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〔泌尿紀要28巻1．号1982年1月〕

睾丸腫瘍SeminomaにおけるHuman
                   Gonadotropinの意li義

Chorionic

神戸大学医学部泌尿器科学教室（主任：．石神裏次教授）

           増  田  宗  義

THE ROLE OF HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN

      IN SEMINOMATOUS TESTICULAR TUMOR

                Muneyoshi MAsuDA

舟・m訪．eエ）吻伽弼げ伽1・g■，＆伽1（～ん砿励鵬． K・be砺剛妙

            （Dゴ瀦。プ’Pr｛rノ． lshigami， M． D．）

    In order to investigate the significance of human chorionic gonadotropin （hCG） in seminoma

of the testis， seru皿hCG Ievels in peripheral and testicular venous bloods befbre orchicctomy alld

hCG levels in tumor tissues were measured in 25 cases． Additionally， tissue specimens of seminomas

were iinmunohistochemically studied for the cellular localization of hCG by peroxidase antiperoxidase

（PAP） method． The results were as follows：

    1） The rates ef elevatiQn of serum hCG levels were 47．80／． in peripheral venous blood， and 88．80／，

in testicular venous blood．

   2） HCG levels in turnor tissues were detected in all cases， and their average level was 437．6 ngfg

tissue． ln case hCG levels in tumor tissues were less than 150 ng／g tissue， serum hCG were negative

both in testicular and peripheral venous bloods． However， in case showing the level more than 150

ng／g tissue， serum hCG in亡es亡icular venous blood were pos三tive， and if mote than 200 ng／g tissue，

serum hCG in peripheral venous blood were positive in all cases．

   3） By PAP method， hCG was demonstrated wi’thin syncytiotrophoblastic giant cell （STGC）

in 10 of 22 cases， and in 2 cases of 10， cellular localizations of hCG were foupd not only in STGC but

a］so in tumor cells of seminoma．

   4） ln positive group by PAP method， both serum hCG leVels and rates of elevation of serum

hCG levels in peripheral and testicular venous bloods were higher than negative group． And

the same result was obtained in hCG levels in tumor tissues．

   It was concluded that the measurement of serum hCG levels in periPheral venous blood before

orchiectomy is useful as a serum marker for seminoma． And STGC were mostly seen by PAP method

in the cases which showed high hCG levels before orchiectomy ameng the cases diagnosed as pure

seminolna histopathologically by he皿atoxylin－eosin stained specimen． Those should．． @bc reg’ ≠窒р?

as non－seminomatous germ cell tumor．

Key words ： Seminoma， Serum hCG， Tissue hCG， Cellular localization of hCG

                            
             緒     言

hurnan chorionic gonadotropin（以下hCGとす

る）が胎盤から分泌されていることはよく知られてい

るが一部の悪性腫瘍においてもhCGの産生分泌が認

められ，腫瘍マーカーとして臨床に応用されている．

睾丸腫瘍ではchoriocarcinomaをはじめとするnon

seminomatous germ ccll tumor（以下．NSGTとす
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る）の尿中および血中にhCGが証明されることが知

られていた 1～3）．

 ところで，睾丸腫瘍seminomaとhGGの関係につ

いては近年に至り．radioimmunoassay（RIA）法によ

るhCG定量が従来のbioassay法の紺200倍の感度

で，またしHなどと交叉反応することなく測定可能

となって以来4），seminomaにおいてもhCG産生が

証明されるようになり，腫瘍マーカーとして注目され

るに至った．

 そこで今回，病理組織学的にpure sem三nomaと診

断された睾丸腫瘍患者25例を対象として，血申と腫瘍

組織中hCGの測定および免疫組織化学的｝C hCGの

局在を検索し，seminomaにおける血中hGGの診

断，治療および予後に関する意義を検討した．その結

果，血中hCGは本腫瘍の治療法選択上重要な位置を

占めることが示唆されたので報告する．

対 象

 対象（Table 1）は神戸大学および関連病院泌尿器

科の睾丸腫瘍患者で，病理組織学的｝こhematoxylin－

eosin（H－E）染色標本にてpure seminomaと診断さ

れt 25症例である．

 対象症例の平均年齢は3S歳で年齢分布は26歳～67歳

であった．

 病期分類はstage Iが18例， stage IIが4例および

stage IIIが3例であった．

方 法

 1）末梢静脈血（以下末構血とする）の採血

 除睾術施行前に，対象患者の末梢静脈より採血し血

清分離後一20。Cにて保存しその後測定に供しtc．

 2）精巣静脈血（以下精巣血とする）の採血

 高位除睾術施行時に精索断端をコッヘルにて把持

し，精索および睾丸その他を一一njとして摘出したの

ち，その精索内に貯留せる血液を同断端より滴下せし

め採取した．採取された血液は大部分が精巣血より成

ると考えられ，これを精巣血と表現した．これを血清

分離後一20。Cにて保存し測定に供した．

 3）腫瘍組織抽出

 除睾術にて摘出した睾丸腫瘍の一部をただちに

一80℃にて凍結保存し，吉本らの方法5・6）に従い組織

抽出を行なった．すなわちFig・1に示すごとく，採

取組織1gあたり5mlの酢酸にてho・nogenizeし，

その液を温浴中で3G分間撹搾後 4。Cにて12×103

r／minで30分間遠沈し，上清を凍結乾燥し，その後

0．01血01phosphate buffer saline（PBS） 1こ溶解てノ，

E二xtraction of Tissues

（D The tissues were homogenized with a

 Polytron at a c．oncentration of l gm

  tissue／5m2 0f glacial acetic acid．

          ，

＠ The homogenates were agitated in a

  water bath at 85‘C for 30min．

          ，

＠ Centrifuged at 12×103 cycle／min．

  for 30 min． at 4’C．

          ，

＠ The supernatants were lyophilized．

          ，

＠ Reconstituted in O．OI M PBS．

          ，

＠ Centrifuged at 12×10S cycle／min．

  for 30 min． at 40c．

          ；
O Aliquots of the supernatants were

  subjected to hCG一，e RIA．

   Fig． 1． Extraction of tissues

溶解液を4℃で12×103r／minで30分間遠沈し’上清

を一20DCで保存し測定に供した．なお本抽出法によ

るhCG回収率は66。5％～94．3％6・7）である．組織抽

出液の希釈曲線はNational lnstitute of Arthriti忘，

Metabolism and Digestive Diseases（NIAMDD）よ

り提供を受けたpure hCG（CR－119）による標準曲

線と平行しfこ6・8）．

 hCGの測定方法：血中および抽出液のhCGの測

定にはNIAMDDより提供を受けた抗hCG一β抗血

清（SB－6）を用い，二抗体法RIA7・8）により特異的に

hCG一βsubunitを測定した，なおhCGの標準曲線

は同じくNIAMDDより提供されたCR－119によっ

た．本法におけるLHとの交叉反応は少なく4の，

hCGに十分特異的でその最小検出濃度は0・8 ng／mI

であり，血中hCG濃度はそれ未満を，組織中hCG

濃度は4ng／9・tissue未満をpot detectable（ND）と

した．本測定法でに対照として施行した正常ヒト成人

男子の末梢血中hCG濃度は吉本ら9）と同じく全例

NDでありO．8 ng／ml未満を陰性とした．

4）腫瘍組織内hCG産生細胞の検索

 摘出睾丸腫瘍を中性ホルマリンにて固定し，原則と

して10mm×20 m・n×5mm大に連続blockを作製

しパラフィン包埋薄切標本を作成しナこ．標本を脱パラ

フィン後流水にて洗浄，0．3％過酸化水素水メタノー

ル液にて5分間処理し，内因性ペルオキシダーゼ反応

をb正ockした．次に正常ヤギ血清にて処理を行ない，
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i・ React with rabbit antisera

 against hCG－ff （A）

蓋
：K］Ct

3 React with Peroxidase

 antiperoxidase CPAP）

2． React again with goat anti－rabbit lgG （B）

短
       N ／
        i£a

4 The reaction was visualized

 wi th DAB

               ｝1一／／一，bl．． U，i・
  PAP             （B） i’：A”’・’：

mp●邊こ．
               ｝，，X

     DAB ： Diamj”obetizidme

  Fig． 2． Schematic representation of PAP method

組織中のIgGのFc receptorによる非特異的染色を

blockした．以下腫瘍組織内hGG局在の証明は，

Sternbergerらlo）のpcroxidase antiperoxidase（PAP）

法によった．その原理をFig．2に図示した．

 各抗血清およびその希釈率は島谷ら11）の報告に従

い，一次抗血清にはIOOO倍希釈した抗ウサギヒト

hGG一β血清（持田製薬），二次血清は，ヒトIgGと

交叉反応しない抗ウサギIgGヤギ血清（BML三三）

20倍希釈液，三次血清｝こはPAP complex（DAKO）

50倍希釈液を使用した．本法陽性例では細胞質に

diaminobenzidineの褐色沈着物が観察される．

 PBSおよび正常ウサギ血清を一次抗血清とした対

照実験では陽性所見を得たものはなかった．また抗

hCG一β抗血清に関して， hCG一βで吸収した血清を照

対として用いたが染色されなかった、

 positive contro1として用いた胎盤組織ではPAI）法

にてsyncytiotrophoblastic cellにhCGの局在を認

め，negative controlとしての正常睾丸，肝，肺には

いずれもhCGの局在は証明されなかった．

成 績

 対象症例の年齢，stageおよび末梢血中，精巣血中

および腫瘍組織中hCG濃度ならび｝こPAP法による

組織内hCG産生細胞の有無をTable 1に一括して

示した．

 1）hCGの濃度分布と陽性率について（Fig．3，

Table 2）

 末梢血中hCG濃度は平均9・4 ng／m1（分布；ND～

67ng／m1）で陽性（≧0．8 ng／ml）率は47．8％で，精巣

血中濃度は平均41．3 n9／ml（ND～lOO ng／m｝）で陽性

率88．9％を示した．腫瘍組織中hGGは16例全例に

検出（≧4 ng／9・tissue）され，平均437．6 ng／9・tissue

（5．3～3333ng／g・tissue）であった，

 2）PAP法によるhCG細胞内局在について

 PAP法を行なった22例中10例（45．6％）が陽性で

あった．染色された細胞はいずれもseminoma細胞

に比し核が大きく，核小体も明瞭に認められ細胞質が

ややエオジン好性でかつ融合傾向を示し，choriocar－

cinomaのelementの1つであるsyncytiotropho－

blastic ce11｝こ類似したsyncytiotrophoblastic giant

cell（以下STGCとする）（Fig・4）で， seminomaに

おけるhCG産生細胞と考えられた．このうち症例4

および6の2症例では，STGCに混在しSTGCとは

明らか1こ異なるseminoma細胞ないしはその巨細胞

化と考えられる細胞（以下SCとする）に淡く染まる

のが観察された（Fig・5）．

 3）精巣血中と末梢血中hCG濃度の関係（Fig．6）

 病巣が睾丸に限局し，転移を認めないstagc l，8症

例の精巣血中と末梢血中hCG濃度を比較すると，2

例を除きいずれも精巣血中濃度が高く腫蕩から血中へ

hCGが分泌されていることが示唆された、

 4）末梢血中および精巣血中hCGの出現と腫瘍組

織中hCG濃度との関係

 末梢血中hCG陽性あるいは陰性の腫瘍組織中hGG
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Table 1． Cases of seminoma

  Cases of Seminoma

No． of
hCG Concentratlons in CeIIuIar

Case
Age Stage Peripher81

ue向ou58bod
 丁esticular

uenou5副ood
Tumor
si55ue

Loca闘zation

いg！mの （ngノ旧の ｛叩／9・しi55ロe1 of hCG

蕃 31 1 1．7 7 153 ＊

2 37 1 2．3 ＊ ＊ 十

3 39 1 2．6 ＊ 150
一

4 67 1 5 67 31ア 十

5 42 1 20 36 1判ア 十

6 30 1 25 80 ＊ 十

7 44 1 41．7 100 167 十

8 32 1 67 67 3333 十

9 36 皿 11．5 ＊ ＊
一

10 27 皿 10 ＊ ＊ 十

11 35 皿 30 ＊ 200 十

12 26 1 ＊ ＊ 5．3 ＊

1ヨ 35 1 ＜0．8 ＊ 10
一

14 48 1 ＜0．8 ＊ 19
一

15 31 1 ＜0．8 ＊ 21
一

16 40 1 ＜0．8 ＜0．8 42
一

17 50 1 ＜0．8 5 150 十

18 34 1 く0．8 ＊ ＊ 一

19 41 1 ＜0．8 ＊ ＊
一

20 35 1 ＊ ＊ 950 ＊

21 35 1 ＜0．8 ＊ ＊ 十

22 41 皿 ＜0．8 ＊ 167
一

23 34 ∬ ＜0．8 ＊ ＊
一

24 31 1［

＜0。8 ＊ ＊
一

25 49 皿 〈0．8 10 200
一

＊ ：Not Examined

．1タ9

う Mean
園Negative
range

50

10

O．8

67 ．

．

．

．

．

一S一 9 ．4

 ；

   一1

。旦92

 Peripheral

Venous Blood

50

1e

O．8

100 e

．

一一

41．3

一．処

 ．

鷲聡
3000

2000

1000

 soo

 Testicutar

Venous Blood

100

10
4

3333
．

：

43フ．6

中 ．

．

一e

．1

Tumer
Tissue

Table 2． Presence of hGG in sera and tumor
        tissues of seminoma patients

                Seminorna Pts．

 Peripheral Testicutar
Venous Blood Venous Blood

Tumor
Tissue

No． Pts．

Detectable
for hCG

23

11

9

8

16

16

Percentage 47．8 90

Fig． 3．

88．9 ％ 100 ％

Seminoma Patients

hCG concentrations in sera and tumor

tissues of seminoma patients

濃度は，同陽性群で150～3333 ngi9・tissueと全例

150 ng／9・tissue以上で平均776・7 ng／9・tissueである

のに対し，同陰性群では5・3～200 ng／9・tissueと全例

200ng／9・tissue以下で平均87 ngf9・．tissueと末梢血

中陽性群は同陰性群に比し腫瘍組織中hCG濃度が高

かった．また組織中hCGが150～200 ng／9・tissueの

濃度では，末梢血中hCGは陽性，陰性の両者が混在
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             盤
ドぢ

  Fig．4． hCG found in syncytiotrophoblastic giant cell（STGC）

    in seminoma by PAP method

Fig． 5． hCG found in tumor cell of seminoma （SC） by PAP method



6 泌尿紀要 28巻 1号 1982年

 100

ng／m2

50

10

0．8

100

ng／m2

50

10

0．8

      hCG in hCG in
     Testicular Peripheral
    Venous Blood Venous Blood

Fig． 6． Relation of serum hCG concentrations

    in testicular and peripheral venous

    blood in stage I semino皿a

し境界領域と考えられた（Fig．7）．

 精巣血中hGG出．現と組織中hCG濃度との関係に

おいても，精巣血中hCG陽性群で組織中hCG濃度

は150～3333ng／9・tissueと全例150 ng／9・tissue以上

であり，同陰性例は1例でその組織中濃度は42 ngfgr

tissueと低目であった．

 5）hGG細胞内局在の有無と血中，組織中hCG
濃度およびそれらの陽性率との関係について（Fig・8，

Table 3）

 hCG細胞内局在陽性群（以下PAP陽性群と表現す

る）と同陰性群との両者における末梢血中，精巣血中

および組織中の各hCG濃度および陽性率を比較して

みると，PAP陽性群の末梢血中hCGは10例中8例，

a
窃

聲

邑

蚕

s
雪

．．墨

ト

お

g
ト

，g

、量

逼

芒

8
8

0
0
？

Fig． 7．

000

O00

●

国
000  ●

¥
   …

V76．7i

500

S00

300 ■

200

150

100
一◇一87

憲

    positive 1 Negative
   for hCG in 1 for hCG in

    PVB 1 ， PVB

Comparison of tumor tissue hCG con－

centrations in two groups， postive and

negative for hCG in peripheral venous

blood （PVB）

．80％に陽性でその測定値は平均20・lng！ml（ND～67

ng／ml）と高く，同陰性群は12例中2例，陽性率16．7

％で測定値は平均1．2ng／ml（ND～1 1 ．5 ng／ml）．と推

計学的に有意に毎毎であった．同様に精巣血中hCG

濃度はPAP陽性群で．は平均59．2且91ml（5～100

ng／ml）であり，同陰性群では平均5 ng／rn1（ND～lo

ng／ml），陽性率はそれぞれ100％および50％であっ

た．組織中．hCG濃度．はPAP陽性群で平均．．880・7

ng／g。tissue〈150～3333 ng／g・tissue）であり同陰性群

では平均87ng／9・tissue（10～200 ng／9 ・tissue）であ

る．これらの事実は末梢血中，精巣血中および二丁組

 100
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renge
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 （十） 1 （一）

Cellular Localization

Relationship between hCG concentrations in sera， tumor tissues
and cellular localization of hCG of seminoma patients



Table 3．

増田；Se童ninoma・hCG

Relationship between presece of hGG in sera， tumor tissues and

cellular ’localization of hCG of seminoma patients

Perlpherel Ve「胴コ畦』s BSCKX」 Testicular Venous Bbod Tutnor Tissue

Cellvlar Lecaiization

／7

Cellular Locaiization Cellular Localization

（十） 1 （一） （十） 1 （一） （十） 1 （一）

No． Pts． 10
Detectable
       8
for hCG

12

2

5

5

2

1

6

6

7

7

（％） 80 i 16．7 100 i 50 100 1 100

織中各hCG濃度ともPAP陽性群が同陰性群よりも

高値であることを示している．

考 察

 一部の腫瘤にはホルモンやホルモン以外の物質を産

生するものがあり，しばしば腫瘍患者の尿中や血中に

おいてこれらの物質が正常人でみられる濃度以上に，

あるいは正常人では認めえないものが証明されてい

る．睾丸腫瘍では特にNSGTにおいて高頻度1こhCG

が産生きれることが知られており，従来はこの指標と

して尿中hCGや血中LHが用いられてきたが1～3），

感度および特異性の点で臨床的に十分応用しうるもの

ではなかった．近年RIA法によるhGG定量が確立

され従来のbioassay法に比し約200倍の感度で，また

しHとほとんど交叉反応することなくhCGの微量

測定が可能となって以来4），末梢血中hCG陽性の

scminomaが多く報告12昭15）されるよう｝こなった，ま

た近年同時に，PAP法など免疫組織化学的手技によ

りhGGの腫瘍細胞内局在が証明され，これら末梢血

中hCG陽性のseminoma組織においてもchorio－

carcinomaのelementの1つであるsyncytiotropho－

blastic cellに類似した巨細胞すなわちSTGC｝こhCG

の局在が証明されている15’一19）．しかし今までに腫瘍

組織内のhCG局在の有無と血中および腫瘍組織中

hCG濃度の関連については十分には検討されていな

い．

 そこで今回著者は末梢血中，腫瘍組織よりのhCG

分泌を直接反映するものとしての精巣血中および腫瘍

組織中の各hCG濃度を測定しseminomaにおける

hCGの分泌動態を検討するとともに， PAP法により

hCG細胞内局在を検索しその局在の有無別による各

hCG濃度特に末梢血中hCG濃度の相違につき検討

を加え．た．

．．今回H－E染色により病理組織学的にpure．se面一

noma．と診断された25例の睾丸腫瘍のうち，．PA？法

を行なった22例中10例にJavadpour15）らのいうSTGC

にhCGの局在を認めた．一方，末梢血中hCG陽性

群のうちその腫瘍組織内にSTGCを認めたものは10

身中8例，80％であった．これらSTGC陽性群では

同陰性群に比し末梢血中，精巣血申および腫瘍組織中

の三者のhCG濃度すべてが高値を示しこれらの事実

はいわゆるpure seminornaにおいて末梢血中hCG

陽性を示す症例特に高値を示すものでは，そのsemi－

noma組織内にchoriocarcinomaのelementの1つ

であるsyncytiotrophoblastに類似した， hCG産生

細胞であるSTGCを高率に認めることを示唆する成

績である．

 従来hCGは胎盤はもちろんgestational tropho－

blastic tumorおよびtrophoblastic elementを含む

gonada】tumorで産生されることが知られており，か

つその局在も証明されている．pure seminomaでは

hCG産生腫瘍は少ないと考えられるが，諸家の報告

ではseminomaにおける末梢血中hCG陽性率は0～

37．5％12一一16，2e－J22）とまちまちである．ここで注意すべ

きことはpure seminomaの診断がいかなる手順｝こよ

り行なわれたかである．すなわち，これら報告のなか

には連続切片法による． a理組織学的検索や，hCGの

細胞内局在の検索を行なわず単に数枚のH－E染色標

本によりpure seminomaと診断されたものがかなり

含まれていることが推測され，その結果としてsemi－

nomaにhCG産生細胞が混在している事実が発見

されずにpure seminomaと診断されるためにhCG

陽性率に差を認めるとも考えられる．守殿ら21）は．

seminomaのなかには，NSGTのelementを含むもの

があったのではないかという疑問を抱き，seminoma

の診断にあたってpure semmomaであるかないかは

慎重に決定されるべきと述べている．著者の成績で

は，H－E染色標本ICよりseminomaとされた23例中

ll例，47． 8％と高頻度の末梢血中．hCG陽性率であ

り，PAP法によりその80％に腫瘍組織内にSTGCを
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認めたことは守殿らの予想を裏づける結果である．

 また，原発巣の組織診がseminomaでありながら

転移巣がNSGTの組織であっtという報告は多く，

Cochranら23）， Dixonら24）は35％1こ， Doornbosら25）

は22．2％に認め，ま7： Walter Reed general hospital

（WRGH）のMaierら26）の報告でも22例中6例（27

％）にNSGTの転移を剖検にて確認している．

Mostofiら27）もseminoma死亡例の35％1こ同様の転

移を認めている．以上のようにseminomaと診断さ

れながらNSGTの転移を認める場台の原因として先

のMaierら26）はprimary seminomaのtotipotency

による分化の可能性も上げているが，実際には原発巣

診断の誤りが多いのではないかと述べている．

 seminomaの診断のもとに転移病巣に対し放射線療

法を行なうも奏効しない場合や，既照射部に再発が生

じた場合にはNSGTから成る可能性もあるとして治

療方針を再検討すべきであるという報告や25），scmi－

nOmaといえどもStage I， IIではretroperitoneaI

lymphnode dissectionを行ない転移の有無その組織

型を検索すべきであるという意見もある28，29）．

 これらの事実は前述のごとく原発巣診断が二枚の

H－E染色標本によって行なわれるかぎり，避けえな

い事実と考えられる。また，現実の問題として連続切

片法も完全に全組織にわたって検索がなされうるもの

ではないことから何らかのマーカーによってある成分

の確認が代行し・えるならその方法がより有用である．

これらの点について今回の著者の成績からPAP法を

行なわなくても末梢血中hCG測定が腫瘍組織申野

毛上皮成分（STGC）の有無を反映するものとして，

seminomaの診断および治療に血中hCGが応用され

うるものと考える．しかし末梢血中hGG陽性であり

ながらPAP陰性であっt： 2例（症例3および9），

逆に末梢血中hCG陰性でありながらPAP法で
STG（】を認めた2例（痙例17および21）があった事

実から末梢血hCGの測定に加え同時にPAP法によ

るhCG産生細胞の検索を行ないえれば本腫瘍の臨床

により有用である．

 seminoma｝こおけるhCG産生能を有したchorio－

carcinornaのelementの1つである． syncytio亡ro－

phoblastic cellに類似したSTGCがはたしてpure

なchoriocarcinomaと予後の面で同等であるかどう

かは治療法選択上重要な問題であり十分な検討を要す

るところと考える．この点につきJavadpour15）は

PAP法により腫瘍組織検索を行ないそれにより，

hCGを産生するSTGCの存在を認めるseminoma
ではいわゆるPUre seminomaに比しその雪後が悪い

と述べており，その理由としてこれらのgiant cellが

未分化でありNSGTに変化する傾向があるためだと

している．

 著者は今回の成績およびこれら諸家の報告に照らし

て，除睾術前末梢血申hCG陽性またはPAP法によ

りSTGCを認めるseminomaには放射線療法のみに

固執せず積極的に後腹膜リンパ節廓清や化学療法をあ

わせて行なうべきと考えている．

 従来hCGはtrophoblastic elementとの関係にお

いてのみ論じられてきたが，最近ではtrophoblastic

elementを認めない腫瘍の宋梢血中あるいは組織中に

hCGが証明されている30”’33）．この事実に対する説明

として井村34）は腫瘍細胞における遺伝子の脱抑制がこ

れらのホルモン異所産生の成因として最も可能性が高

いとの仮説を述べているが，この考えに従うとsemi－

noma細胞自体もhCGの産生細胞となる可能性があ
る．

 今回PAP法にて症例4と6にSTGCとは明らか

に異なるSGにhGGの局在が， STGCとの混在の

形ではあるが証明されたことは本来のseminoma細

胞でのhCG産生を示唆するものである．著者の調査

した範囲ではこのようにseminomaにおいてSTGG

以外の細胞にhCGの局在を認めtという報告は見当

らない．今回SC陽性1例は2例と少なくまたSTGC

を含まない単独例は1例もなかったので，PAP法で

SC陽性例の臨床的意義については現段階では十分な

評価はしがtく今後症例をかさね検討すべき問題と考

える．

 著者は末梢血中hGG陽性のsemin・maに対して

はNSGTと同様の治療を行なっている．しかしこの

ように本来のseminoma細胞からもhCGが分泌され

る可能性が指摘されたことに加え，最近Langeら35）

はpure seminomaと診断されながら末梢血中hCG

が陽性であってもその臨床的病期分類がstage Iと

low stageであり，除睾術後末梢血中hCGが陰性化

するものなら放射線療法のみで十分良好な予後を得ら

れると報告している．このことは末梢血中hCGが陽

性ならすべてchoriocarcinomaの成分を含むNSGT

として治療する方針とは相入れない方針で，血申hCG

陽性のseminomaに対する治療方針についてはこの

点が議論の残るところであり今後さらに検討を重ねた

い．

 次にseminoma組織におけるhCGの分泌動態に

ついての知見を述べる．精巣血中hCG陽性率は末梢

血中hCG陽性率の2倍の頻度で高く，また腫瘍が睾

丸内に限局したstage Iの精巣血および末棺血中の
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hCG濃度間に濃度勾配を認めたことより睾丸腫瘍よ

り血申にhCGが分泌されていることが示唆された．

しかし腫瘍組織中には全例hCGが検出されているに

もかかわらず，その約半数は末梢血中hCGが本測定

法では検出されていない．そこで腫瘍組織中hCG濃

度と末梢血中hCG出現の有無との関係について検討

したところ，組織中hCG濃度が200 ng／9・tissueよ

り高値では末梢血中hCGは全例陽性であり，150

ng〆9。tissue未満では末梢血申hCGは全例陰性との

今回の結果から，末梢血中にhCGが本RIA法によ

る測定法で陽性となる腫瘍組織中hCG濃度は150～

200ng／9・tissue以上であると思われた．同様の関係が

精巣血中との問においてもみられ，精巣血中hCGが

陽性となる腫瘍組織中hCG濃度は150～200 ng／’9・

tissue以上であった．

 1975年Braunstein36）は正常睾丸組織中にhCG一β

の免疫学的活性を持つ物質を証明し，彼は77例の正常

睾丸組織中のhGGを測定し平均19．93 ng／9・tissue

（1．44 一一 5 1 ．74 ng／g ・ tissue）と報告している37）．荒川38）

の成績によれば正常者睾丸組織中hGGは10例全例に

検出され平均66．6ng／9・tissueでその範囲は53～135

ng／9・tissue と自験例の睾丸腫瘍のそれ（平均437．6

ng／9・tissue範囲5．3～3333 ng／9・tissue）に比し明ら

かに低値であるがhCGが産生されていることを示し

ている．しかしこれら正常睾丸での末梢血中および精

巣血中hCGはいずれも陰性であった（Fig・9， Table

4）．

Table 4． Presence of hCG in sera and testes

     of normal control
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Fig． 9． hCG concentrations in sera and

    testes of normal control

 このように正常睾丸でもhCGが産生されているに

もかかわらず，血申にhCGを認めないことに疑問が

生じる．この点に関しては，semi・10maにおける組織

中と血中hCG濃度の関係から，血中にhCGが証明

されるにはある一定濃度以上の組織中濃度が必要と考

えられ，著者の成績ではその境界値が150 ng／9・tissue

以上であることを示唆している．これに関連し，hCG

の末梢血中濃度および活性の問題に関して吉本ら6・9）

は正常組織で産生されるhCGは胎盤由来のhCG

と比較して僧上含有量が異なっているとしている．

すなわち胎盤由来のものはconcanavalin－A（（】on－A）

aMnity CGIumnに吸着されるものが90％以上あるの

に対し，正常組織由来のhCGはほとんど糖鎖を有し

ないpeptideであると述べている． hCGより至聖を

除くと半減期が急速に短縮するという事実39・40）と考え

合わせると，正常睾丸由来のhCGは半減期が非常に

短いゆえに生物活性はほとんどなく正常ヒトの血中に

は現行の測定法では検出できないという推論が成り立

つ．また吉本らは腫瘍組織由来のhCGのCon－Aの

吸着率についても測定し，正常組織由来のhCGの

それより高いものの4～86％と広範囲であることを報

告している．すなわち個々の腫瘍により産生される

hCGの半減期には差があることがこの成績から推察

される．自験例でもこのような事実が観察されてお

り，症例17および25の2例では精巣血中にはhCGが

検出されているにもかかわらず末梢血中には検出され

ず，症例1では精巣血中濃度が前者2例と同程度で

あるが末梢血申には検出されており，荊述の2例の

hCGの半減期は比較的短いために末梢血中では検出

できなかったと解釈される．

結 語

 病理組織学的にpure seminomaと診断されアこ25症

例に対し，除睾術前の末梢静脈血，精巣静脈血および

腫瘍組織中の各hCG濃度を抗hCG一β抗血清を用い

た二抗体法RIAで測定し，かつ睾丸腫瘍組織内の

hCG産生細胞の局在を免疫組織化学的にperoxidase

antiperoxidase法を用いて検索し，以上の相互関係を

検討した．その結果以下に述べる知見を得た．

 1）睾丸腫瘍患者の血中hCG陽性率は，末梢静脈
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血中で47．8％で精巣静脈血中では88．9％であった．

また腫瘍組織中hCGは全例に検出され平均濃度は

437．6 ng／g・tissueであった．

 2）PAP法にてhGG産生細胞は10例（45．6％）

に証明された．これら全例にsyncytiotrophoblastic

giant cell（STGG）にhCGの局在を認めアこが，うち

2例においては前者に混在してseminoma細胞にも

hCGの局在を認めた．

 3）hCG細胞内局在群は末梢静脈血中，精巣静脈

血中および腫瘍組織中hCG濃度の三者と、も，同陰性

群に比し高値を示した．

 4）宋梢静脈血中hCG陽性群のうち腫瘍細胞に

hGGの局在が証明されたものは80％で，その細胞は

STGGであっt，逆にSTGCを認めた症例の末梢静

脈．血中hCG陽性率は80％であった．

 5）精巣静脈血と末梢静脈血中hCG濃度間には前

者に高い濃度勾配を認め，seminomaより血中にhCG

が分泌されていることが示唆された．

 6）腫瘍組織中hCG濃度が150 ng／9・tissue未満

では血中にhCGは検出されず，それ以上の濃度では

精巣血中hqGは全例陽性で，200 ng／9・tissueより高

値では末梢血中hCGも全例陽性であった，

 以上より末梢血中hGGの測定およびperoxidase

antiperoxidase法によるhCG産生細胞の検索は

semin・maの診断および治療上の重要な指標となるこ

とが示唆された．すなわちseminomaと診断された

症例では，宋梢静脈血中hCG測定とともに， hCG

産生細胞の有無ならびにその細胞形態を検索すること

が重要で，除睾術前の末梢静脈血中hCGが陽性であ

るかまたはPAP法でSTGGを認める場合は現段階

ではNSGTとして治療するのが好ましいと考える．

 稿を終えるにあた軌終始御指導ならびに御校閲を賜わり

ましt恩師石神裏次教授に深甚なる感謝の意を表します，ま

た本研究に際し直接御指導，御助言をいただきました守殿貞

夫助教授に深謝するとともに御協力をいただいた教室の荒川

創一先生をはじめ諸先生方ならびに関西労災病院の島谷昇博

士にもあわせて御礼申し上げます．

 本論文の要旨は第69回日本泌尿器科学会総会にて発表し

た．
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