〜0.5％ ときわめてまれながら，大腸には腺扁平上皮

腺上皮とは異なる細胞系列への分化を示すことがあり，こ

癌や扁平上皮癌が発生することがある．これらの癌の発生

れらの病巣は，腺腫の扁平上皮化生と呼ばれている１―４）．大

母地の 1 つとして化生扁平上皮が想定されているが１），化

腸腺腫の扁平上皮化生に関するこれまでの検討は症例報告

生扁平上皮に発癌ポテンシャルがあるかどうかについての

３）

が主であり，多数例を用いた検討は Bansal et al．のもの

検討は行われていない．本研究は，扁平上皮系細胞に発現

があるのみである．Bansal et al．
は，4664 例の大腸腺腫の

する高分子サイトケラチンである cytokeratin-5（CK5）免

0.4％ に扁平上皮化生がみられたとしている．しかし，

疫染色５）を用いて，扁平上皮細胞への分化をきたした大腸

Bansal et al．
の検討は hematoxylin and eosin（HE）染色

腺腫細胞を網羅的に検索し，扁平上皮化生の頻度，扁平上
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皮化生を伴う腺腫の臨床病理学的特徴，および扁平上皮化

67 染色は 200 倍希釈の抗体で，p53 染色は 40 倍希釈の抗

生の組織像の解析を目的とした．CK5 免疫染色を用いた

体で，ともにオートクレーブ処理（121℃20 分）を用いて

大腸腺腫扁平上皮化生の研究はこれまでにない．また，角

抗原の賦活化を行った．両染色ともに核が褐色に発色され

６，
７）

ているものを陽性とした．Ki-67 染色については扁平上皮

９）

67 蛋白 ，癌抑制遺伝子 p53 蛋白 に対する免疫染色を用

化生巣とその周囲腺腫部分の陽性細胞率を算定した．前者

い，大腸腺腫扁平上皮化生の生物学的特性についても検討

については構成細胞のすべてをカウントし，後者について

した．

はランダムに抽出した領域で細胞数 1000 個以上をカウン

化扁平上皮に発現する involucrin ，細胞増殖マーカー Ki８）

トし，カウントした全細胞に対する陽性細胞の百分率を陽

材料と方法

性細胞率とした．p53 染色については，集蔟性またはびま
ん性に陽性細胞がみられるものを，
p53蛋白過剰発現とした９）．

1．対象
新潟大学医学部病理学第 1 講座（現分子・診断病理学分
野）で十分な肉眼および組織学的検索が行われた，外科切

CK5 染色の連続切片 HE 標本を用いて，CK5 陽性細胞
の組織学的特徴を検討した．

除大腸腺腫 1238 病変を対象とした．対象とした腺腫は，

3．統計学的検討

進行癌または早期癌を主病変として切除された大腸に合併

統計検定には χ 二乗検定，Fisher の直接確率計算法，

した病変である．家族性大腸腺腫症，炎症性腸疾患合併例

Mann-Whitney U-testを用い，
p＜0.05を有意差ありとした．

は除外した．なお本研究は，新潟大学医学部倫理委員会で

多重比較検定の場合は Bonferroni の方法で補正を行った．

承認され施行した．

結

2．方法
すべての病変は 10％ 濃度ホルマリン液で固定した後パ
ラフィン包埋し，3μm 厚連続切片 4 枚を作製し，HE 染色
と免疫染色を行った．HE 染色標本による病理組織診断は，
大腸癌取扱い規約１０）に従った．

果

1．CK5 陽性細胞の頻度と同細胞を伴う大腸腺腫の臨床
病理学的特徴
大腸腺腫 1238 病変中 232 病変（18.7％）に CK5 陽性細
胞が認められた．CK5 陽性細胞は，10 mm 以上の大きさ，

免疫染色は Simple Stain MAX-PO（MULTI）法［
（株）
ニチレイバイオサイエンス，東京］で行い，発色剤には
0.02％DAB.4HCl［和光純薬工業（株）
，大阪］を用いた．
扁平上皮への分化を示す細胞の同定には CK5 染色（XM
2.6；Novocastra Laboratories Ltd., Newcastle upon Tyne,

絨毛または管状絨毛の組織型，高異型度を併存，隆起型，
有茎性の腺腫に有意に高発現していた（Table 1）
．
2．CK5陽性細胞の組織学的特徴と腺腫における出現頻度
CK5 陽性細胞はその組織学的特徴から 4 つの型に分類
された（Fig. 1）
．

Tyne and Wear, UK）と involcurin 染色（SY5；Novocastra

Type 1：CK5 陽性細胞が腺腫腺管内に単個または複数

Laboratories Ltd．
）を用いた．なお CK5 染色は 100 倍希

個が連続して存在する．HE 標本との対比では，CK5 陽性

釈の抗体でマイクロウェーブを用いて熱処理（98℃21 分）

細胞は円柱上皮としての極性を保っており，CK5 陰性腺

を行い，involucrin 染色は 200 倍希釈の抗体で 37℃20 分

腫細胞との間に組織学的差異は認められない（Fig. 1A，B）
．

間トリプシン処理を行い抗原の賦活化を行った．

Type 2：CK5 陽性細胞が腺腫腺管内で充実胞巣を形成

サイトケラチンは上皮細胞の細胞骨格を構成する中間径

する．HE 標本との対比では，CK5 陽性細胞は小型円形〜

フィラメントで，分子量と電荷により，それぞれ高・低分

卵円形核と好酸性細胞質からなり，細胞は円柱上皮として

子サイトケラチン，酸性（type I）・塩基性（type II）サ

の極性を失い平面状に配列していた（Fig. 1C，D）．

イトケラチンに分けられている．CK5 は高分子・塩基性

Type 3：CK5 陽性細胞が腺腫腺管内で充実胞巣を形成

サイトケラチンに分類され，ヒト上皮性細胞では角化型お

し，それが腺管内腔に向かって突出する．HE 標本との対

よび非角化型扁平上皮で発現していることが知られてい

比では，CK5 陽性細胞は腫大円形〜卵円形核と好酸性で

５）

る ．一方，involcurin は角化扁平上皮細胞の終末分化の

重厚感のある細胞質からなり，細胞は円柱上皮としての極

過程で形成される辺縁帯を形成する蛋白の 1 つであり，扁

性を失い，平面状に配列していた（Fig. 1E，F）
．細胞間

平上皮有棘細胞層〜顆粒細胞層の細胞に発現するとされて

橋や角化が疑われる細胞も散見された．なお，Type 2 か

６，
７）

いる ．いずれの染色も，細胞質が褐色に発色されている

3 かの判別が困難なものは Type 2 とした．

ものを陽性とした．Involcurin 染色については，陽性細胞

Type 4：CK5 陽性細胞が腺腫腺管から間質に向かって

率を算定した．細胞増殖活性算定のため Ki-67 染色（MIB-

充実胞巣を形成（Type 4a）
，または充実胞巣が間質内に

８）
を，癌抑制
1；Dako Denmark A!
S，Glostrup, Denmark）

遊離して存在する（Type 4b）
．HE 標本との対比では，CK5

遺 伝 子 p53 蛋 白 過 剰 発 現 の 検 索 の た め p53 染 色（PAb

陽性細胞は円形〜卵円形核と好酸性細胞質からなり，細胞

９）

1801；Novocastra Laboratories Ltd．
）を行った．なお Ki59 巻 2 号

は円柱上皮としての極性を失って桑実状を呈していた

６２（10）

羽生

有里

ほか

Table 1 Clinicopathologic features of cytokeratin-5 (CK5)-positive colorectal adenomas (n＝1238)

Location
Right colon (C, A, T)
Left colon (D, S, R)
Size
＜10 mm
＞
＿ 10 mm
Histological type
Tubular adenoma
Tubulovillous/Villous adenoma
Serrated adenoma
Grade
Low
High grade or low/high grade
Macroscopic type
Flat
Elevated
Nonpedunculated
Pedunculated

（Fig. 1G，H）
．角化が疑われる細胞も散見されたが，細胞
間橋は認めなかった．

No.

CK5 (＋)
n＝232 (18.7%)

638
600

120 (18.8%)
112 (18.7%)

1022
216

160 (15.7%)
72 (33.3%)

1199
27
12

220 (18.3%)
12 (44.4%)
0 ( 0%)

1173
65

205 (17.5%)
27 (41.5%)

p＜0.01

729
509

88 (12.1%)
144 (28.3%)

p＜0.01

1071
167

177 (16.5%)
55 (32.9%)

p＜0.01

ns

p＜0.01

p＜0.01

部分を超えるものはなかった（Fig. 4）
．なお，周囲腺腫部
分の Ki-67 陽性率は 26.2±14.2％ で，CK5 陽性充実胞巣に

同一の腺腫内には異なる型または同一の型の CK5 陽性

比べ有意に高値であった．また，CK5 陽性充実胞巣の型

細胞（巣）が複数混在していたが，Type 2，3，4 の大部

により，周囲腺腫部分の Ki-67 陽性率に有意差はなかった

分は Type 1 を併存していた．各型の腺腫における出現頻

（データ非表示）
．

度は，Type 1（228!
1238，18.4％）
，Type 2（16!
1238，1.3％）
，

3）p53 免疫染色

Type 3（9!
1238，0.7％）
，Type 4a（22!
1238，1.8％）
，Type

CK5陽性充実胞巣はいずれもp53免疫染色陰性であった．

4b（18!
1238，1.5％）であった．
3．CK5 陽性充実胞巣の免疫染色結果

考

察

CK5 陽性細胞が充実胞巣を形成する Type 2，3，4 の 99

１）
大腸腺腫の扁平上皮化生は 1979 年に Williams et al．
に

病巣を抽出し，involucrin 染 色，Ki-67 染 色，p53 染 色 の

より報告されて以来，国内外で症例報告は散見されるもの

染色態度を評価した．

の２，１１―１５），多 数 例 を も と に し た 系 統 的 検 討 は 1984 年 の

1）Involucrin 染色

は
Bansal et al．
の報告３）があるのみである．Bansal et al．

Involucrin 染色陽性細胞の出現頻度（involucrin 陽性率）

4664 例の大腸腺腫を HE 標本で検索した結果，0.4％ に扁

は，Type 3 が平均 30.3％ で，他の型に比べ有意に高値で

平上皮化生がみられたとしており，大腸腺腫の扁平上皮化

あった．Type 2 は平均 10.2％ で，Type 4a，b に比べ有

生はきわめてまれな現象と考えられている．しかし，これ

意 に 高 値 で あ っ た．Type 4 の involucrin 陽 性 率 は 平 均

までの報告例に提示された写真をみると，そのいずれもが

2.2〜1.0％ と低く，4a と 4b との間に有意差はなかった
（Ta-

細胞間橋や角化傾向を持つ明らかな扁平上皮細胞の充実胞

ble 2）
（Fig. 2）
．

巣か，子宮内膜にみられる morule１６）に類似した紡錘形か

2）Ki-67 免疫染色

ら卵円形細胞の均一な増生からなる桑実状充実胞巣を扁平

Ki-67 染色陽性細胞の出現頻度（Ki-67 陽性率）は，Type

上皮化生としており，充実胞巣を形成しない微小な扁平上

2 が平均 3.0％ で，他の型に比べ有意に高値であった．Type

皮化生巣やその初期段階は認識されていない可能性があ

3，4（a，b）はいずれも平均 1％ 以下で，両者間で有意

る．HE 標本でこうした充実胞巣を形成しない扁平上皮系

差はなかった（Table 3）
（Fig. 3）
．

細胞を同定するには限界がある．本研究では，扁平上皮（角

CK5 陽性充実胞巣とその周囲腺腫部分の Ki-67 陽性率を

化型および非角化型）で発現するとされている CK5 に対

比較した．Type 2〜4 のいずれの Ki-67 陽性率も周囲腺腫

する免疫染色５）を用いて，大腸腺腫扁平上皮化生の網羅的
東邦医学会雑誌・2012 年 3 月
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Fig. 1 Classification of cytokeratin-5 (CK5)-positive foci (original magnification, ×400)
Type 1: (A) Sporadic or linear clusters of CK5-positive cells within an adenomatous gland (CK5 stain). (B) CK5-positive foci retain
the pattern and polarity of columnar epithelium [hematoxylin and eosin (HE) stain].
Type 2: (C) Nested CK5-positive cells in the adenomatous gland (CK5 stain). (D) The CK5-positive nest comprises small round-tooval nuclei and eosinophilic cytoplasm and lacks the polarity of columnar epithelium (HE stain).
Type 3: (E) Nested CK5-positive cells spread towards the lumen of the adenomatous gland (CK5 stain). (F) The CK-5 positive
nest comprises large round-to-oval nuclei with dense eosinophilic cytoplasm and lacks the polarity of columnar epithelium (HE
stain).
Type 4: Nested CK5-positive cells spread towards the stroma. Type 4a (a) is attached to the gland and (G) (CK5 stain). Type 4b
(b) is located within the stroma. CK5-positive cells comprise round-to-oval nuclei with eosinophilic cytoplasm, lack the polarity of
columnar epithelium, and form a mulberry-like structure (H) (HE stain)

Table 2 Involucrin-positive index for
cytokeratin-5 (CK5)-positive nested foci

胞間橋はなく，円柱上皮としての極性も保たれていること
から扁平上皮系細胞として認識することは困難であり，そ

Type

n

Involucrin index (%)
(mean±sd)

れらを扁平上皮化生とすることは組織形態学的には受け入

2
3
4a
4b

21
15
35
28

10.2±17.5 ＊
30.3±26.3 ＊＊
2.2±5.9 ＊＊＊
1.0±2.4 ＊＊＊

する蛋白であること５），ヒト腫瘍を対象とした先行研究で
も CK5 が扁平上皮細胞のマーカーとして用いられている
こと１６，１７）から，CK5 陽性細胞を扁平上皮細胞への分化を示
す細胞と規定することができると考えられる．一方，充実

99
Mann-Whitney U test
＊vs ＊＊＊ p＜0.05, ＊＊vs ＊ p＜0.01,
＊＊＊ p＜0.01

れがたい面もある．しかし，CK5 は扁平上皮細胞に発現

胞巣を形成するものは HE 標本でも扁平上皮系細胞の集蔟
＊＊vs

３）
の報
巣であることが十分認識可能である．Bansal et al．

告と本研究結果の大きな解離の理由としては，Bansal

et

al．
の報告は HE 染色標本のみを用いた検討であり，組織
形態学的に認識可能な扁平上皮化生巣であっても見落とさ
検討を行った．

れていた可能性が考えられる．その他，検討母集団（腺腫

1238 病変の大腸腺腫の免疫染色の結果，扁平上皮化生

の異型度，大きさなど）が等質ではなかった可能性も考慮

の頻度は従来の報告に比べ高頻度であることが分かった．

されるが，Bansal et al．
の報告には検討母集団の臨床病理

CK5 陽性細胞を伴う腺腫は 18.7％（232 病変）であり，従

学的データの記載がなく，本研究との比較はできなかった．

来の報告例と組織形態学的に類似すると考えられる充実胞

CK5 陽性細胞は① 10 mm 以上の大きな腺腫，②絨毛ま

巣を形成するもの（Type 2，3，4）に限定しても，その

たは管状絨毛腺腫，③高異型度を併存する腺腫，④隆起型

頻度は 5.3％（それぞれの型で 1.3，0.7，3.3％）であった．

腺腫，⑤有茎性腺腫に有意に高発現していたが，②〜⑤は

腺腫腺管内に限局する単個または数個の CK5 陽性細胞

腺腫の大きさの増大に伴い出現する所見であり，CK5 陽

（Type 1）は，連続切片 HE 標本でみて明らかな角化，細

性細胞の出現に一次的に関連する因子は，腺腫の大きさで
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Fig. 2 Involucrin immunostaining for cytokeratin-5 (CK5)-positive nested foci (indicated by arrows) (original magnification ×400)
A: Type 2 nest contains a few involucrin-positive cells.
B : Type 3 nest contains many involucrin-positive cells.
C : Type 4 nest contains a very small number of involucrin-positive cells.

Table 3 Ki-67 index for cytokeratin-5
(CK5)-positive nested foci

れるからである．本研究結果は，林ほかの②の可能性を支

Ki-67 index (%)
(mean±sd)

腺腫が外的刺激を受け，腺上皮の破壊と再生が繰り返し起

Type
2
3
4a
4b

n
21
15
35
28

持するものであるが，白水ほか１１）も腺腫の扁平上皮化生は，
こる過程において，二次的に扁平上皮細胞への誤った分化

3.0±4.1 ＊

が起きるために生じると推測している．

0.7±1.8 ＊＊
0.7±3.2 ＊＊
0.4±1.8 ＊＊

CK5 陽性細胞はその組織学的特徴から 4 つの型に分類
されたが，それらの中で Type 1 は腺腫腺管内に限局し組
織形態学的に扁平上皮系細胞としての特徴を示していない

99

こと，扁平上皮系細胞としての形態学的認識が可能な

Mann-Whitney U test
＊vs ＊＊ p＜0.01

Type 2〜4 の多くが Type 1 を併存していたことから，扁
平上皮化生の初期病巣と考えることができる．このことを
より明確にするためには，Type 2〜4 と Type 1 の具体的

あると考えられる．大きな腺腫では腺腫自体に炎症や血流

併存率や両者の空間的位置関係の解析が必要であるが，今

低下による虚血性変化および腸管内容物による接触刺激な

後の検討課題である．他方，充実胞巣を形成する Type 2〜

どの外的刺激が加わりやすいため，それにより腺腫細胞に

4 は異なる生物学的特性を持つ病変と考えられる．角化傾

二次的な扁平上皮への分化が起きることが推定される．大

向の有無を同定する involucrin 染色では，Type 3（CK5

２）

腸腺腫扁平上皮化生の組織発生について林ほか は，①腺

陽性細胞が腺腫腺管内腔に向かって充実胞巣を形成）の in-

腫自体が一次的に腺と扁平上皮への潜在的多分化能を元来

volucrin 陽性率が 30.3％ と他の型に比べ有意に高く，Type

有する特殊な腺腫，②腺腫の形質を獲得した後に腺上皮に

4（4a：CK5 陽性細胞が腺腫腺管から間質に向かって充実

突然変異が生じて，二次的に扁平上皮細胞への異分化を示

胞巣を形成，または 4b：CK5 陽性細胞が間質内に遊離し

した，の 2 つの可能性を挙げているが，本研究結果からは，

て充実胞巣を形成）は 4a，b ともに involucrin 陽性率は 2.2

林ほかの①の可能性は考えにくい．一次的に扁平上皮化生

と 1.0％ に過ぎず，Type 2（CK5 陽性細胞が腺腫腺管内

を起こす特殊な腺腫が存在するならば，扁平上皮化生は腺

で充実胞巣を形成）は Type 3 と 4 の中間の値（10.2％）を

腫の大きさにかかわらずほぼ均等に出現するものと考えら

示した．他方，Ki-67 染色による細胞増殖活性は，Type 2
東邦医学会雑誌・2012 年 3 月
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Fig. 3 Ki-67 immunostaining for cytokeratin-5 (CK5)-positive nested foci
(Type 4a) (original magnification ×400)
A: CK5 stain.
B : Hematoxylim and eosin (HE) stain.
C : Ki-67 stain. In this Type 4a lesion, no Ki-67 positive cells can be seen.

もに違いはなく同質の病変と考えられる．CK5 陽性充実
Surrounding adenomatous area

胞巣が腺腫腺管と連続しているか間質に遊離しているか
は，組織標本の切れ方によるものと推定される．これらの
ことから，大腸腺腫の扁平上皮化生は，Type 1 として発
生し，Type 2 を経て角化型の Type 3 と非角化型の Type
4 に成熟・分化する過程をたどると推定される．本研究の
Type 4 は，子宮内膜にみられる morule１８）に類似した組織
像を示す．Morule は子宮類内膜癌，卵巣類内膜癌，膵芽
腫，特殊型甲状腺癌，肺高分化胎児型腺癌，胆嚢幽門腺型
腺腫等にも出現し１９），その本態は扁平上皮化生とは異なる
とする研究もあるが２０，２１），本研究結果からは，非角化型扁
CK5-positive nested foci

Fig. 4 Ki-67 index in cytokeratin-5 (CK5)-positive nested
foci and their surrounding CK5-negative adenomatous areas

平上皮化生と見なしても矛盾しないと考えられる．
大腸腺腫の扁平上皮化生細胞は，腺扁平上皮癌や扁平上
皮癌の発生母地の 1 つとして想定されている１）．本研究結
果でも，CK5 陽性細胞は① 10 mm 以上の大きな腺腫，②
絨毛または管状絨毛腺腫，③高異型度を併存する腺腫，な
ど癌化ポテンシャルの高い腺腫に有意に高発現していた．

が Type 3，4 に比べ有意に高い値を示した．すなわち，

すなわち，
「扁平上皮化生を伴う腺腫」は癌化ポテンシャル

増殖活性の高い Type 2 の CK5 陽性細胞充実胞巣は扁平

が高いと考えることはできる．しかし「扁平上皮化生巣」

上皮化生としては幼若な段階であり，増殖活性の低い

自体の癌化ポテンシャルはきわめて低いと推定される．本

Type 3 と 4 はより分化した扁平上皮細胞からなり，前者

研究結果では，Ki-67 染色でみた CK5 陽性充実胞巣の細胞

は角化型（involucrin 陽性率が高い）
，後者は非角化型（in-

増殖活性は Type 2 で 3.0％，Type 3，4 は 1％ 以下であり，

volucrin 陽性率が低い）に分類することが可能である．

いずれも周囲の腺腫部分に比べて有意に低値であった．ま

Type 4 の中で 4a，b は involucrin 陽性率，Ki-67 陽性率と

た，多くのヒト癌の発生に関与しているとされる２２）癌抑制

59 巻 2 号

６６（14）

羽生

遺伝子 p53 の蛋白の過剰発現も認められなかった．他方，
CK5 陽性細胞充実胞巣は，周囲腺腫とは異なり円形〜卵
円形核と好酸性細胞質を持ち，円柱上皮としての細胞極性
も消失していることから，HE 標本では癌巣と誤認される
可能性があり，病理診断では注意を要する．癌巣との鑑別
には，CK5，Ki-67，p53 免疫染色が有用であるが，扁平
上皮化生が決してまれな存在ではないことを念頭に置き大
腸腺腫の病理診断を行うことが重要である．

結

語

大腸腺腫の 18.7％ には扁平上皮細胞への分化をきたし
た細胞が含まれており，5.3％ は組織学的にも扁平上皮化
生として認識可能な病巣を伴っていた．扁平上皮化生は腺
腫の大きさの増大に伴って生じる外的刺激により，二次的
な分化として起きると考えられた．扁平上皮化生には角化
型と非角化型の 2 つのタイプが存在するが，いずれも癌化
のポテンシャルはきわめて低いと推定された．扁平上皮化
生は腺腫内の癌巣と誤診される可能性があるが，癌巣との
鑑別には CK5，Ki-67，p53 等の免疫染色が有用であると
同時に，扁平上皮化生が決してまれな存在ではないことを
念頭に置き大腸腺腫の病理診断を行うことが重要である．
稿を終えるにあたり，標本作成・免疫染色の技術指導をいただき
ました新潟大学大学院医歯学総合研究科分子・診断病理学分野の技
師

山口尚之，佐藤彩子，小林和恵の皆様に深謝いたします．

文

献

1）Williams GT, Blackshaw AJ, Morson BC: Squamous carcinoma of
the colorectum and its genesis. J Pathol 129: 139―147, 1979
2）林 逸郎，古沢 毅，有田 毅，ほか：扁平上皮化生を認めた
上行結腸の腺管腺腫，
（境界病変）の 1 例．癌の臨 26 : 295―300,
1980
3）Bansal M, Fenoglio CM, Robboy SJ, et al.: Are metaplasias in colorectal adenomas truly metaplasias? Am J Pathol 115: 253―265,
1984
4）Riddell RH, Petras RE, Williams GT, et al.: Tumors of the intestines,
Atlas of Tumor Pathology. 3rd Series, Fascicle 32 p111. Armed
Forces Institute of Pathology, Washington, DC, 2003
5）Moll R, Franke WW, Schiller DL, et al.: The catalog of human cytokeratins: Patterns of expression in normal epithelia, tumors
and cultured cells. Cell 31: 11―24, 1982
6）Watt FM: Involucrin and other markers of keratinocytes termi-

有里

ほか
nal differentiation. J Invest Dermatol 81 (1 Suppl): 100s―103s, 1983
7）Callegaro CF, Sotto MN: Molluscum contagiosum: Immunomorphological aspects of keratinocytes markers of differentiation
and adhesion. J Cutan Pathol 36: 1279―1285, 2009
8）Kobayashi M, Watanabe H, Ajioka Y, et al.: Correlation of p53
protein expression with apoptotic incidence in colorectal neoplasia. Virchows Arch 427: 27―32, 1995
9）Oohashi Y, Watanabe H, Ajioka Y, et al.: p53 immunostaining distinguishes malignant from benign lesions of the gall-bladder. Pathol Int 45: 58―65, 1995
10）大腸癌研究会編：大腸癌取扱い規約（7 版）
，金原出版，東京，
2006
11）白水和雄，森松 稔，中島輝之：Pseudocarcinomatous invasion
および squamous metaplasia を伴った S 状結腸腺管腺腫の 1 例．
病理と臨 1 : 1469―1474, 1983
12）Almagro UA, Pintar K, Zellmer RB: Squamous metaplasia in colorectal polyps. Cancer 53: 2679―2682, 1984
13）Kontozoglou T: Squamous metaplasia in colonic adenomata: Report of two cases. J SurgOncol 29: 31―34, 1985
14）Sasaki A, Yokoyama S, Arita T, et al.: Morules with biotincontaining optically clear nuclei in colonic tubular adenoma. Am J
Surg Pathol 23: 336―341, 1999
15）Pantanowitz L: Colonic adenoma with squamous metaplasia. Int J
Surg Pathol 17: 340―342, 2009
16）Chu PG, Weiss LM: Expression of cytokeratin 5!6 in epithelial
neoplasms: An immunohistochemical study of 509 cases. Mod Pathol 15: 6―10, 2002
17）Ko CJ, Leffell DJ, McNiff JM: Adenosquamous carcinoma: A report of nine cases with p63 and cytokeratin 5!6 staining. J Cutan
Pathol 36: 448―452, 2009
18）Crum CP, Richart RM, Fenoglio CM: Adenoacanthosis of endometrium: A clinicopathologic study in premenopausal women.
Am J Surg Pathol 5: 15―20, 1981
19）Gamachi A, Kashima K, Daa T, et al.: Aberrant intranuclear localization of biotin, biotin-binding enzymes, and β-catenin in
pregnancy-related endometrium and morule-associated neoplastic lesions. Mod Pathol 16: 1124―1131, 2003
20）Ueo T, Kashima K, Daa T, et al.: Immunohistochemical analysis
of morules in colonic neoplasms: Morules are morphologically
and qualitatively different from squamous metaplasia. Pathobiology 72: 269―278, 2005
21）Wani Y, Notohara K, Saegusa M, et al.: Aberrant Cdx2 expression in endometrial lesions with squamous differentiation: Important role of Cdx2 in squamous morula formation. Hum Pathol
39: 1072―1079, 2008
22）Nigro JM, Baker SJ, Preisinger AC, et al.: Mutations in the p53
gene occur in diverse human tumour types. Nature 342: 705―708,
1989

東邦医学会雑誌・2012 年 3 月

大腸腺腫の扁平上皮化生

（15）６７

Immunohistochemical Analysis of Squamous Metaplasia of
Colorectal Adenoma
Yuri Hanyu１, 2） Yoichi Ajioka２）and Yoshinori Igarashi１）
1）

Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Internal Medicine (Omori),
School of Medicine, Faculty of Medicine, Toho University
2）
Division of Molecular and Diagnostic Pathology, Graduate School of Medical and Dental Sciences,
Niigata University

ABSTRACT
Background: We used immunohistochemical techniques to investigate the clinicopathologic, histologic, and
biological characteristics of squamous metaplasia of colorectal adenoma.
Methods: The study comprised 1238 colorectal adenomas. Immunostaining for cytokeratin-5 (CK5), involucrin, Ki-67, and p53 was used to detect adenoma cells with squamous differentiation, tendency toward keratinization, cell proliferation activity, and protein overexpression, respectively.
Results: CK5 (＋) cells were observed in 18.7％ of samples and were significantly more frequent in adenomas larger than 10 mm and those with villous or tubulovillous histology, high-grade atypia, and a protruded
or pedunculated gross configuration. CK5 (＋) cells were classified into 4 types, and types 2, 3, and 4 were
characterized by formation of solid nests and were defined as squamous metaplasia. The respective incidences were 1.3％, 0.7％, and 3.3％. The involucrin index was highest in type 3 and lowest in type 4. All type
2 and type 4 lesions had a significantly lower Ki-67 index than did their surrounding adenomatous areas and
showed no p53 protein overexpression.
Conclusions: Squamous metaplasia in colorectal adenoma was more frequent than was expected.
Squamous metaplasia is believed to result from differentiation of glandular cells due to secondary stimulation in accordance with adenoma growth. It can be divided into keratinizing and nonkeratinizing types. Because of its low proliferation and lack of p53 protein overexpression, squamous metaplasia has an extremely
low malignant potential.
J Med Soc Toho 59 (2): 60―67, 2012
KEYWORDS: colorectal adenoma, squamous metaplasia, morule, CK5, involucrin
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