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T－CELL DISTRIBUTION IN THE TISSUE W工TH
    BLADDER CARCINOMA

         Norio YAMAMoTo， Tadao KiRiyAMA＊，

      Mikio NisHioKA＊＊ and Jisaburo SAKAToKu

   DePartment of Urology，， Yamaguchi University School of Medicine

＊DePartment of First 2va’edicine， Yamaguchi University School of Medicine

   ＊＊」DePartment（～ブ乙［rotogJ1， Facutop（ゾMedicine， K］0彦0 σ厩む8γ∫ゴ砂

    Vv」e previously reported on the interrelation between tumor stages， tumor grades， and host im－

munocompetence examined by delayed cutaneous hypersensitivity （DNCB test and PPD test） and

the degree of lymphocyte blastogenesis．

    1n this report we have made a study on T－cell distribution in the tissue of bladder carcinoma

using immunofluorescent techniques． Antithymocyte serum was obtained by the following method．

Hurnan thymus tissue was obtained during an operation， using a fine・needle to destroy the tissue． Three

million thymocyte cells were injected per a week to the rabbit． After 8 to 10 booster injection，

antithy皿ocyte serum of the rabbit was absorbed with human erythrocytes and liver cells・The methQd

used for immunofluorescent staining was that of Saint－Maries with a small modification．

    The materials consisted of 37 bladder carcinoma made up of 32 cases of transitional cell carcinoma，

2 of squamgus cell carcinoma， and 3 of undifferentiated carcinoma． There were 11 cases of stage

A， 15 of stage B， 8 ef stage C， and 3 of stagc D． According to AFIP classification of the grade， they

were made up of2 grade 1 17 grade 2， 12 grade 3 and 6 grade 4．

    Lymhocyte reaction in H． E． stain was examined according to the following criteria． Under

the lower power field， a few lymphocytes in the tissue was defined （一）1 lymphocYtes aggregation，

（十）； one follicular formation ef the lymphocytes （！十）； and more than one （”十）． Using an

immunofiuorescent micrescope， T－lymphccyte ’ 窒?≠モ狽奄盾?was examined according to the following

criteria． Less than I O T－lymphccytes in the viewing field was defined （一）； 10 to 50 T－lymphocytes

（十）；50to 200 T－lymphocytes（十ト）；and more than 200 T．lymphocytes（惜）．

    The following rcsults were obtained．

    1） lnterrelation between tumor stages and lymphocyte reaction in the H． E． stained tissue was

not significant by the qui－sqare analysis． But interrelation between tumor grades and lymphocyte

reaction in the H． E． stained tissue was O．025 by the qui－sqare analysis．

＊京都大学医学部泌尿器科学教室（主任 吉田 修教授）
＊＊ R口大学医学部第一内科学教室（主任 竹本忠良教授）
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  2） Even in a specimen judged as （＋） lymphocyte reaction in H． E． stain， we found the area

of light T－1ymphocyte reaction as well as that of heavy T－1ymphocyte reaction in the same slice of

tissue when observed under the immunofluorescent microscope．

  3） Under the immunofluorescent microscope， lymphocyte reaction around the tumor and at

the apex of the growing tumor was observed as the reactions predominantly of the T－lymphocyte．

  4） T－lymphocyte population was more striking in the low stage cases than in the high stage cases．

  5） No clear relationship between T－lymphocyte population in the tissue and the T－1ymphocyte

count of the peripheral blood was observed in the 16 patients studied．

Table 1． Subjects studied

は じ め に

 ヒト癌組織周辺に存在する円形細胞による組織反応

は癌に対する生体の防禦機構の現れではないかとする

見方は古くよりあるD．近年，腫瘍関連抗原が注目を

浴び始め，生体は腫瘍細胞に対して免疫応答をおこな

っているのではないかと推定され，この免疫応答には

細胞性免疫現象，とくに胸腺由来リンパ（T細胞）が

その主役をなしているのではないかと報告されてい

る2）．しかしながら癌組織における細胞反応の解析に

は，一般炎症の合併も加わってかなりの困難を伴うも

のである．

 そこで今回われわれは膀胱癌組織内にみられるリン

パ球反応をより詳細に解析する目的でH．E染色， T

細胞およびB細胞の同定をおこなった．さらに癌組織

内T・B細胞反応と末梢血T細胞数との関連性につい

ても検討を加えた．

fiotol cases bA19）

Mole 52“8）
Femole 5（1）
Age C44－82， M＝65）

H；stological closs；fication

TCC 32“6）
SCC 2“）Und；fferenfiated 5 ｛ 2 1

Stage Grode

実 験 方 法

A ll （8） 1 2“）
B 15（7） ll 17｛8）

C 8｛5） III 12（6｝

D 5“） IV 6（4）

57“9） 57（191

 1）実験材料

 対象とした症例はTable 1に示すように膀胱癌組織

37例であり，性別では男子32例，女子5例であった．

年齢分布は44歳より82歳までで，年齢申央値は65歳で

あった・なおカッコ内は螢光抗体標本を作成しえた症

例である．組織学的分類では 移行上皮癌32例，扁平

上皮癌2例，未分化癌3例であった．浸潤度別分類で

はA群11例，B群15例， G群8例， D群3例であった．

悪性度別分類ではgrade I群2例， II群17例， III群

12例，IV群6例であった．

 2）実験方法

 H・E染色にて出現しているリンパ球反応の程度を観

察するとともに，抗ヒト胸腺特異抗体（以下抗T血清

と略す）による組織内T細胞分布ならびに組織内B細

胞分布について螢光抗体法にて観察した．

 抗T血清の作成にはTable 2に示すように心臓手

術時に得られたヒト胸腺を細切し，ウサギに約3×107

個の細胞を週一回の割合で反復注射したあと採血した．

｛ ）：Immunofluorescent staining is

  performed

Table 2． Preparaticn of antithymccyte serum．

    Humon thymus tlssue
          l Teosing

     3x107 celis／W

          l 8－10 times

    Rabblt ontiserum
          s           Liver cells

           Erythrocytes

     Anti－T serurn

得られた抗血清について非特異反応をなくするために，

ヒト肝細胞および赤血球にて2～3回吸収してヒト胸

腺細胞の特異的反応を示すようにした3）．

 標本の固定方法はTable 3に示すようにに5。～一

20。C冷やした95％エチルアルコールに標本を1～3

時間固定後，厚さがほぼ1mm程度になるように細切

し，型のごとくパラフィン包埋したのち，4μの切片

にした．

 染色方法はTable 4に示すよう｝C・Bリンパ球はFI
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Table 3． Fixing of the tissue．

 9 5 0／e Et h o n a l

   G OeC for 24 hrs．

 too“le Ethanal after
 trimmed under 2 mm

   “ 4eC for 72 hrs．

 Xylen

   壷

 Parofflnization

   ・

 4ym thick section

 Table 4． 1皿munofiuorescent staining（1．F．）

lncubate with on†i－T serum【orantト1g G，へM，1

階1：響羅瓢／
    “ oe－40C for 50 mins＞

Incubate with rabbitanti－tgG

    J 57eC for 50 mins．

Woshing with stolning buffer

    t oe－40C for 50mlns，

Direct

method

Exam． by lmmunofluorescent microscope

TG標識抗ヒトIgG， IgA， IgM（ヘキスト社）を使

用し直接法で染色した．Tリンパ球の染色は間接法に

よった．すなわち脱パラフィン処理した切片に抗T血

清を一滴落とし37。Cで30分incubateしたあと，冷

やしたstaining bufferで30分洗浄後， FITC標識ウ

サギγ一グロブリン血清を1滴落とし再び37℃で30

分incubateする・再び冷やしたstaining bufferで充

分洗い，10％グリセリンPBS液を1滴落としてカバ

ーグラスをかけて螢光顕微鏡にて観察した，

 3）判定基準

 組織内リンパ球反応の程度はTable 5に示すごと

くである．H．E染色では100倍で1視野に数個から10

個までのリンパ球を認めるものを（一），リンパ球の集

 Table 5． Grading of lymphocyte populaticn
     in the tissue．

    H．E． stainlng

    （一｝； A few in a field

    （十）； Lymphocyte aggregatlon

    ｛十f｝；Afolllcular formOtiOn in a field

    l冊｝；More than 2 foi licular formations
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ぞくはあるが源胞形成には至らないものを（＋），明

らかな瀕胞形成を認めるものを（廿），炉胞形成2個以

上を認めるものを（冊）とした．

 螢光抗体法によるT，B両リンパ球の浸潤程度は100

倍で1視野に10個以下のものを（一），10～50個のリン

パ球を有するものを（十〉，50～200個のリンパ球を有

するものを（升），200個以上を有するものを（柑）と

して判定した．

 螢光三体試料を作成しえた19例について，同一連続

切片により①H．E染色，②間接法によるTリンパ球

染色，③直接法によるBリンパ球染色の3者を同時に

おこない比較することにより，

④：H．E染色にて出現しているリンパ球の何％程度が

T細胞で，何％程度がB細胞であるのか？

◎：②の標本と③の標本を比較することにより，その

組織内リンパ球反応はT，Bいずれのリンパ球反応が

優位であるのか？

⑪：②および③のおのおのの標本で，螢光を有するリ

ンパ球と有しないリンパ球の比より，おのおのの標本

Lymphocytes
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Fig． 1． Relatienship between tumor stage
    and lymphocyte reactien in the

    tissue by H．E． staining （n＝37，

    x2＝7．23， pt－9， NS）．
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Fig． 2． Relationship between tumor grade

    and lymphocyte reaction in the

    tissue by H．E． staining （n＝＝37，

    Z2＝20．76， μ＝9， Pく0．025）．



Fig． 5． 腫瘍周辺部の間質に多数のTリンパ球を認める
（1．F． Reduced from ×200）．

Fig・6・Fig・5と1司一切Jl’をFITC標識抗ヒト免度グロ

    ブンン抗体で染色。国印はBリンパ球
    （1．F． Reduced from ×200）．

Fig・3・間質に見られるTリンパ球．〆印のようにリンパ球細胞1漠に

    主として蛍光を認める（1．F． Rcduccd from x 10．0）

Fig． 4． ／印は腫瘍先進部にみられるTリンパ球反応
（1．F． Reduced from ×200）．
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におけるT，B両細胞のしめる割合を算定する．以上

④～◎を総合所見として19例についてT，B精細胞の

比率を算定した．

実 験 成 績

 A）H・E染色による組織内リンパ球反応様式

 H・E染色をおこなった37例について，原則として

標本は同一症例で2ヵ所以上の場所を切り出した。ま

たリンパ球反応の判定に公平を期するため，判定にあ

たっては著者の一汰山本と病理学者の2人で判定した．

浸潤度と組織内リンパ球反応の程度との間にはx2検

定でX』7・23となり，有意の相関性は認められなか

った（Fig．1）．

 これに対して悪性度と組織内リンパ球反応の程度と

の関係についてみると，1群ではリンパ球反応はやや

少なく，11群では（十）の症例が多く，皿群では（＋）

以上の症例が多くなっており，平群までは悪性度の進

行とともに組織内リンパ球反応が多くなる傾向が認め

られた．しかしIV欝ではリンパ球反応の多い症例と少

ない症例が認められた．X2検定でX2－20．76でp＜

0．025となり悪性度とリンパ球反応の間には有意の相

関性が認められた（Fig．2）．

 B）蛍光抗体法による組織内T細胞，B細胞分布様

   式について

 典型的T細胞の特異螢光はFig．3に示すとうりで

あり，主としてリンパ球細胞膜に螢光を認めた．本症

例は腫瘍間質内に約20～30個（100倍で1視野）の螢

光を有するT細胞が認められる（＋）の症例である．

全単核細胞数を顕微鏡下で算定して，そのなかで螢光

を有する細胞と有しない細胞の比より本標本内のT細

胞の比率は40～50％程度と考えられる。

 Fig・ 4は腫瘍先進部に一致して，あたかも腫瘍の発

育を阻止するかのように（〆印）多数のT細胞が認め

られた（惜）の症例である．本症例のT細胞の比率は

80％程度と判定される．

 Fig． 5は腫瘍先進部より少しはなれた間質における

T細胞である斌．反応の程度は（升），組織内T細胞の

比率は70％程度と考えられる．

 Fig． 6はFig・5と同一ブロックの連続切片を，直

接法にてBリンパ球を染色したものである．同一部位

と思われる部位でのFITC標野抗ヒトγG別体で陽性

に染まるB細胞の反応程度は20～30％程度と考えられ
る．

 C）組織内リンパ球反応様式について

1）H．E染色法と螢光抗体法とで組織内リンパ球反

応を判定した場合の比較（Fig．7）

T－ceLls by IF．

（＋＋t一）

田・｝

（十｝

（m｝

．

一：e

響

e：一

e一 ．
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      （ ） （＋｝ ㈱  〔欄Lymph。、y奪，，

                   by HaE．

Fig． 7． Relaticnship between lymphccyte rea¢ticn

    in H．E． staining and T－cell population in

    immunofiuorescent study （n＝＝ 11）

 H．E染色にて出現している組織内リンパ球反応の

うちT細胞がどの程度をしめているかを知る目的で，

H・E染色と同一ブロックの連続切片を切り，H．E染

色標本と抗T血清による螢光抗体標本を作成して比較

した．その結果はLFig．7に示すごとくである． H・E

染色で組織内リンパ球反応が（＋）と判定された症例

のなかでもT細胞が非常に多い（掛）の症例から，1

視野に10～50個のT細胞の反応である（十）の症例ま

であることが判った．すなわち同じ程度の組織内リン

パ球反応でもT細胞が非常に多い場合と，そうでない

場合があることが判った．

2）腫瘍の浸潤度と組織内T細胞反応の関係（Fig．8）

 腫瘍の浸潤度と組織内T細胞のしめる割合との関係

はFig・8に示すごとくである．すなわちA群では7

例中6例の86％がT細胞優位な反応を示している，B

丁一cells by I．F．
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      A     B     C     D
                    Stoge

Fig． 8． Relaticnship between tumor stage and

    T－cel］ populatiGn in the tissue by

    immunofluorescent study （n：＝：19， F＝＝

    1．86， Pく0．2）
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群では8例申5例の63％がT細胞優位な反応を示して

いる．これに対してC，D群ではT細胞の比率が少な

い傾向が認められた．A群では組織内T細胞数の平均

値は71．3±16．4％，B群では56．4±16％， C， D群で

は57．5土7．5％となりF・＝1．86でP＜0．2の危険率をも

って有意差が認められた．

3）腫瘍の悪性度と組織内T細胞反応の関係（Fig・ 9）

T－ceSls
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     1     ∬     凪     Iv                    Grode

Fig． 9． Relationship between tumor grade and

    T－cell population in the tissue by

    immunofluorescent study （n＝！9， F＝＝

    O．32， NS．）

 腫瘍の悪性度と組織内T細胞反応の程度との関係は

Fig． gに示すごとくであるGrade II群の8例では組

織内T細胞数の平均値は64．3土14．4％，grade III群

の6例ではその平均値は60・8士19．0％，grade IV群

の4例では56・3±8・9％であった．悪性度の進行とと

もに組織内T細胞数は少なくなる傾向は認められたが，

統計学的にはF－0・32となり有意の相関性は認めら

れなかった．

4）組織内T細胞数と末梢血ロゼット形成細胞数の関

係 （Fig．10，11）

 組織．内T細胞のしめる割合と末梢血ロゼット形成リ

ンパ球（E－RFC）との関係（Fig．10）をみると，組織

内T細胞の少ない症例では末梢血E－RFCの割合も低

く，組織内T細胞が多くなると末梢血E－RFCの割合

も高くなるような傾向は認められたが，統計学的には

r－0．1で全く相関関係は認められなかった．

 そこでFig・lIは末梢血E－R．FCの割合に末梢リン

パ計数を乗じて得た流血中のlmm3当たりのT細胞

数と組織内T細胞数の割合との関係を示したものであ

る．統計学的にはr－0・25で相関関係は認められなか

Fig． 10．

T－cells

lOO
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o

  20 40 60 80               E－RFC 70

RelatiQnship between E－rossete for皿ing

cell population in the peripheral blood

and T－cell population in the tissue by

immunofluotescent study （n：＝： 16， r＝O．1，

NS．）

     ．
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Fig． 11． Relationship between E－ressete forming

    cell count in the peripheral b］oed and

    T－ce’11 population in the tissue by

    immunofiuorescent study （n＝16， r．＝

    O．25， NS．）

つた．しかしながら2，3の例外を除くと末梢血T細

胞数の少ない症例では組織内T細胞も少なく，宋梢血

T細胞数の多い症例では組織内T細胞数も多くなる傾

向が認められた・

考 察

担癌生体における細胞性免疫能の低下を報告する多

くの報告がある4・5）． 細胞性免疫能の測定方法として
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in vitroにおける検査法には，リンパ球ロゼット形成

やPHAによるリンパ球幼若化をみる方法がある

6）．In vivoでは遅延型湖心反応を検討する方法があ

る7）．

 われわれは従来の研究で膀胱癌の浸潤度，悪性度，

予後などが遅延型過敏反応，リンパ球幼若化率で測定

した細胞性免疫能との間に有意の相関性があることを

報告してきた9）．

 しかしながら癌腫の組織内における細胞反応が宿主

の細胞性免疫能を表わしているか否かについては疑問

のあるところである．Blackらは404例の乳癌患者に

おいて組織内におけるリンパ無反応の多い症例は少な

い症例に比べ5年生存率が良好であったとしている．

同様に組織内における細胞反応が宿主抵抗性の表れと

する報告が数多く見うけられる10”一12）．

 膀胱癌組織におけるリンパ球反応については，沼沢

ら13）によると浸潤度0，Aのものに比べ浸潤度B以

上の方がリンパ球の組織内反応は強く，悪性度の低い

症例よりも高い症例で強く，またリンパ球反応の強い

症例では予後良好であったとしている．われわれは膀

胱癌37症例についてH。E染色により組織内リンパ球

反応を検討した結果では，浸潤度と組織内リンパ球反

応との間に有意の相関性は認められなかったが，悪性

度と組織内リンパ球反応の間にはP＜0．025の危険率

をもって悪性度が高くなると組織内リンパ球反応が強

くなる傾向が認められた．このことについてわれわれ

の経験では同一症例でも切り出す部位により，まk炎

症の合併を膀胱癌ではともないやすいためその有無に

より組織内リンパ球反応の程度に差が生じることや，

また症例数が沼沢ら13）の報告に比べて少ないことによ

り，浸潤度と組織内リンパ球反応との問に有意の相関

性が認められなかったものと考えられる．

 そこで，われわれは抗T血清をもちいて螢光抗体

法により膀胱癌組織における組織内リンパ球反応を

H．E染色と同一ブロックの連続切片を用いて検討を

加えた．その結果H．E染色で組織内リンパ球反応の

程度（一ト）と判定した症例のなかでも組織内T細胞の

割合でみると，（＋）程度から（什）まで組織内丁細

胞の多い症例と少ない症例があることが判った・

 Husbyら14）は組織内T細胞反応について，転移を

認めなかった症例では組織内T細胞反応の強い症例

が多かったが，逆に癌転移を有する症例では組織内T

細胞反応が弱い症例が多かったと報告している．われ

われの19例の膀胱癌症例についてみるとstage A， B

群では組織内T細胞反応の程度は64．3」＝18％である

のに対して，stage C， D群では57・5土8・6％となり，

883

進行膀胱癌では組織内T細胞反応が少なくなる傾向

が認められた．また：Husbyら14）は29例の原発癌組織

のうち24例がT細胞優位な反応を示したとしている

が，われわれの19例の膀胱癌症例でも 16例がT細胞

優位な反応を示していた．

 癌組織局所における丁細胞の働きは不明であるが，

進行癌患者で末梢血のT細胞が減少していることと

考え合せると，癌組織局所において丁細胞が腫瘍に

対して免疫反応をおこなったために少なくなったので

はないかと推察されうる．事実螢光抗体法にて観察す

ると，腫瘍組織周辺部，および腫瘍先進部において，

あたかも腫瘍の発育を阻止するかのように多数のT

細胞の集ぞくを認める症例がある．このような所見は

原発性肝癌症例の組織でもしばしば認められる所見15）

であり，T細胞が局所の腫瘍特異免疫反応を担うこ

とを充分推定せしめるものである．

 癌組織局所において，丁細胞が癌細胞と反応して消

費されるために進行癌ではT細胞が減少するのでは

ないかという推定を裏付けるために，末梢血のT細

胞（E－RFC）の1mm／3当たりの絶対数と膀胱癌組織

におけるT細胞反応の程度を16例において測定し

た．その結果，①末梢血T細胞数が少ない場合に組

織内T細胞も少なく，末梢血T細胞数が多くなる

と組織内T細胞も多くなる傾向が16例中の多くに認

められた．②逆に末梢血T細胞が少ない場合に組織

内丁細胞が多く，末梢血T細胞数が多い場合に組

織内T細胞が少なくなるような症例が数例において

認められた． もし癌組織局所でT細胞が免疫反応の

ために消費され，これにより末梢血の丁細胞が滅少

するという仮説が正しければ②の関係が得られなけれ

ばならない．われわれの実験では呼数も少なく，現時

点では①または②のいずれの関係があるともいえな

い．またこれに加えて螢光抗体法で観察するにして

も，抗丁血清にも抗ヒト免疫グロブリンにも染まら

ないと考えられているnull ccllの問題も加わってく

るものと思われる．よって腫瘍組織内におけるリンパ

球反応を解析してゆく場合，観察する部位による違い

も含めて，今後さらに症例の検討を必要とするものと

考えられる．

結 語

 われわれは膀胱癌組織37例について同一連続切片を

用いてH．E染色および抗T血清， FITC標識抗ヒ

トIgG， IgA， IgMによる螢光抗体法による標本を比

較し，次のことが判った．

 1）H．E染色でみられる組織内リンパ球反応の程度
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についてみると，癌腫の浸潤度とは有意の相関性が認

められなかったが，悪性度が高くなるにつれて組織内

リンパ球反応は強くなる傾向が認められた（PくO．025），

 2）H．E染色で組織内リンパ球反応の程度（＋）と判

定した症例のなかでも同一連続切片による螢光抗体法

標本でみると組織内．丁細胞の多い症例と少ない症例

があるごとが判った．

 3）抗．T血清により染色したT細胞は，腫瘍周辺

部，先進部にあたかも腫瘍の発育を阻止するかのよう

に集ぞくしてみられる場合が多く，19例中16例が組織

内丁細胞優位の反応を示していた．

 4）螢光抗体法で観察した組織内丁．細胞の比率は，

10w stage群よりhigh stage．群で少なくなる傾向が

認められた．

 5）末棺血の1mm3当たりのT細胞数と組織内丁

細胞数の間には一丁目相関関係は認められなかった．

 本論文の要旨は第15回目本田治療学会総会において発表し

た．稿を終るにあたり組織標本の検討をいただいた本学第一

病理学教室の亀井敏昭先生に感謝致します．
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