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は じ め に

1. 肺癌のALK免疫染色

左上：マクロファージが弱から中等度陽性である。 右上：腫瘍細胞の細胞質内に薄い点状の染色が認められる。
左下：血漿が弱から中等度陽性である。 右下：軟骨小窩に強陽性反応が認められる。

 ALK（D5F3）陰性対照試薬の染色標本図1

左：マクロ像　右：拡大像
虫垂壁内の神経節細胞が強陽性である。

虫垂のALK（D5F3）染色像図2
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　日常業務の病理診断において免疫組織化学染色（免疫染色）は、組織型の推定や良悪性の

鑑別のため、HE染色の補助手段として必須のものである。しかし、最近ではコンパニオン診断の

普及により、免疫染色の役割はさらに重要度が増し、治療選択に直結するものとなっている。

そのため、臨床検査技師が行う自動免疫染色装置あるいは用手法による免疫染色そのものの

精度管理に加えて、病理医が判断する免疫染色の結果判定における精度管理も必要となっている。

　患者検体における陰性対照試薬での染色に関しては、作業量の増加や複雑化、費用の増加、

FFPEブロック検体の消費などの問題もあり、多くの施設で実施されていないのが現状である。

しかしながら、検出試薬や検体由来の非特異的な染色を除外するために、陰性対照試薬による

染色結果を確認することや、実際の検体のバックグラウンドで軽微な着色を認めることがある

時には、陰性対照試薬の染色結果と見比べを行うことなど、陰性対照試薬を用いた染色評価

も重要である。

　一方で、免疫染色時の精度管理用コントロールスライドの使用は、以前よりも一般化されてきて

いる。内部コントロールがない検体標本の免疫染色でトラブルがあり、染まらなかった場合は、

偽陰性と評価され、分子標的治療薬が投与できず、患者の生命予後に重大な影響を与える可能性

もある。検体の内部コントロール組織で判定を行う施設も多いと考えるが、自動免疫染色装置は

用手法と比較して再現性が高いとされているものの、絶対的なものとは言えない。そのため、日常

の免疫染色に加え、特にコンパニオン診断を判定する免疫染色時には、対照となる精度管理標本

を検体と同一プレパラートに載せて染色し、評価することが望ましい。そこで今回、陰性対照試薬

や精度管理用コントロールスライドの重要性に関して、肺癌のALK免疫染色、乳癌のHER2免疫染

色、乳癌や肺癌のPD-L1免疫染色、multi-tissue control標本などの具体例を提示しながら解説する。

　現在、非小細胞肺癌において、ALK融合遺伝

子陽性肺癌を検索するためALKの免疫染色（ク

ローンはD5F3や5A4）を行うことは一般的で、

2,700点の診療報酬が付与されている。国内では

外注だけではなく、院内で実施している施設も多

い。ロシュの“ベンタナ OptiView ALK（D5F3）”

の評価時には、まず陰性対照試薬（検出キットに

同封されておらず別売り）で染色された標本で、

検出試薬や検体組織に由来する非特異的な染色

を除外する必要がある（図1）。特に、A L K

（D5F3）免疫染色は、タイラマイドによる増感の

ため一般的に強く、濃く染色されるので、陽性像

がみられた場合は、どのような細胞に、どのよう

な強さで染色されているか、HE染色を見比べな

がら検討する必要がある。また、非特異的に強く

染色されていると判断される場合には、再染色と

同時に非特異反応の原因究明が必要である。

　次に検体の免疫染色標本を検鏡するが、肺癌

ALK陽性例（入手できない場合は虫垂（図2）や腸

管壁などのAuerbachの神経節細胞を有する組

織、あるいは神経節細胞を有する大脳灰白質組

織）などの、施設内で作製した陽性コントロール標

本の染色性を確認する。陽性対照組織が強陽性で

ある場合は、機械や試薬が正常に働いているため

問題ないが、陰性や弱陽性の場合は正しく染色が

行われていない可能性があるので、染色時に問題

がなかったか、再考しなければならない。また、

ALK（D5F3）では検体組織内のマクロファージ、腺

癌細胞、軟骨細胞などの組織やバックグラウンドに

軽微な陽性像などの非特異反応を示すことがあ

る。その時には、判定に先立って最初にみた陰性対

照試薬を用いた染色標本やALK陽性コントロール

標本と比較を行い、最終的な陽性判定は、陰性試

薬対照標本よりも強く、ALK陽性コントロール標本

に近い染色性を示す場合に陽性と判定することが

望ましい。特にALK陽性の精度管理用のコント

ロール標本は、毎回同じ組織を使用して染色するこ

とで、日差などの再現性を確認することができる。

　精度管理用のコントロール標本は、染色時の

Runごとに1枚たてるか、あるいは患者検体のプレ

パラート上に一緒に載せるなど、いくつかの方法が

考えられる。Runごとに1枚染色すればコントロー

ル切片が少なくてすむため業務の省力化やコスト

の削減が図られるが、検鏡時には煩雑になる。同

一標本上に載せれば患者検体と比較が容易にな

り判定しやすいが、コントロール切片が多く必要に

なり、作製や保存に限界を感じる。そのため、実際

の業務では、これらのメリットやデメリットをよく考

えて、自施設に合った精度管理用コントロール標本

の作製を行うべきである。さらに、陰性試薬対照

やコントロール標本と比較して検鏡する場合に、

Roche uPathなどの画像マネジメント・症例管理

アプリケーションソフトがあれば、マルチビューで

位置同期も簡単にでき、複数標本を画面上で並べ

て観察することができるため有用と考える。

　もう一つの体外診断薬であるニチレイの“ヒスト

ファイン ALK iAEPキット ヒストステイナー用

（5A4）”では、陰性対照試薬コントロールだけで

なく、5回分のALKコントロールスライド（陽性例と

陰性例）が包装されている。また、ALK（D5F3）と

判定法が異なり、陽性率が＞80%はスコア3（陽

性）、80%≧陽性率＞50%はスコア2（境界域）、

50%≧陽性率＞0%はスコア1（境界域）、陽性細

胞なしはスコア0（陰性）と判定し、スコア1と2で

はFISHの追加検討が望まれる。

　実際のALK（D5F3）免疫染色標本を提示す

る。胸水から遠心分離法により作製されたセル

ブロック標本で、腺癌（T T F -1陽性、p 4 0陰

性）の像がHE染色で認められる（図3上）。ま

ず、HE染色と見比べながら陰性対照試薬標本

をみるが、この症例では血漿成分やマクロ

ファージに弱～中等度程度の陽性反応が認め

られる（図3中）。次に実際の検体標本に載せ

たコントロール標本（TMAで作製したALK陽

性例と陰性例）をみて陽性例と陰性例が適切に

染色されているかを確認する（図3下）。この

時、問題があれば、再染色を行う必要がある。

問題がなければ検体の最終判断を行う。最終

判断では陰性対照試薬よりも強い染色のみを

陽性とすることが重要である。本例は明らかに

ALK陽性と判断できる。

　乳癌や胃癌のHER2免疫染色では、陽性／陰

性の判定を行う肺癌のALK免疫染色とは異な

り、染色の強度も問題になる。そのため、精度管

理用スライドとしては、各スコアの対象である陰

性（スコア0）、弱陽性（スコア1）、中等度陽性

（スコア2）、強陽性（スコア3）の各症例を4枚

同時に染色するのがベストである。すなわち、セ

ルラインコントロール標本を用いて、各スコアの

TMAが載ったスライドを同一ランで染色するの

が良い。メーカー毎にキット形態や同梱されてい

るコントロールスライドの内容は異なっている。

例えば、“ベンタナul t raViewパスウェーHER2
（4B5）”では、50テスト分の一次抗体が包装さ

れているが、陰性対照試薬やセルラインコント

ロール標本（スコア0,1,2,3）は別売りである。

“ダコHercepTest II”のキットでは、50テスト

分の一次抗体、陰性対照試薬および10回分の

セルラインコントロール標本（スコア0,1,3）が、

“BondポリマーシステムHER2テスト”では、

60テスト分の一次抗体、陰性対照試薬、15回分

のセルラインコントロール標本（スコア0,1,2,3）

がキットとして包装されている。しかし、キットに同

梱されている精度管理用の標本数には限りがあ

る。そこで、自施設独自のコントロール標本を作製

する必要がある。この時に陰性や強陽性の標本

は、染色時の影響を受けず再現性が高いためコン

トロール標本として問題ないと考える。しかし、弱

陽性あるいは中等度陽性の検体を用いた場合は、

熱処理などのちょっとした不具合の影響を受けや

すいため、適切に染色が行われたかを確認する良

い対照となる一方、切り込んで使用していくと染色

性がかわる可能性があるなどの点から、染色時の

異常か検体側由来の染色性のブレなのかを判断す

るのが難しいこともあり、コントロール標本として

は不向きである。そのため陰性例（スコア0）と強

陽性例（スコア3+）、あるいは強陽性例（スコア

3+）のみを利用している施設も多いと考える。私

達は強陽性例と陰性例のTMAを検体スライドに載

せて判定を行っている。

　実際の“ベンタナultraView パスウェーHER2
（4B5）”を用いた乳癌の標本である（図4）。TMA

で作製した精度管理用標本が正しく強陽性と陰性

に染色されている。この染色性を確認後に検体の

染色性を最終判断する。本例では広範囲に中等度

陽性反応がみられ、equivocal（スコア2）と判断し

た。F I S Hの追加検討が実施されたが、陽性

（HER2/CEP17比2.9で増幅あり）であった。

　PD-L1 免疫染色のコンパニオン診断では、転

移・再発トリプルネガティブ乳癌の PD-L1
（SP142）や進行・再発非小細胞肺癌の PD-L1
（22C3）が代表的である。PD-L1の判定には、腫

瘍組織 3 枚の連続切片（HE 染色、PD-L1染色、

陰性対照試薬の染色）による評価が必要である。

乳癌の PD-L1（SP142）の免疫染色では、添付文

書中の陰性対照試薬に関する記載において、一

次抗体の代わりに、陰性コントロール（ウサギモ

ノクローナル抗体）で免疫染色することにより、

一次抗体を除く構成試薬の非特異反応が確認で

きる、と書かれている。この時、いずれの細胞にも

強発現の陽性所見が認められないことを確認す

ることが大切で、少しでも強陽性の所見がある場

合は、非特異反応が生じていると考えられる。た

だし、この陰性対照試薬はキットに含まれていな

いため、別に購入しなければならない。

　次に、同一ラン内で精度管理用コントロール標

本を染色し、適切な染色結果が得られているか確

認する必要がある。それぞれの確認事項は ALK

免疫染色のところで述べたとおりである。精度管

理用コントロール標本はキットに含まれていないた

め、施設内で精度管理用コントロール標本を準備

し、検体の同一プレパラート内に載せることが望ま

しい。この時、既知の乳癌や肺癌の陽性例と陰性例

を載せるが、なければ扁桃組織でも代用可能であ

る。扁桃では胚中心に存在するマクロファージやリ

ンパ球、陰窩上皮が陽性になるが、表層上皮や濾胞

間域に存在する免疫細胞は陰性になるため、

SP142 の特異反応と非特異反応を確認すること

ができる。このように陰性対照試薬や精度管理用

コントロール標本の染色に問題がないことを確認

してはじめて、検体における PD-L1の発現率の測

定を行うことが可能になる。

　実際の転移・再発トリプルネガティブ乳癌の

PD-L1（SP142）免疫染色標本を提示する（図5）。

私たちはHE染色で腫瘍領域を油性ペンなどで取り

囲み、次に、PD-L1染色標本上にも腫瘍領域を同じ

範囲で書き移すようにしている。この腫瘍領域に存

在する腫瘍浸潤免疫細胞（リンパ球、マクロファー

ジ、樹状細胞、顆粒球）の割合を判定する。本例で

は腫瘍領域におけるPD-L1陽性の腫瘍浸潤免疫細

胞領域の割合が10%で、陽性（≧1%）と判定した。

　進行・再発非小細胞肺癌のコンパニオン診

断、あるいは再発・遠隔転移を有する頭頸部のコ

ンプリメンタリー診断薬である“P D -L1 IHC 

22C3 pharmDx「ダコ」”の免疫染色でも、3枚

の連続切片による未染色標本を作製し、それぞ

れHE染色、PD-L1免疫染色（施設内コントロー

ル標本も載せる）、キット内に同封されている陰

性対照試薬による染色標本を比較して判定する

必要がある。また、キットに同梱されているセル

ラインコントロール標本（PD-L1陽性と陰性）を

同一ラン内で染色し、精度管理を行うことも大

切である。このセルラインコントロールスライド

では、陽性セルラインの染色性が、70%以上の

細胞で細胞膜染色強度が2+（中等度陽性）以上

であれば問題ない。陰性セルラインでは、大部

分の細胞が染色されていないか、あるいは染色

されていてもその数が10個以下であれば問題な

い。陽性と陰性セルラインとも、染色強度1+

（弱陽性）未満の染色は非特異的染色として扱

う。具体的にはまずHE染色で腫瘍細胞の浸潤

細胞が100個以上あることを確認する。次に陰

性対照試薬コントロールでは、細胞膜などに非

特異的なバックグラウンド染色が存在するか否

かを確認する。問題なければ、施設で用意した

コントロール標本として検体の同一プレパラート

上に載せて染色した、扁桃組織、あるいは肺癌

陽性例や陰性例の組織における染色性を確認す

ることで、さらに厳重な精度管理が可能になる。

肺癌ではTPS（Tumor proportion score）が、

≧50%（高発現）、1～49%（低発現）、＜1%（陰

性）と判定する。頭頸部癌ではCPS（Combined 

posit ive score）を、≧20（陽性）、1～20（陽

性）、＜1（陰性）の3段階で判定する。

　実際の肺癌の PD-L1（22C3）の免疫染色標

本を提示する（図 6）。まずはキットに同梱のセル

ラインコントロール標本で、非特異反応がないか

確認する。HE 染色で癌の部分を確認後、陰性対

照試薬標本を確認する。この陰性対照試薬標本

では、非特異反応による陽性がないか確認す

る。問題がなければ検体スライド内の陽性（TPS

が 90%と高発現例）と陰性（TPS0%の陰性例）、

扁桃組織の染色性（陰窩上皮は強陽性、胚中心で

はマクロファージが弱から中等度陽性）を確認す

る。特に問題がなければ検体の最終判定を行う。

本例の判定は、陰性（1% 未満）であった。

　今回はコンパニオン診断である肺癌のALK染

色、乳癌のHER2染色、乳癌のPD-L1（SP142）

染色や肺癌のPD-L1（22C3）染色を中心に述べ

てきた。実際には胃癌のHER2染色、頭頸部癌の

PD-L1（22C3）染色などでも同様に精度管理が

必要である。しかし、日常業務ではコンパニオン

診断以外の免疫染色を行うことの方が圧倒的に

多く、免疫染色全体で精度管理が欠かせない。

コンパニオン診断のようにそれぞれの染色で個

別のコントロール標本をおくことは、実際の作業

負担が大きく、複雑化するため困難である。その

ため、multi-tissue control blockを作製し、全

ての染色標本にこのmulti-tissue control標本

を載せることで、染色性の不具合を日々の診断で

チェック可能になるため、お勧めしたい。

　図7は肺生検のTTF-1免疫染色標本である。診

断は非小細胞癌（扁平上皮癌）であった。診断時

にはまずmulti-tissue control標本（羊膜、扁桃、

小腸、大腸、肝臓、甲状腺、膵臓、肺、子宮、前立

腺、腎臓の各組織）をみて正しくTTF-1の免疫染

色が行われているか確認する必要がある。TTF-1
では正常肺のⅡ型肺胞上皮や甲状腺濾胞上皮の

核に陽性である。他の正常コントロールでは、膵

の腺房細胞や尿細管上皮の一部の細胞質に陽性

である。また、生検検体内の内部コントロールと

しても、Ⅱ型肺胞上皮への染まりを確認すること

ができる。本例はTTF-1陰性と判断したが、もし、

multi-t issue control標本や内部コントロール

組織がない場合、染色トラブルで検体が染まって

いない時には、偽陰性の可能性もあるため注意

が必要である。同時に行うp40の免疫染色では、

扁桃の扁平上皮基底層の核に陽性、肺では細気

管支上皮の核に陽性、前立腺の基底細胞に陽性

になるので必ず確認が必要である。

免 疫 染 色 に お け る 陰 性 対 照 試 薬 お よ び
精 度 管 理 用 コ ン ト ロ ー ル ス ラ イ ド の 重 要 性
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は じ め に

1. 肺癌のALK免疫染色

左上：マクロファージが弱から中等度陽性である。 右上：腫瘍細胞の細胞質内に薄い点状の染色が認められる。
左下：血漿が弱から中等度陽性である。 右下：軟骨小窩に強陽性反応が認められる。

 ALK（D5F3）陰性対照試薬の染色標本図1

左：マクロ像　右：拡大像
虫垂壁内の神経節細胞が強陽性である。

虫垂のALK（D5F3）染色像図2

左上

左 右

右上

左下 右下

　日常業務の病理診断において免疫組織化学染色（免疫染色）は、組織型の推定や良悪性の

鑑別のため、HE染色の補助手段として必須のものである。しかし、最近ではコンパニオン診断の

普及により、免疫染色の役割はさらに重要度が増し、治療選択に直結するものとなっている。

そのため、臨床検査技師が行う自動免疫染色装置あるいは用手法による免疫染色そのものの

精度管理に加えて、病理医が判断する免疫染色の結果判定における精度管理も必要となっている。

　患者検体における陰性対照試薬での染色に関しては、作業量の増加や複雑化、費用の増加、

FFPEブロック検体の消費などの問題もあり、多くの施設で実施されていないのが現状である。

しかしながら、検出試薬や検体由来の非特異的な染色を除外するために、陰性対照試薬による

染色結果を確認することや、実際の検体のバックグラウンドで軽微な着色を認めることがある

時には、陰性対照試薬の染色結果と見比べを行うことなど、陰性対照試薬を用いた染色評価

も重要である。

　一方で、免疫染色時の精度管理用コントロールスライドの使用は、以前よりも一般化されてきて

いる。内部コントロールがない検体標本の免疫染色でトラブルがあり、染まらなかった場合は、

偽陰性と評価され、分子標的治療薬が投与できず、患者の生命予後に重大な影響を与える可能性

もある。検体の内部コントロール組織で判定を行う施設も多いと考えるが、自動免疫染色装置は

用手法と比較して再現性が高いとされているものの、絶対的なものとは言えない。そのため、日常

の免疫染色に加え、特にコンパニオン診断を判定する免疫染色時には、対照となる精度管理標本

を検体と同一プレパラートに載せて染色し、評価することが望ましい。そこで今回、陰性対照試薬

や精度管理用コントロールスライドの重要性に関して、肺癌のALK免疫染色、乳癌のHER2免疫染

色、乳癌や肺癌のPD-L1免疫染色、multi-tissue control標本などの具体例を提示しながら解説する。

　現在、非小細胞肺癌において、ALK融合遺伝

子陽性肺癌を検索するためALKの免疫染色（ク

ローンはD5F3や5A4）を行うことは一般的で、

2,700点の診療報酬が付与されている。国内では

外注だけではなく、院内で実施している施設も多

い。ロシュの“ベンタナ OptiView ALK（D5F3）”

の評価時には、まず陰性対照試薬（検出キットに

同封されておらず別売り）で染色された標本で、

検出試薬や検体組織に由来する非特異的な染色

を除外する必要がある（図1）。特に、A L K

（D5F3）免疫染色は、タイラマイドによる増感の

ため一般的に強く、濃く染色されるので、陽性像

がみられた場合は、どのような細胞に、どのよう

な強さで染色されているか、HE染色を見比べな

がら検討する必要がある。また、非特異的に強く

染色されていると判断される場合には、再染色と

同時に非特異反応の原因究明が必要である。

　次に検体の免疫染色標本を検鏡するが、肺癌

ALK陽性例（入手できない場合は虫垂（図2）や腸

管壁などのAuerbachの神経節細胞を有する組

織、あるいは神経節細胞を有する大脳灰白質組

織）などの、施設内で作製した陽性コントロール標

本の染色性を確認する。陽性対照組織が強陽性で

ある場合は、機械や試薬が正常に働いているため

問題ないが、陰性や弱陽性の場合は正しく染色が

行われていない可能性があるので、染色時に問題

がなかったか、再考しなければならない。また、

ALK（D5F3）では検体組織内のマクロファージ、腺

癌細胞、軟骨細胞などの組織やバックグラウンドに

軽微な陽性像などの非特異反応を示すことがあ

る。その時には、判定に先立って最初にみた陰性対

照試薬を用いた染色標本やALK陽性コントロール

標本と比較を行い、最終的な陽性判定は、陰性試

薬対照標本よりも強く、ALK陽性コントロール標本

に近い染色性を示す場合に陽性と判定することが

望ましい。特にALK陽性の精度管理用のコント

ロール標本は、毎回同じ組織を使用して染色するこ

とで、日差などの再現性を確認することができる。

　精度管理用のコントロール標本は、染色時の

Runごとに1枚たてるか、あるいは患者検体のプレ

パラート上に一緒に載せるなど、いくつかの方法が

考えられる。Runごとに1枚染色すればコントロー

ル切片が少なくてすむため業務の省力化やコスト

の削減が図られるが、検鏡時には煩雑になる。同

一標本上に載せれば患者検体と比較が容易にな

り判定しやすいが、コントロール切片が多く必要に

なり、作製や保存に限界を感じる。そのため、実際

の業務では、これらのメリットやデメリットをよく考

えて、自施設に合った精度管理用コントロール標本

の作製を行うべきである。さらに、陰性試薬対照

やコントロール標本と比較して検鏡する場合に、

Roche uPathなどの画像マネジメント・症例管理

アプリケーションソフトがあれば、マルチビューで

位置同期も簡単にでき、複数標本を画面上で並べ

て観察することができるため有用と考える。

　もう一つの体外診断薬であるニチレイの“ヒスト

ファイン ALK iAEPキット ヒストステイナー用

（5A4）”では、陰性対照試薬コントロールだけで

なく、5回分のALKコントロールスライド（陽性例と

陰性例）が包装されている。また、ALK（D5F3）と

判定法が異なり、陽性率が＞80%はスコア3（陽

性）、80%≧陽性率＞50%はスコア2（境界域）、

50%≧陽性率＞0%はスコア1（境界域）、陽性細

胞なしはスコア0（陰性）と判定し、スコア1と2で

はFISHの追加検討が望まれる。

　実際のALK（D5F3）免疫染色標本を提示す

る。胸水から遠心分離法により作製されたセル

ブロック標本で、腺癌（T T F -1陽性、p 4 0陰

性）の像がHE染色で認められる（図3上）。ま

ず、HE染色と見比べながら陰性対照試薬標本

をみるが、この症例では血漿成分やマクロ

ファージに弱～中等度程度の陽性反応が認め

られる（図3中）。次に実際の検体標本に載せ

たコントロール標本（TMAで作製したALK陽

性例と陰性例）をみて陽性例と陰性例が適切に

染色されているかを確認する（図3下）。この

時、問題があれば、再染色を行う必要がある。

問題がなければ検体の最終判断を行う。最終

判断では陰性対照試薬よりも強い染色のみを

陽性とすることが重要である。本例は明らかに

ALK陽性と判断できる。

　乳癌や胃癌のHER2免疫染色では、陽性／陰

性の判定を行う肺癌のALK免疫染色とは異な

り、染色の強度も問題になる。そのため、精度管

理用スライドとしては、各スコアの対象である陰

性（スコア0）、弱陽性（スコア1）、中等度陽性

（スコア2）、強陽性（スコア3）の各症例を4枚

同時に染色するのがベストである。すなわち、セ

ルラインコントロール標本を用いて、各スコアの

TMAが載ったスライドを同一ランで染色するの

が良い。メーカー毎にキット形態や同梱されてい

るコントロールスライドの内容は異なっている。

例えば、“ベンタナul t raViewパスウェーHER2
（4B5）”では、50テスト分の一次抗体が包装さ

れているが、陰性対照試薬やセルラインコント

ロール標本（スコア0,1,2,3）は別売りである。

“ダコHercepTest II”のキットでは、50テスト

分の一次抗体、陰性対照試薬および10回分の

セルラインコントロール標本（スコア0,1,3）が、

“BondポリマーシステムHER2テスト”では、

60テスト分の一次抗体、陰性対照試薬、15回分

のセルラインコントロール標本（スコア0,1,2,3）

がキットとして包装されている。しかし、キットに同

梱されている精度管理用の標本数には限りがあ

る。そこで、自施設独自のコントロール標本を作製

する必要がある。この時に陰性や強陽性の標本

は、染色時の影響を受けず再現性が高いためコン

トロール標本として問題ないと考える。しかし、弱

陽性あるいは中等度陽性の検体を用いた場合は、

熱処理などのちょっとした不具合の影響を受けや

すいため、適切に染色が行われたかを確認する良

い対照となる一方、切り込んで使用していくと染色

性がかわる可能性があるなどの点から、染色時の

異常か検体側由来の染色性のブレなのかを判断す

るのが難しいこともあり、コントロール標本として

は不向きである。そのため陰性例（スコア0）と強

陽性例（スコア3+）、あるいは強陽性例（スコア

3+）のみを利用している施設も多いと考える。私

達は強陽性例と陰性例のTMAを検体スライドに載

せて判定を行っている。

　実際の“ベンタナultraView パスウェーHER2
（4B5）”を用いた乳癌の標本である（図4）。TMA

で作製した精度管理用標本が正しく強陽性と陰性

に染色されている。この染色性を確認後に検体の

染色性を最終判断する。本例では広範囲に中等度

陽性反応がみられ、equivocal（スコア2）と判断し

た。F I S Hの追加検討が実施されたが、陽性

（HER2/CEP17比2.9で増幅あり）であった。

　PD-L1 免疫染色のコンパニオン診断では、転

移・再発トリプルネガティブ乳癌の PD-L1
（SP142）や進行・再発非小細胞肺癌の PD-L1
（22C3）が代表的である。PD-L1の判定には、腫

瘍組織 3 枚の連続切片（HE 染色、PD-L1染色、

陰性対照試薬の染色）による評価が必要である。

乳癌の PD-L1（SP142）の免疫染色では、添付文

書中の陰性対照試薬に関する記載において、一

次抗体の代わりに、陰性コントロール（ウサギモ

ノクローナル抗体）で免疫染色することにより、

一次抗体を除く構成試薬の非特異反応が確認で

きる、と書かれている。この時、いずれの細胞にも

強発現の陽性所見が認められないことを確認す

ることが大切で、少しでも強陽性の所見がある場

合は、非特異反応が生じていると考えられる。た

だし、この陰性対照試薬はキットに含まれていな

いため、別に購入しなければならない。

　次に、同一ラン内で精度管理用コントロール標

本を染色し、適切な染色結果が得られているか確

認する必要がある。それぞれの確認事項は ALK

免疫染色のところで述べたとおりである。精度管

理用コントロール標本はキットに含まれていないた

め、施設内で精度管理用コントロール標本を準備

し、検体の同一プレパラート内に載せることが望ま

しい。この時、既知の乳癌や肺癌の陽性例と陰性例

を載せるが、なければ扁桃組織でも代用可能であ

る。扁桃では胚中心に存在するマクロファージやリ

ンパ球、陰窩上皮が陽性になるが、表層上皮や濾胞

間域に存在する免疫細胞は陰性になるため、

SP142 の特異反応と非特異反応を確認すること

ができる。このように陰性対照試薬や精度管理用

コントロール標本の染色に問題がないことを確認

してはじめて、検体における PD-L1の発現率の測

定を行うことが可能になる。

　実際の転移・再発トリプルネガティブ乳癌の

PD-L1（SP142）免疫染色標本を提示する（図5）。

私たちはHE染色で腫瘍領域を油性ペンなどで取り

囲み、次に、PD-L1染色標本上にも腫瘍領域を同じ

範囲で書き移すようにしている。この腫瘍領域に存

在する腫瘍浸潤免疫細胞（リンパ球、マクロファー

ジ、樹状細胞、顆粒球）の割合を判定する。本例で

は腫瘍領域におけるPD-L1陽性の腫瘍浸潤免疫細

胞領域の割合が10%で、陽性（≧1%）と判定した。

　進行・再発非小細胞肺癌のコンパニオン診

断、あるいは再発・遠隔転移を有する頭頸部のコ

ンプリメンタリー診断薬である“P D -L1 IHC 

22C3 pharmDx「ダコ」”の免疫染色でも、3枚

の連続切片による未染色標本を作製し、それぞ

れHE染色、PD-L1免疫染色（施設内コントロー

ル標本も載せる）、キット内に同封されている陰

性対照試薬による染色標本を比較して判定する

必要がある。また、キットに同梱されているセル

ラインコントロール標本（PD-L1陽性と陰性）を

同一ラン内で染色し、精度管理を行うことも大

切である。このセルラインコントロールスライド

では、陽性セルラインの染色性が、70%以上の

細胞で細胞膜染色強度が2+（中等度陽性）以上

であれば問題ない。陰性セルラインでは、大部

分の細胞が染色されていないか、あるいは染色

されていてもその数が10個以下であれば問題な

い。陽性と陰性セルラインとも、染色強度1+

（弱陽性）未満の染色は非特異的染色として扱

う。具体的にはまずHE染色で腫瘍細胞の浸潤

細胞が100個以上あることを確認する。次に陰

性対照試薬コントロールでは、細胞膜などに非

特異的なバックグラウンド染色が存在するか否

かを確認する。問題なければ、施設で用意した

コントロール標本として検体の同一プレパラート

上に載せて染色した、扁桃組織、あるいは肺癌

陽性例や陰性例の組織における染色性を確認す

ることで、さらに厳重な精度管理が可能になる。

肺癌ではTPS（Tumor proportion score）が、

≧50%（高発現）、1～49%（低発現）、＜1%（陰

性）と判定する。頭頸部癌ではCPS（Combined 

posit ive score）を、≧20（陽性）、1～20（陽

性）、＜1（陰性）の3段階で判定する。

　実際の肺癌の PD-L1（22C3）の免疫染色標

本を提示する（図 6）。まずはキットに同梱のセル

ラインコントロール標本で、非特異反応がないか

確認する。HE 染色で癌の部分を確認後、陰性対

照試薬標本を確認する。この陰性対照試薬標本

では、非特異反応による陽性がないか確認す

る。問題がなければ検体スライド内の陽性（TPS

が 90%と高発現例）と陰性（TPS0%の陰性例）、

扁桃組織の染色性（陰窩上皮は強陽性、胚中心で

はマクロファージが弱から中等度陽性）を確認す

る。特に問題がなければ検体の最終判定を行う。

本例の判定は、陰性（1% 未満）であった。

　今回はコンパニオン診断である肺癌のALK染

色、乳癌のHER2染色、乳癌のPD-L1（SP142）

染色や肺癌のPD-L1（22C3）染色を中心に述べ

てきた。実際には胃癌のHER2染色、頭頸部癌の

PD-L1（22C3）染色などでも同様に精度管理が

必要である。しかし、日常業務ではコンパニオン

診断以外の免疫染色を行うことの方が圧倒的に

多く、免疫染色全体で精度管理が欠かせない。

コンパニオン診断のようにそれぞれの染色で個

別のコントロール標本をおくことは、実際の作業

負担が大きく、複雑化するため困難である。その

ため、multi-tissue control blockを作製し、全

ての染色標本にこのmulti-tissue control標本

を載せることで、染色性の不具合を日々の診断で

チェック可能になるため、お勧めしたい。

　図7は肺生検のTTF-1免疫染色標本である。診

断は非小細胞癌（扁平上皮癌）であった。診断時

にはまずmulti-tissue control標本（羊膜、扁桃、

小腸、大腸、肝臓、甲状腺、膵臓、肺、子宮、前立

腺、腎臓の各組織）をみて正しくTTF-1の免疫染

色が行われているか確認する必要がある。TTF-1
では正常肺のⅡ型肺胞上皮や甲状腺濾胞上皮の

核に陽性である。他の正常コントロールでは、膵

の腺房細胞や尿細管上皮の一部の細胞質に陽性

である。また、生検検体内の内部コントロールと

しても、Ⅱ型肺胞上皮への染まりを確認すること

ができる。本例はTTF-1陰性と判断したが、もし、

multi-t issue control標本や内部コントロール

組織がない場合、染色トラブルで検体が染まって

いない時には、偽陰性の可能性もあるため注意

が必要である。同時に行うp40の免疫染色では、

扁桃の扁平上皮基底層の核に陽性、肺では細気

管支上皮の核に陽性、前立腺の基底細胞に陽性

になるので必ず確認が必要である。

免 疫 染 色 に お け る 陰 性 対 照 試 薬 お よ び
精 度 管 理 用 コ ン ト ロ ー ル ス ラ イ ド の 重 要 性
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2.乳癌のHER2免疫染色

上： HE染色　中： 陰性対照試薬染色　下： ALK（D5F3）染色
3枚ともスライド左側にはTMAで作製した精度管理用のコント
ロール標本が載っている（上がALK陰性肺癌、下がALK陽性肺癌）。
スライド右側は患者検体（セルブロック標本）である。
評価時の手順としては、HE染色 → 陰性対照試薬染色 → ALK
染色の順に検鏡することが大切である。

上

中

下

スライドの左側には、上側にHER2陰性（スコア０）、
下側にHER 2陽性（スコア３）の精度管理用標本
（TMA）を載せている。スライド右側は乳癌組織で、
equivocal（スコア2）と判定した。

乳癌のHER2（4B5） 染色図4

ALK（D5F3）染色例
（胸水セルブロックで腺癌を認めた症例）

図3

　現在、非小細胞肺癌において、ALK融合遺伝

子陽性肺癌を検索するためALKの免疫染色（ク

ローンはD5F3や5A4）を行うことは一般的で、

2,700点の診療報酬が付与されている。国内では

外注だけではなく、院内で実施している施設も多

い。ロシュの“ベンタナ OptiView ALK（D5F3）”

の評価時には、まず陰性対照試薬（検出キットに

同封されておらず別売り）で染色された標本で、

検出試薬や検体組織に由来する非特異的な染色

を除外する必要がある（図1）。特に、A L K

（D5F3）免疫染色は、タイラマイドによる増感の

ため一般的に強く、濃く染色されるので、陽性像

がみられた場合は、どのような細胞に、どのよう

な強さで染色されているか、HE染色を見比べな

がら検討する必要がある。また、非特異的に強く

染色されていると判断される場合には、再染色と

同時に非特異反応の原因究明が必要である。

　次に検体の免疫染色標本を検鏡するが、肺癌

ALK陽性例（入手できない場合は虫垂（図2）や腸

管壁などのAuerbachの神経節細胞を有する組

織、あるいは神経節細胞を有する大脳灰白質組

織）などの、施設内で作製した陽性コントロール標

本の染色性を確認する。陽性対照組織が強陽性で

ある場合は、機械や試薬が正常に働いているため

問題ないが、陰性や弱陽性の場合は正しく染色が

行われていない可能性があるので、染色時に問題

がなかったか、再考しなければならない。また、

ALK（D5F3）では検体組織内のマクロファージ、腺

癌細胞、軟骨細胞などの組織やバックグラウンドに

軽微な陽性像などの非特異反応を示すことがあ

る。その時には、判定に先立って最初にみた陰性対

照試薬を用いた染色標本やALK陽性コントロール

標本と比較を行い、最終的な陽性判定は、陰性試

薬対照標本よりも強く、ALK陽性コントロール標本

に近い染色性を示す場合に陽性と判定することが

望ましい。特にALK陽性の精度管理用のコント

ロール標本は、毎回同じ組織を使用して染色するこ

とで、日差などの再現性を確認することができる。

　精度管理用のコントロール標本は、染色時の

Runごとに1枚たてるか、あるいは患者検体のプレ

パラート上に一緒に載せるなど、いくつかの方法が

考えられる。Runごとに1枚染色すればコントロー

ル切片が少なくてすむため業務の省力化やコスト

の削減が図られるが、検鏡時には煩雑になる。同

一標本上に載せれば患者検体と比較が容易にな

り判定しやすいが、コントロール切片が多く必要に

なり、作製や保存に限界を感じる。そのため、実際

の業務では、これらのメリットやデメリットをよく考

えて、自施設に合った精度管理用コントロール標本

の作製を行うべきである。さらに、陰性試薬対照

やコントロール標本と比較して検鏡する場合に、

Roche uPathなどの画像マネジメント・症例管理

アプリケーションソフトがあれば、マルチビューで

位置同期も簡単にでき、複数標本を画面上で並べ

て観察することができるため有用と考える。

　もう一つの体外診断薬であるニチレイの“ヒスト

ファイン ALK iAEPキット ヒストステイナー用

（5A4）”では、陰性対照試薬コントロールだけで

なく、5回分のALKコントロールスライド（陽性例と

陰性例）が包装されている。また、ALK（D5F3）と

判定法が異なり、陽性率が＞80%はスコア3（陽

性）、80%≧陽性率＞50%はスコア2（境界域）、

50%≧陽性率＞0%はスコア1（境界域）、陽性細

胞なしはスコア0（陰性）と判定し、スコア1と2で

はFISHの追加検討が望まれる。

　実際のALK（D5F3）免疫染色標本を提示す

る。胸水から遠心分離法により作製されたセル

ブロック標本で、腺癌（T T F -1陽性、p 4 0陰

性）の像がHE染色で認められる（図3上）。ま

ず、HE染色と見比べながら陰性対照試薬標本

をみるが、この症例では血漿成分やマクロ

ファージに弱～中等度程度の陽性反応が認め

られる（図3中）。次に実際の検体標本に載せ

たコントロール標本（TMAで作製したALK陽

性例と陰性例）をみて陽性例と陰性例が適切に

染色されているかを確認する（図3下）。この

時、問題があれば、再染色を行う必要がある。

問題がなければ検体の最終判断を行う。最終

判断では陰性対照試薬よりも強い染色のみを

陽性とすることが重要である。本例は明らかに

ALK陽性と判断できる。

　乳癌や胃癌のHER2免疫染色では、陽性／陰

性の判定を行う肺癌のALK免疫染色とは異な

り、染色の強度も問題になる。そのため、精度管

理用スライドとしては、各スコアの対象である陰

性（スコア0）、弱陽性（スコア1）、中等度陽性

（スコア2）、強陽性（スコア3）の各症例を4枚

同時に染色するのがベストである。すなわち、セ

ルラインコントロール標本を用いて、各スコアの

TMAが載ったスライドを同一ランで染色するの

が良い。メーカー毎にキット形態や同梱されてい

るコントロールスライドの内容は異なっている。

例えば、“ベンタナul t raViewパスウェーHER2
（4B5）”では、50テスト分の一次抗体が包装さ

れているが、陰性対照試薬やセルラインコント

ロール標本（スコア0,1,2,3）は別売りである。

“ダコHercepTest II”のキットでは、50テスト

分の一次抗体、陰性対照試薬および10回分の

セルラインコントロール標本（スコア0,1,3）が、

“BondポリマーシステムHER2テスト”では、

60テスト分の一次抗体、陰性対照試薬、15回分

のセルラインコントロール標本（スコア0,1,2,3）

がキットとして包装されている。しかし、キットに同

梱されている精度管理用の標本数には限りがあ

る。そこで、自施設独自のコントロール標本を作製

する必要がある。この時に陰性や強陽性の標本

は、染色時の影響を受けず再現性が高いためコン

トロール標本として問題ないと考える。しかし、弱

陽性あるいは中等度陽性の検体を用いた場合は、

熱処理などのちょっとした不具合の影響を受けや

すいため、適切に染色が行われたかを確認する良

い対照となる一方、切り込んで使用していくと染色

性がかわる可能性があるなどの点から、染色時の

異常か検体側由来の染色性のブレなのかを判断す

るのが難しいこともあり、コントロール標本として

は不向きである。そのため陰性例（スコア0）と強

陽性例（スコア3+）、あるいは強陽性例（スコア

3+）のみを利用している施設も多いと考える。私

達は強陽性例と陰性例のTMAを検体スライドに載

せて判定を行っている。

　実際の“ベンタナultraView パスウェーHER2
（4B5）”を用いた乳癌の標本である（図4）。TMA

で作製した精度管理用標本が正しく強陽性と陰性

に染色されている。この染色性を確認後に検体の

染色性を最終判断する。本例では広範囲に中等度

陽性反応がみられ、equivocal（スコア2）と判断し

た。F I S Hの追加検討が実施されたが、陽性

（HER2/CEP17比2.9で増幅あり）であった。

　PD-L1 免疫染色のコンパニオン診断では、転

移・再発トリプルネガティブ乳癌の PD-L1
（SP142）や進行・再発非小細胞肺癌の PD-L1
（22C3）が代表的である。PD-L1の判定には、腫

瘍組織 3 枚の連続切片（HE 染色、PD-L1染色、

陰性対照試薬の染色）による評価が必要である。

乳癌の PD-L1（SP142）の免疫染色では、添付文

書中の陰性対照試薬に関する記載において、一

次抗体の代わりに、陰性コントロール（ウサギモ

ノクローナル抗体）で免疫染色することにより、

一次抗体を除く構成試薬の非特異反応が確認で

きる、と書かれている。この時、いずれの細胞にも

強発現の陽性所見が認められないことを確認す

ることが大切で、少しでも強陽性の所見がある場

合は、非特異反応が生じていると考えられる。た

だし、この陰性対照試薬はキットに含まれていな

いため、別に購入しなければならない。

　次に、同一ラン内で精度管理用コントロール標

本を染色し、適切な染色結果が得られているか確

認する必要がある。それぞれの確認事項は ALK

免疫染色のところで述べたとおりである。精度管

理用コントロール標本はキットに含まれていないた

め、施設内で精度管理用コントロール標本を準備

し、検体の同一プレパラート内に載せることが望ま

しい。この時、既知の乳癌や肺癌の陽性例と陰性例

を載せるが、なければ扁桃組織でも代用可能であ

る。扁桃では胚中心に存在するマクロファージやリ

ンパ球、陰窩上皮が陽性になるが、表層上皮や濾胞

間域に存在する免疫細胞は陰性になるため、

SP142 の特異反応と非特異反応を確認すること

ができる。このように陰性対照試薬や精度管理用

コントロール標本の染色に問題がないことを確認

してはじめて、検体における PD-L1の発現率の測

定を行うことが可能になる。

　実際の転移・再発トリプルネガティブ乳癌の

PD-L1（SP142）免疫染色標本を提示する（図5）。

私たちはHE染色で腫瘍領域を油性ペンなどで取り

囲み、次に、PD-L1染色標本上にも腫瘍領域を同じ

範囲で書き移すようにしている。この腫瘍領域に存

在する腫瘍浸潤免疫細胞（リンパ球、マクロファー

ジ、樹状細胞、顆粒球）の割合を判定する。本例で

は腫瘍領域におけるPD-L1陽性の腫瘍浸潤免疫細

胞領域の割合が10%で、陽性（≧1%）と判定した。

　進行・再発非小細胞肺癌のコンパニオン診

断、あるいは再発・遠隔転移を有する頭頸部のコ

ンプリメンタリー診断薬である“P D -L1 IHC 

22C3 pharmDx「ダコ」”の免疫染色でも、3枚

の連続切片による未染色標本を作製し、それぞ

れHE染色、PD-L1免疫染色（施設内コントロー

ル標本も載せる）、キット内に同封されている陰

性対照試薬による染色標本を比較して判定する

必要がある。また、キットに同梱されているセル

ラインコントロール標本（PD-L1陽性と陰性）を

同一ラン内で染色し、精度管理を行うことも大

切である。このセルラインコントロールスライド

では、陽性セルラインの染色性が、70%以上の

細胞で細胞膜染色強度が2+（中等度陽性）以上

であれば問題ない。陰性セルラインでは、大部

分の細胞が染色されていないか、あるいは染色

されていてもその数が10個以下であれば問題な

い。陽性と陰性セルラインとも、染色強度1+

（弱陽性）未満の染色は非特異的染色として扱

う。具体的にはまずHE染色で腫瘍細胞の浸潤

細胞が100個以上あることを確認する。次に陰

性対照試薬コントロールでは、細胞膜などに非

特異的なバックグラウンド染色が存在するか否

かを確認する。問題なければ、施設で用意した

コントロール標本として検体の同一プレパラート

上に載せて染色した、扁桃組織、あるいは肺癌

陽性例や陰性例の組織における染色性を確認す

ることで、さらに厳重な精度管理が可能になる。

肺癌ではTPS（Tumor proportion score）が、

≧50%（高発現）、1～49%（低発現）、＜1%（陰

性）と判定する。頭頸部癌ではCPS（Combined 

posit ive score）を、≧20（陽性）、1～20（陽

性）、＜1（陰性）の3段階で判定する。

　実際の肺癌の PD-L1（22C3）の免疫染色標

本を提示する（図 6）。まずはキットに同梱のセル

ラインコントロール標本で、非特異反応がないか

確認する。HE 染色で癌の部分を確認後、陰性対

照試薬標本を確認する。この陰性対照試薬標本

3.乳癌や肺癌のPD-L1免疫染色

では、非特異反応による陽性がないか確認す

る。問題がなければ検体スライド内の陽性（TPS

が 90%と高発現例）と陰性（TPS0%の陰性例）、

扁桃組織の染色性（陰窩上皮は強陽性、胚中心で

はマクロファージが弱から中等度陽性）を確認す

る。特に問題がなければ検体の最終判定を行う。

本例の判定は、陰性（1% 未満）であった。

　今回はコンパニオン診断である肺癌のALK染

色、乳癌のHER2染色、乳癌のPD-L1（SP142）

染色や肺癌のPD-L1（22C3）染色を中心に述べ

てきた。実際には胃癌のHER2染色、頭頸部癌の

PD-L1（22C3）染色などでも同様に精度管理が

必要である。しかし、日常業務ではコンパニオン

診断以外の免疫染色を行うことの方が圧倒的に

多く、免疫染色全体で精度管理が欠かせない。

コンパニオン診断のようにそれぞれの染色で個

別のコントロール標本をおくことは、実際の作業

負担が大きく、複雑化するため困難である。その

ため、multi-tissue control blockを作製し、全

ての染色標本にこのmulti-tissue control標本

を載せることで、染色性の不具合を日々の診断で

チェック可能になるため、お勧めしたい。

　図7は肺生検のTTF-1免疫染色標本である。診

断は非小細胞癌（扁平上皮癌）であった。診断時

にはまずmulti-tissue control標本（羊膜、扁桃、

小腸、大腸、肝臓、甲状腺、膵臓、肺、子宮、前立

腺、腎臓の各組織）をみて正しくTTF-1の免疫染

色が行われているか確認する必要がある。TTF-1
では正常肺のⅡ型肺胞上皮や甲状腺濾胞上皮の

核に陽性である。他の正常コントロールでは、膵

の腺房細胞や尿細管上皮の一部の細胞質に陽性

である。また、生検検体内の内部コントロールと

しても、Ⅱ型肺胞上皮への染まりを確認すること

ができる。本例はTTF-1陰性と判断したが、もし、

multi-t issue control標本や内部コントロール

組織がない場合、染色トラブルで検体が染まって

いない時には、偽陰性の可能性もあるため注意

が必要である。同時に行うp40の免疫染色では、

扁桃の扁平上皮基底層の核に陽性、肺では細気

管支上皮の核に陽性、前立腺の基底細胞に陽性

になるので必ず確認が必要である。

免 疫 染 色 に お け る 陰 性 対 照 試 薬 お よ び
精 度 管 理 用 コ ン ト ロ ー ル ス ラ イ ド の 重 要 性
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2.乳癌のHER2免疫染色

上： HE染色　中： 陰性対照試薬染色　下： ALK（D5F3）染色
3枚ともスライド左側にはTMAで作製した精度管理用のコント
ロール標本が載っている（上がALK陰性肺癌、下がALK陽性肺癌）。
スライド右側は患者検体（セルブロック標本）である。
評価時の手順としては、HE染色 → 陰性対照試薬染色 → ALK
染色の順に検鏡することが大切である。

上

中

下

スライドの左側には、上側にHER2陰性（スコア０）、
下側にHER 2陽性（スコア３）の精度管理用標本
（TMA）を載せている。スライド右側は乳癌組織で、
equivocal（スコア2）と判定した。

乳癌のHER2（4B5） 染色図4

ALK（D5F3）染色例
（胸水セルブロックで腺癌を認めた症例）

図3

　現在、非小細胞肺癌において、ALK融合遺伝

子陽性肺癌を検索するためALKの免疫染色（ク

ローンはD5F3や5A4）を行うことは一般的で、

2,700点の診療報酬が付与されている。国内では

外注だけではなく、院内で実施している施設も多

い。ロシュの“ベンタナ OptiView ALK（D5F3）”

の評価時には、まず陰性対照試薬（検出キットに

同封されておらず別売り）で染色された標本で、

検出試薬や検体組織に由来する非特異的な染色

を除外する必要がある（図1）。特に、A L K

（D5F3）免疫染色は、タイラマイドによる増感の

ため一般的に強く、濃く染色されるので、陽性像

がみられた場合は、どのような細胞に、どのよう

な強さで染色されているか、HE染色を見比べな

がら検討する必要がある。また、非特異的に強く

染色されていると判断される場合には、再染色と

同時に非特異反応の原因究明が必要である。

　次に検体の免疫染色標本を検鏡するが、肺癌

ALK陽性例（入手できない場合は虫垂（図2）や腸

管壁などのAuerbachの神経節細胞を有する組

織、あるいは神経節細胞を有する大脳灰白質組

織）などの、施設内で作製した陽性コントロール標

本の染色性を確認する。陽性対照組織が強陽性で

ある場合は、機械や試薬が正常に働いているため

問題ないが、陰性や弱陽性の場合は正しく染色が

行われていない可能性があるので、染色時に問題

がなかったか、再考しなければならない。また、

ALK（D5F3）では検体組織内のマクロファージ、腺

癌細胞、軟骨細胞などの組織やバックグラウンドに

軽微な陽性像などの非特異反応を示すことがあ

る。その時には、判定に先立って最初にみた陰性対

照試薬を用いた染色標本やALK陽性コントロール

標本と比較を行い、最終的な陽性判定は、陰性試

薬対照標本よりも強く、ALK陽性コントロール標本

に近い染色性を示す場合に陽性と判定することが

望ましい。特にALK陽性の精度管理用のコント

ロール標本は、毎回同じ組織を使用して染色するこ

とで、日差などの再現性を確認することができる。

　精度管理用のコントロール標本は、染色時の

Runごとに1枚たてるか、あるいは患者検体のプレ

パラート上に一緒に載せるなど、いくつかの方法が

考えられる。Runごとに1枚染色すればコントロー

ル切片が少なくてすむため業務の省力化やコスト

の削減が図られるが、検鏡時には煩雑になる。同

一標本上に載せれば患者検体と比較が容易にな

り判定しやすいが、コントロール切片が多く必要に

なり、作製や保存に限界を感じる。そのため、実際

の業務では、これらのメリットやデメリットをよく考

えて、自施設に合った精度管理用コントロール標本

の作製を行うべきである。さらに、陰性試薬対照

やコントロール標本と比較して検鏡する場合に、

Roche uPathなどの画像マネジメント・症例管理

アプリケーションソフトがあれば、マルチビューで

位置同期も簡単にでき、複数標本を画面上で並べ

て観察することができるため有用と考える。

　もう一つの体外診断薬であるニチレイの“ヒスト

ファイン ALK iAEPキット ヒストステイナー用

（5A4）”では、陰性対照試薬コントロールだけで

なく、5回分のALKコントロールスライド（陽性例と

陰性例）が包装されている。また、ALK（D5F3）と

判定法が異なり、陽性率が＞80%はスコア3（陽

性）、80%≧陽性率＞50%はスコア2（境界域）、

50%≧陽性率＞0%はスコア1（境界域）、陽性細

胞なしはスコア0（陰性）と判定し、スコア1と2で

はFISHの追加検討が望まれる。

　実際のALK（D5F3）免疫染色標本を提示す

る。胸水から遠心分離法により作製されたセル

ブロック標本で、腺癌（T T F -1陽性、p 4 0陰

性）の像がHE染色で認められる（図3上）。ま

ず、HE染色と見比べながら陰性対照試薬標本

をみるが、この症例では血漿成分やマクロ

ファージに弱～中等度程度の陽性反応が認め

られる（図3中）。次に実際の検体標本に載せ

たコントロール標本（TMAで作製したALK陽

性例と陰性例）をみて陽性例と陰性例が適切に

染色されているかを確認する（図3下）。この

時、問題があれば、再染色を行う必要がある。

問題がなければ検体の最終判断を行う。最終

判断では陰性対照試薬よりも強い染色のみを

陽性とすることが重要である。本例は明らかに

ALK陽性と判断できる。

　乳癌や胃癌のHER2免疫染色では、陽性／陰

性の判定を行う肺癌のALK免疫染色とは異な

り、染色の強度も問題になる。そのため、精度管

理用スライドとしては、各スコアの対象である陰

性（スコア0）、弱陽性（スコア1）、中等度陽性

（スコア2）、強陽性（スコア3）の各症例を4枚

同時に染色するのがベストである。すなわち、セ

ルラインコントロール標本を用いて、各スコアの

TMAが載ったスライドを同一ランで染色するの

が良い。メーカー毎にキット形態や同梱されてい

るコントロールスライドの内容は異なっている。

例えば、“ベンタナul t raViewパスウェーHER2
（4B5）”では、50テスト分の一次抗体が包装さ

れているが、陰性対照試薬やセルラインコント

ロール標本（スコア0,1,2,3）は別売りである。

“ダコHercepTest II”のキットでは、50テスト

分の一次抗体、陰性対照試薬および10回分の

セルラインコントロール標本（スコア0,1,3）が、

“BondポリマーシステムHER2テスト”では、

60テスト分の一次抗体、陰性対照試薬、15回分

のセルラインコントロール標本（スコア0,1,2,3）

がキットとして包装されている。しかし、キットに同

梱されている精度管理用の標本数には限りがあ

る。そこで、自施設独自のコントロール標本を作製

する必要がある。この時に陰性や強陽性の標本

は、染色時の影響を受けず再現性が高いためコン

トロール標本として問題ないと考える。しかし、弱

陽性あるいは中等度陽性の検体を用いた場合は、

熱処理などのちょっとした不具合の影響を受けや

すいため、適切に染色が行われたかを確認する良

い対照となる一方、切り込んで使用していくと染色

性がかわる可能性があるなどの点から、染色時の

異常か検体側由来の染色性のブレなのかを判断す

るのが難しいこともあり、コントロール標本として

は不向きである。そのため陰性例（スコア0）と強

陽性例（スコア3+）、あるいは強陽性例（スコア

3+）のみを利用している施設も多いと考える。私

達は強陽性例と陰性例のTMAを検体スライドに載

せて判定を行っている。

　実際の“ベンタナultraView パスウェーHER2
（4B5）”を用いた乳癌の標本である（図4）。TMA

で作製した精度管理用標本が正しく強陽性と陰性

に染色されている。この染色性を確認後に検体の

染色性を最終判断する。本例では広範囲に中等度

陽性反応がみられ、equivocal（スコア2）と判断し

た。F I S Hの追加検討が実施されたが、陽性

（HER2/CEP17比2.9で増幅あり）であった。

　PD-L1 免疫染色のコンパニオン診断では、転

移・再発トリプルネガティブ乳癌の PD-L1
（SP142）や進行・再発非小細胞肺癌の PD-L1
（22C3）が代表的である。PD-L1の判定には、腫

瘍組織 3 枚の連続切片（HE 染色、PD-L1染色、

陰性対照試薬の染色）による評価が必要である。

乳癌の PD-L1（SP142）の免疫染色では、添付文

書中の陰性対照試薬に関する記載において、一

次抗体の代わりに、陰性コントロール（ウサギモ

ノクローナル抗体）で免疫染色することにより、

一次抗体を除く構成試薬の非特異反応が確認で

きる、と書かれている。この時、いずれの細胞にも

強発現の陽性所見が認められないことを確認す

ることが大切で、少しでも強陽性の所見がある場

合は、非特異反応が生じていると考えられる。た

だし、この陰性対照試薬はキットに含まれていな

いため、別に購入しなければならない。

　次に、同一ラン内で精度管理用コントロール標

本を染色し、適切な染色結果が得られているか確

認する必要がある。それぞれの確認事項は ALK

免疫染色のところで述べたとおりである。精度管

理用コントロール標本はキットに含まれていないた

め、施設内で精度管理用コントロール標本を準備

し、検体の同一プレパラート内に載せることが望ま

しい。この時、既知の乳癌や肺癌の陽性例と陰性例

を載せるが、なければ扁桃組織でも代用可能であ

る。扁桃では胚中心に存在するマクロファージやリ

ンパ球、陰窩上皮が陽性になるが、表層上皮や濾胞

間域に存在する免疫細胞は陰性になるため、

SP142 の特異反応と非特異反応を確認すること

ができる。このように陰性対照試薬や精度管理用

コントロール標本の染色に問題がないことを確認

してはじめて、検体における PD-L1の発現率の測

定を行うことが可能になる。

　実際の転移・再発トリプルネガティブ乳癌の

PD-L1（SP142）免疫染色標本を提示する（図5）。

私たちはHE染色で腫瘍領域を油性ペンなどで取り

囲み、次に、PD-L1染色標本上にも腫瘍領域を同じ

範囲で書き移すようにしている。この腫瘍領域に存

在する腫瘍浸潤免疫細胞（リンパ球、マクロファー

ジ、樹状細胞、顆粒球）の割合を判定する。本例で

は腫瘍領域におけるPD-L1陽性の腫瘍浸潤免疫細

胞領域の割合が10%で、陽性（≧1%）と判定した。

　進行・再発非小細胞肺癌のコンパニオン診

断、あるいは再発・遠隔転移を有する頭頸部のコ

ンプリメンタリー診断薬である“P D -L1 IHC 

22C3 pharmDx「ダコ」”の免疫染色でも、3枚

の連続切片による未染色標本を作製し、それぞ

れHE染色、PD-L1免疫染色（施設内コントロー

ル標本も載せる）、キット内に同封されている陰

性対照試薬による染色標本を比較して判定する

必要がある。また、キットに同梱されているセル

ラインコントロール標本（PD-L1陽性と陰性）を

同一ラン内で染色し、精度管理を行うことも大

切である。このセルラインコントロールスライド

では、陽性セルラインの染色性が、70%以上の

細胞で細胞膜染色強度が2+（中等度陽性）以上

であれば問題ない。陰性セルラインでは、大部

分の細胞が染色されていないか、あるいは染色

されていてもその数が10個以下であれば問題な

い。陽性と陰性セルラインとも、染色強度1+

（弱陽性）未満の染色は非特異的染色として扱

う。具体的にはまずHE染色で腫瘍細胞の浸潤

細胞が100個以上あることを確認する。次に陰

性対照試薬コントロールでは、細胞膜などに非

特異的なバックグラウンド染色が存在するか否

かを確認する。問題なければ、施設で用意した

コントロール標本として検体の同一プレパラート

上に載せて染色した、扁桃組織、あるいは肺癌

陽性例や陰性例の組織における染色性を確認す

ることで、さらに厳重な精度管理が可能になる。

肺癌ではTPS（Tumor proportion score）が、

≧50%（高発現）、1～49%（低発現）、＜1%（陰

性）と判定する。頭頸部癌ではCPS（Combined 

posit ive score）を、≧20（陽性）、1～20（陽

性）、＜1（陰性）の3段階で判定する。

　実際の肺癌の PD-L1（22C3）の免疫染色標

本を提示する（図 6）。まずはキットに同梱のセル

ラインコントロール標本で、非特異反応がないか

確認する。HE 染色で癌の部分を確認後、陰性対

照試薬標本を確認する。この陰性対照試薬標本

3.乳癌や肺癌のPD-L1免疫染色

では、非特異反応による陽性がないか確認す

る。問題がなければ検体スライド内の陽性（TPS

が 90%と高発現例）と陰性（TPS0%の陰性例）、

扁桃組織の染色性（陰窩上皮は強陽性、胚中心で

はマクロファージが弱から中等度陽性）を確認す

る。特に問題がなければ検体の最終判定を行う。

本例の判定は、陰性（1% 未満）であった。

　今回はコンパニオン診断である肺癌のALK染

色、乳癌のHER2染色、乳癌のPD-L1（SP142）

染色や肺癌のPD-L1（22C3）染色を中心に述べ

てきた。実際には胃癌のHER2染色、頭頸部癌の

PD-L1（22C3）染色などでも同様に精度管理が

必要である。しかし、日常業務ではコンパニオン

診断以外の免疫染色を行うことの方が圧倒的に

多く、免疫染色全体で精度管理が欠かせない。

コンパニオン診断のようにそれぞれの染色で個

別のコントロール標本をおくことは、実際の作業

負担が大きく、複雑化するため困難である。その

ため、multi-tissue control blockを作製し、全

ての染色標本にこのmulti-tissue control標本

を載せることで、染色性の不具合を日々の診断で

チェック可能になるため、お勧めしたい。

　図7は肺生検のTTF-1免疫染色標本である。診

断は非小細胞癌（扁平上皮癌）であった。診断時

にはまずmulti-tissue control標本（羊膜、扁桃、

小腸、大腸、肝臓、甲状腺、膵臓、肺、子宮、前立

腺、腎臓の各組織）をみて正しくTTF-1の免疫染

色が行われているか確認する必要がある。TTF-1
では正常肺のⅡ型肺胞上皮や甲状腺濾胞上皮の

核に陽性である。他の正常コントロールでは、膵

の腺房細胞や尿細管上皮の一部の細胞質に陽性

である。また、生検検体内の内部コントロールと

しても、Ⅱ型肺胞上皮への染まりを確認すること

ができる。本例はTTF-1陰性と判断したが、もし、

multi-t issue control標本や内部コントロール

組織がない場合、染色トラブルで検体が染まって

いない時には、偽陰性の可能性もあるため注意

が必要である。同時に行うp40の免疫染色では、

扁桃の扁平上皮基底層の核に陽性、肺では細気

管支上皮の核に陽性、前立腺の基底細胞に陽性

になるので必ず確認が必要である。

免 疫 染 色 に お け る 陰 性 対 照 試 薬 お よ び
精 度 管 理 用 コ ン ト ロ ー ル ス ラ イ ド の 重 要 性
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ま と め

本例はTTF-1陰性と判断した。左側にはMulti-tissueコン
トロール標本が載せられており、肺のⅡ型肺胞上皮が陽性、
甲状腺濾胞上皮の核が陽性である。生検検体内では、内部
コントロールとしてⅡ型肺胞上皮が陽性である。

非角化型扁平上皮癌における
TTF-1の免疫染色例

図7

上： 陰性対照試薬染色　下： PD-L1（SP142）染色
スライドの左側には、精度管理用のコントロール標本（上から順に
扁桃組織、肺癌PD-L1陰性例、肺癌PD-L1陽性例）を載せている。
スライドの右側は乳癌組織で、腺癌部分は陽性（10%）と判定した。 
HE染色をみながら、陰性対照試薬染色 → PD-L1（SP142）染色
の順に検鏡することが大切である。

乳癌組織におけるPD-L1（SP142）染色例図5

上

下

上： 陰性対照試薬染色　下： PD-L1（22C3）染色
スライドの左側には、肺癌のPD-L1精度管理用のコントロール
標本（上から順に扁桃組織、肺癌PD-L1陰性例、 TPSが90%の
肺癌PD-L1高発現例）を載せている。スライド右側は肺生検組
織で、腺癌部分は陰性（0%）と判定した。陰性対照試薬染色 → 
PD-L1（22C3）染色の順に検鏡することが大切である。

肺生検組織（腺癌）の症例（2個）における
PD-L1（22C3）染色例

図6

扁桃

小腸 羊膜

肺生検 TTF-1 IHC

非角化型扁平上皮癌
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上

下

　現在、非小細胞肺癌において、ALK融合遺伝

子陽性肺癌を検索するためALKの免疫染色（ク

ローンはD5F3や5A4）を行うことは一般的で、

2,700点の診療報酬が付与されている。国内では

外注だけではなく、院内で実施している施設も多

い。ロシュの“ベンタナ OptiView ALK（D5F3）”

の評価時には、まず陰性対照試薬（検出キットに

同封されておらず別売り）で染色された標本で、

検出試薬や検体組織に由来する非特異的な染色

を除外する必要がある（図1）。特に、A L K

（D5F3）免疫染色は、タイラマイドによる増感の

ため一般的に強く、濃く染色されるので、陽性像

がみられた場合は、どのような細胞に、どのよう

な強さで染色されているか、HE染色を見比べな

がら検討する必要がある。また、非特異的に強く

染色されていると判断される場合には、再染色と

同時に非特異反応の原因究明が必要である。

　次に検体の免疫染色標本を検鏡するが、肺癌

ALK陽性例（入手できない場合は虫垂（図2）や腸

管壁などのAuerbachの神経節細胞を有する組

織、あるいは神経節細胞を有する大脳灰白質組

織）などの、施設内で作製した陽性コントロール標

本の染色性を確認する。陽性対照組織が強陽性で

ある場合は、機械や試薬が正常に働いているため

問題ないが、陰性や弱陽性の場合は正しく染色が

行われていない可能性があるので、染色時に問題

がなかったか、再考しなければならない。また、

ALK（D5F3）では検体組織内のマクロファージ、腺

癌細胞、軟骨細胞などの組織やバックグラウンドに

軽微な陽性像などの非特異反応を示すことがあ

る。その時には、判定に先立って最初にみた陰性対

照試薬を用いた染色標本やALK陽性コントロール

標本と比較を行い、最終的な陽性判定は、陰性試

薬対照標本よりも強く、ALK陽性コントロール標本

に近い染色性を示す場合に陽性と判定することが

望ましい。特にALK陽性の精度管理用のコント

ロール標本は、毎回同じ組織を使用して染色するこ

とで、日差などの再現性を確認することができる。

　精度管理用のコントロール標本は、染色時の

Runごとに1枚たてるか、あるいは患者検体のプレ

パラート上に一緒に載せるなど、いくつかの方法が

考えられる。Runごとに1枚染色すればコントロー

ル切片が少なくてすむため業務の省力化やコスト

の削減が図られるが、検鏡時には煩雑になる。同

一標本上に載せれば患者検体と比較が容易にな

り判定しやすいが、コントロール切片が多く必要に

なり、作製や保存に限界を感じる。そのため、実際

の業務では、これらのメリットやデメリットをよく考

えて、自施設に合った精度管理用コントロール標本

の作製を行うべきである。さらに、陰性試薬対照

やコントロール標本と比較して検鏡する場合に、

Roche uPathなどの画像マネジメント・症例管理

アプリケーションソフトがあれば、マルチビューで

位置同期も簡単にでき、複数標本を画面上で並べ

て観察することができるため有用と考える。

　もう一つの体外診断薬であるニチレイの“ヒスト

ファイン ALK iAEPキット ヒストステイナー用

（5A4）”では、陰性対照試薬コントロールだけで

なく、5回分のALKコントロールスライド（陽性例と

陰性例）が包装されている。また、ALK（D5F3）と

判定法が異なり、陽性率が＞80%はスコア3（陽

性）、80%≧陽性率＞50%はスコア2（境界域）、

50%≧陽性率＞0%はスコア1（境界域）、陽性細

胞なしはスコア0（陰性）と判定し、スコア1と2で

はFISHの追加検討が望まれる。

　実際のALK（D5F3）免疫染色標本を提示す

る。胸水から遠心分離法により作製されたセル

ブロック標本で、腺癌（T T F -1陽性、p 4 0陰

性）の像がHE染色で認められる（図3上）。ま

ず、HE染色と見比べながら陰性対照試薬標本

をみるが、この症例では血漿成分やマクロ

ファージに弱～中等度程度の陽性反応が認め

られる（図3中）。次に実際の検体標本に載せ

たコントロール標本（TMAで作製したALK陽

性例と陰性例）をみて陽性例と陰性例が適切に

染色されているかを確認する（図3下）。この

時、問題があれば、再染色を行う必要がある。

問題がなければ検体の最終判断を行う。最終

判断では陰性対照試薬よりも強い染色のみを

陽性とすることが重要である。本例は明らかに

ALK陽性と判断できる。

　乳癌や胃癌のHER2免疫染色では、陽性／陰

性の判定を行う肺癌のALK免疫染色とは異な

り、染色の強度も問題になる。そのため、精度管

理用スライドとしては、各スコアの対象である陰

性（スコア0）、弱陽性（スコア1）、中等度陽性

（スコア2）、強陽性（スコア3）の各症例を4枚

同時に染色するのがベストである。すなわち、セ

ルラインコントロール標本を用いて、各スコアの

TMAが載ったスライドを同一ランで染色するの

が良い。メーカー毎にキット形態や同梱されてい

るコントロールスライドの内容は異なっている。

例えば、“ベンタナul t raViewパスウェーHER2
（4B5）”では、50テスト分の一次抗体が包装さ

れているが、陰性対照試薬やセルラインコント

ロール標本（スコア0,1,2,3）は別売りである。

“ダコHercepTest II”のキットでは、50テスト

分の一次抗体、陰性対照試薬および10回分の

セルラインコントロール標本（スコア0,1,3）が、

“BondポリマーシステムHER2テスト”では、

60テスト分の一次抗体、陰性対照試薬、15回分

のセルラインコントロール標本（スコア0,1,2,3）

がキットとして包装されている。しかし、キットに同

梱されている精度管理用の標本数には限りがあ

る。そこで、自施設独自のコントロール標本を作製

する必要がある。この時に陰性や強陽性の標本

は、染色時の影響を受けず再現性が高いためコン

トロール標本として問題ないと考える。しかし、弱

陽性あるいは中等度陽性の検体を用いた場合は、

熱処理などのちょっとした不具合の影響を受けや

すいため、適切に染色が行われたかを確認する良

い対照となる一方、切り込んで使用していくと染色

性がかわる可能性があるなどの点から、染色時の

異常か検体側由来の染色性のブレなのかを判断す

るのが難しいこともあり、コントロール標本として

は不向きである。そのため陰性例（スコア0）と強

陽性例（スコア3+）、あるいは強陽性例（スコア

3+）のみを利用している施設も多いと考える。私

達は強陽性例と陰性例のTMAを検体スライドに載

せて判定を行っている。

　実際の“ベンタナultraView パスウェーHER2
（4B5）”を用いた乳癌の標本である（図4）。TMA

で作製した精度管理用標本が正しく強陽性と陰性

に染色されている。この染色性を確認後に検体の

染色性を最終判断する。本例では広範囲に中等度

陽性反応がみられ、equivocal（スコア2）と判断し

た。F I S Hの追加検討が実施されたが、陽性

（HER2/CEP17比2.9で増幅あり）であった。

　PD-L1 免疫染色のコンパニオン診断では、転

移・再発トリプルネガティブ乳癌の PD-L1
（SP142）や進行・再発非小細胞肺癌の PD-L1
（22C3）が代表的である。PD-L1の判定には、腫

瘍組織 3 枚の連続切片（HE 染色、PD-L1染色、

陰性対照試薬の染色）による評価が必要である。

乳癌の PD-L1（SP142）の免疫染色では、添付文

書中の陰性対照試薬に関する記載において、一

次抗体の代わりに、陰性コントロール（ウサギモ

ノクローナル抗体）で免疫染色することにより、

一次抗体を除く構成試薬の非特異反応が確認で

きる、と書かれている。この時、いずれの細胞にも

強発現の陽性所見が認められないことを確認す

ることが大切で、少しでも強陽性の所見がある場

合は、非特異反応が生じていると考えられる。た

だし、この陰性対照試薬はキットに含まれていな

いため、別に購入しなければならない。

　次に、同一ラン内で精度管理用コントロール標

本を染色し、適切な染色結果が得られているか確

認する必要がある。それぞれの確認事項は ALK

免疫染色のところで述べたとおりである。精度管

理用コントロール標本はキットに含まれていないた

め、施設内で精度管理用コントロール標本を準備

し、検体の同一プレパラート内に載せることが望ま

しい。この時、既知の乳癌や肺癌の陽性例と陰性例

を載せるが、なければ扁桃組織でも代用可能であ

る。扁桃では胚中心に存在するマクロファージやリ

ンパ球、陰窩上皮が陽性になるが、表層上皮や濾胞

間域に存在する免疫細胞は陰性になるため、

SP142 の特異反応と非特異反応を確認すること

ができる。このように陰性対照試薬や精度管理用

コントロール標本の染色に問題がないことを確認

してはじめて、検体における PD-L1の発現率の測

定を行うことが可能になる。

　実際の転移・再発トリプルネガティブ乳癌の

PD-L1（SP142）免疫染色標本を提示する（図5）。

私たちはHE染色で腫瘍領域を油性ペンなどで取り

囲み、次に、PD-L1染色標本上にも腫瘍領域を同じ

範囲で書き移すようにしている。この腫瘍領域に存

在する腫瘍浸潤免疫細胞（リンパ球、マクロファー

ジ、樹状細胞、顆粒球）の割合を判定する。本例で

は腫瘍領域におけるPD-L1陽性の腫瘍浸潤免疫細

胞領域の割合が10%で、陽性（≧1%）と判定した。

　進行・再発非小細胞肺癌のコンパニオン診

断、あるいは再発・遠隔転移を有する頭頸部のコ

ンプリメンタリー診断薬である“P D -L1 IHC 

22C3 pharmDx「ダコ」”の免疫染色でも、3枚

の連続切片による未染色標本を作製し、それぞ

れHE染色、PD-L1免疫染色（施設内コントロー

ル標本も載せる）、キット内に同封されている陰

性対照試薬による染色標本を比較して判定する

必要がある。また、キットに同梱されているセル

ラインコントロール標本（PD-L1陽性と陰性）を

同一ラン内で染色し、精度管理を行うことも大

切である。このセルラインコントロールスライド

では、陽性セルラインの染色性が、70%以上の

細胞で細胞膜染色強度が2+（中等度陽性）以上

であれば問題ない。陰性セルラインでは、大部

コンパニオン診断やコンプリメンタリー診断の免疫染色や通常の免疫染色の精度管理を行うた

めには、検体を採取する臨床医、免疫染色標本を作製する臨床検査技師、免疫染色を判定する

病理医が、日常的に情報交換や問題点の抽出を行い、検体の質や染色手順の見直し、機械の

適切な管理、判定法の標準化などに関して、継続的に精度管理していくことが重要と考える。

分の細胞が染色されていないか、あるいは染色

されていてもその数が10個以下であれば問題な

い。陽性と陰性セルラインとも、染色強度1+

（弱陽性）未満の染色は非特異的染色として扱

う。具体的にはまずHE染色で腫瘍細胞の浸潤

細胞が100個以上あることを確認する。次に陰

性対照試薬コントロールでは、細胞膜などに非

特異的なバックグラウンド染色が存在するか否

かを確認する。問題なければ、施設で用意した

コントロール標本として検体の同一プレパラート

上に載せて染色した、扁桃組織、あるいは肺癌

陽性例や陰性例の組織における染色性を確認す

ることで、さらに厳重な精度管理が可能になる。

肺癌ではTPS（Tumor proportion score）が、

≧50%（高発現）、1～49%（低発現）、＜1%（陰

性）と判定する。頭頸部癌ではCPS（Combined 

posit ive score）を、≧20（陽性）、1～20（陽

性）、＜1（陰性）の3段階で判定する。

　実際の肺癌の PD-L1（22C3）の免疫染色標

本を提示する（図 6）。まずはキットに同梱のセル

ラインコントロール標本で、非特異反応がないか

確認する。HE 染色で癌の部分を確認後、陰性対

照試薬標本を確認する。この陰性対照試薬標本

では、非特異反応による陽性がないか確認す

る。問題がなければ検体スライド内の陽性（TPS

が 90%と高発現例）と陰性（TPS0%の陰性例）、

扁桃組織の染色性（陰窩上皮は強陽性、胚中心で

はマクロファージが弱から中等度陽性）を確認す

る。特に問題がなければ検体の最終判定を行う。

本例の判定は、陰性（1% 未満）であった。

　今回はコンパニオン診断である肺癌のALK染

色、乳癌のHER2染色、乳癌のPD-L1（SP142）

染色や肺癌のPD-L1（22C3）染色を中心に述べ

てきた。実際には胃癌のHER2染色、頭頸部癌の

PD-L1（22C3）染色などでも同様に精度管理が

必要である。しかし、日常業務ではコンパニオン

診断以外の免疫染色を行うことの方が圧倒的に

多く、免疫染色全体で精度管理が欠かせない。

コンパニオン診断のようにそれぞれの染色で個

別のコントロール標本をおくことは、実際の作業

負担が大きく、複雑化するため困難である。その

ため、multi-tissue control blockを作製し、全

ての染色標本にこのmulti-tissue control標本

を載せることで、染色性の不具合を日々の診断で

チェック可能になるため、お勧めしたい。

　図7は肺生検のTTF-1免疫染色標本である。診

断は非小細胞癌（扁平上皮癌）であった。診断時

にはまずmulti-tissue control標本（羊膜、扁桃、

小腸、大腸、肝臓、甲状腺、膵臓、肺、子宮、前立

腺、腎臓の各組織）をみて正しくTTF-1の免疫染

色が行われているか確認する必要がある。TTF-1
では正常肺のⅡ型肺胞上皮や甲状腺濾胞上皮の

核に陽性である。他の正常コントロールでは、膵

の腺房細胞や尿細管上皮の一部の細胞質に陽性

である。また、生検検体内の内部コントロールと

しても、Ⅱ型肺胞上皮への染まりを確認すること

ができる。本例はTTF-1陰性と判断したが、もし、

multi-t issue control標本や内部コントロール

組織がない場合、染色トラブルで検体が染まって

いない時には、偽陰性の可能性もあるため注意

が必要である。同時に行うp40の免疫染色では、

扁桃の扁平上皮基底層の核に陽性、肺では細気

管支上皮の核に陽性、前立腺の基底細胞に陽性

になるので必ず確認が必要である。

免 疫 染 色 に お け る 陰 性 対 照 試 薬 お よ び
精 度 管 理 用 コ ン ト ロ ー ル ス ラ イ ド の 重 要 性

4.Multi-tissue control標本の有用性
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ま と め

本例はTTF-1陰性と判断した。左側にはMulti-tissueコン
トロール標本が載せられており、肺のⅡ型肺胞上皮が陽性、
甲状腺濾胞上皮の核が陽性である。生検検体内では、内部
コントロールとしてⅡ型肺胞上皮が陽性である。

非角化型扁平上皮癌における
TTF-1の免疫染色例

図7

上： 陰性対照試薬染色　下： PD-L1（SP142）染色
スライドの左側には、精度管理用のコントロール標本（上から順に
扁桃組織、肺癌PD-L1陰性例、肺癌PD-L1陽性例）を載せている。
スライドの右側は乳癌組織で、腺癌部分は陽性（10%）と判定した。 
HE染色をみながら、陰性対照試薬染色 → PD-L1（SP142）染色
の順に検鏡することが大切である。

乳癌組織におけるPD-L1（SP142）染色例図5

上

下

上： 陰性対照試薬染色　下： PD-L1（22C3）染色
スライドの左側には、肺癌のPD-L1精度管理用のコントロール
標本（上から順に扁桃組織、肺癌PD-L1陰性例、 TPSが90%の
肺癌PD-L1高発現例）を載せている。スライド右側は肺生検組
織で、腺癌部分は陰性（0%）と判定した。陰性対照試薬染色 → 
PD-L1（22C3）染色の順に検鏡することが大切である。

肺生検組織（腺癌）の症例（2個）における
PD-L1（22C3）染色例

図6

扁桃

小腸 羊膜

肺生検 TTF-1 IHC

非角化型扁平上皮癌

大腸

甲状腺
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前立腺

肝臓
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コントロール

上

下

　現在、非小細胞肺癌において、ALK融合遺伝

子陽性肺癌を検索するためALKの免疫染色（ク

ローンはD5F3や5A4）を行うことは一般的で、

2,700点の診療報酬が付与されている。国内では

外注だけではなく、院内で実施している施設も多

い。ロシュの“ベンタナ OptiView ALK（D5F3）”

の評価時には、まず陰性対照試薬（検出キットに

同封されておらず別売り）で染色された標本で、

検出試薬や検体組織に由来する非特異的な染色

を除外する必要がある（図1）。特に、A L K

（D5F3）免疫染色は、タイラマイドによる増感の

ため一般的に強く、濃く染色されるので、陽性像

がみられた場合は、どのような細胞に、どのよう

な強さで染色されているか、HE染色を見比べな

がら検討する必要がある。また、非特異的に強く

染色されていると判断される場合には、再染色と

同時に非特異反応の原因究明が必要である。

　次に検体の免疫染色標本を検鏡するが、肺癌

ALK陽性例（入手できない場合は虫垂（図2）や腸

管壁などのAuerbachの神経節細胞を有する組

織、あるいは神経節細胞を有する大脳灰白質組

織）などの、施設内で作製した陽性コントロール標

本の染色性を確認する。陽性対照組織が強陽性で

ある場合は、機械や試薬が正常に働いているため

問題ないが、陰性や弱陽性の場合は正しく染色が

行われていない可能性があるので、染色時に問題

がなかったか、再考しなければならない。また、

ALK（D5F3）では検体組織内のマクロファージ、腺

癌細胞、軟骨細胞などの組織やバックグラウンドに

軽微な陽性像などの非特異反応を示すことがあ

る。その時には、判定に先立って最初にみた陰性対

照試薬を用いた染色標本やALK陽性コントロール

標本と比較を行い、最終的な陽性判定は、陰性試

薬対照標本よりも強く、ALK陽性コントロール標本

に近い染色性を示す場合に陽性と判定することが

望ましい。特にALK陽性の精度管理用のコント

ロール標本は、毎回同じ組織を使用して染色するこ

とで、日差などの再現性を確認することができる。

　精度管理用のコントロール標本は、染色時の

Runごとに1枚たてるか、あるいは患者検体のプレ

パラート上に一緒に載せるなど、いくつかの方法が

考えられる。Runごとに1枚染色すればコントロー

ル切片が少なくてすむため業務の省力化やコスト

の削減が図られるが、検鏡時には煩雑になる。同

一標本上に載せれば患者検体と比較が容易にな

り判定しやすいが、コントロール切片が多く必要に

なり、作製や保存に限界を感じる。そのため、実際

の業務では、これらのメリットやデメリットをよく考

えて、自施設に合った精度管理用コントロール標本

の作製を行うべきである。さらに、陰性試薬対照

やコントロール標本と比較して検鏡する場合に、

Roche uPathなどの画像マネジメント・症例管理

アプリケーションソフトがあれば、マルチビューで

位置同期も簡単にでき、複数標本を画面上で並べ

て観察することができるため有用と考える。

　もう一つの体外診断薬であるニチレイの“ヒスト

ファイン ALK iAEPキット ヒストステイナー用

（5A4）”では、陰性対照試薬コントロールだけで

なく、5回分のALKコントロールスライド（陽性例と

陰性例）が包装されている。また、ALK（D5F3）と

判定法が異なり、陽性率が＞80%はスコア3（陽

性）、80%≧陽性率＞50%はスコア2（境界域）、

50%≧陽性率＞0%はスコア1（境界域）、陽性細

胞なしはスコア0（陰性）と判定し、スコア1と2で

はFISHの追加検討が望まれる。

　実際のALK（D5F3）免疫染色標本を提示す

る。胸水から遠心分離法により作製されたセル

ブロック標本で、腺癌（T T F -1陽性、p 4 0陰

性）の像がHE染色で認められる（図3上）。ま

ず、HE染色と見比べながら陰性対照試薬標本

をみるが、この症例では血漿成分やマクロ

ファージに弱～中等度程度の陽性反応が認め

られる（図3中）。次に実際の検体標本に載せ

たコントロール標本（TMAで作製したALK陽

性例と陰性例）をみて陽性例と陰性例が適切に

染色されているかを確認する（図3下）。この

時、問題があれば、再染色を行う必要がある。

問題がなければ検体の最終判断を行う。最終

判断では陰性対照試薬よりも強い染色のみを

陽性とすることが重要である。本例は明らかに

ALK陽性と判断できる。

　乳癌や胃癌のHER2免疫染色では、陽性／陰

性の判定を行う肺癌のALK免疫染色とは異な

り、染色の強度も問題になる。そのため、精度管

理用スライドとしては、各スコアの対象である陰

性（スコア0）、弱陽性（スコア1）、中等度陽性

（スコア2）、強陽性（スコア3）の各症例を4枚

同時に染色するのがベストである。すなわち、セ

ルラインコントロール標本を用いて、各スコアの

TMAが載ったスライドを同一ランで染色するの

が良い。メーカー毎にキット形態や同梱されてい

るコントロールスライドの内容は異なっている。

例えば、“ベンタナul t raViewパスウェーHER2
（4B5）”では、50テスト分の一次抗体が包装さ

れているが、陰性対照試薬やセルラインコント

ロール標本（スコア0,1,2,3）は別売りである。

“ダコHercepTest II”のキットでは、50テスト

分の一次抗体、陰性対照試薬および10回分の

セルラインコントロール標本（スコア0,1,3）が、

“BondポリマーシステムHER2テスト”では、

60テスト分の一次抗体、陰性対照試薬、15回分

のセルラインコントロール標本（スコア0,1,2,3）

がキットとして包装されている。しかし、キットに同

梱されている精度管理用の標本数には限りがあ

る。そこで、自施設独自のコントロール標本を作製

する必要がある。この時に陰性や強陽性の標本

は、染色時の影響を受けず再現性が高いためコン

トロール標本として問題ないと考える。しかし、弱

陽性あるいは中等度陽性の検体を用いた場合は、

熱処理などのちょっとした不具合の影響を受けや

すいため、適切に染色が行われたかを確認する良

い対照となる一方、切り込んで使用していくと染色

性がかわる可能性があるなどの点から、染色時の

異常か検体側由来の染色性のブレなのかを判断す

るのが難しいこともあり、コントロール標本として

は不向きである。そのため陰性例（スコア0）と強

陽性例（スコア3+）、あるいは強陽性例（スコア

3+）のみを利用している施設も多いと考える。私

達は強陽性例と陰性例のTMAを検体スライドに載

せて判定を行っている。

　実際の“ベンタナultraView パスウェーHER2
（4B5）”を用いた乳癌の標本である（図4）。TMA

で作製した精度管理用標本が正しく強陽性と陰性

に染色されている。この染色性を確認後に検体の

染色性を最終判断する。本例では広範囲に中等度

陽性反応がみられ、equivocal（スコア2）と判断し

た。F I S Hの追加検討が実施されたが、陽性

（HER2/CEP17比2.9で増幅あり）であった。

　PD-L1 免疫染色のコンパニオン診断では、転

移・再発トリプルネガティブ乳癌の PD-L1
（SP142）や進行・再発非小細胞肺癌の PD-L1
（22C3）が代表的である。PD-L1の判定には、腫

瘍組織 3 枚の連続切片（HE 染色、PD-L1染色、

陰性対照試薬の染色）による評価が必要である。

乳癌の PD-L1（SP142）の免疫染色では、添付文

書中の陰性対照試薬に関する記載において、一

次抗体の代わりに、陰性コントロール（ウサギモ

ノクローナル抗体）で免疫染色することにより、

一次抗体を除く構成試薬の非特異反応が確認で

きる、と書かれている。この時、いずれの細胞にも

強発現の陽性所見が認められないことを確認す

ることが大切で、少しでも強陽性の所見がある場

合は、非特異反応が生じていると考えられる。た

だし、この陰性対照試薬はキットに含まれていな

いため、別に購入しなければならない。

　次に、同一ラン内で精度管理用コントロール標

本を染色し、適切な染色結果が得られているか確

認する必要がある。それぞれの確認事項は ALK

免疫染色のところで述べたとおりである。精度管

理用コントロール標本はキットに含まれていないた

め、施設内で精度管理用コントロール標本を準備

し、検体の同一プレパラート内に載せることが望ま

しい。この時、既知の乳癌や肺癌の陽性例と陰性例

を載せるが、なければ扁桃組織でも代用可能であ

る。扁桃では胚中心に存在するマクロファージやリ

ンパ球、陰窩上皮が陽性になるが、表層上皮や濾胞

間域に存在する免疫細胞は陰性になるため、

SP142 の特異反応と非特異反応を確認すること

ができる。このように陰性対照試薬や精度管理用

コントロール標本の染色に問題がないことを確認

してはじめて、検体における PD-L1の発現率の測

定を行うことが可能になる。

　実際の転移・再発トリプルネガティブ乳癌の

PD-L1（SP142）免疫染色標本を提示する（図5）。

私たちはHE染色で腫瘍領域を油性ペンなどで取り

囲み、次に、PD-L1染色標本上にも腫瘍領域を同じ

範囲で書き移すようにしている。この腫瘍領域に存

在する腫瘍浸潤免疫細胞（リンパ球、マクロファー

ジ、樹状細胞、顆粒球）の割合を判定する。本例で

は腫瘍領域におけるPD-L1陽性の腫瘍浸潤免疫細

胞領域の割合が10%で、陽性（≧1%）と判定した。

　進行・再発非小細胞肺癌のコンパニオン診

断、あるいは再発・遠隔転移を有する頭頸部のコ

ンプリメンタリー診断薬である“P D -L1 IHC 

22C3 pharmDx「ダコ」”の免疫染色でも、3枚

の連続切片による未染色標本を作製し、それぞ

れHE染色、PD-L1免疫染色（施設内コントロー

ル標本も載せる）、キット内に同封されている陰

性対照試薬による染色標本を比較して判定する

必要がある。また、キットに同梱されているセル

ラインコントロール標本（PD-L1陽性と陰性）を

同一ラン内で染色し、精度管理を行うことも大

切である。このセルラインコントロールスライド

では、陽性セルラインの染色性が、70%以上の

細胞で細胞膜染色強度が2+（中等度陽性）以上

であれば問題ない。陰性セルラインでは、大部

コンパニオン診断やコンプリメンタリー診断の免疫染色や通常の免疫染色の精度管理を行うた

めには、検体を採取する臨床医、免疫染色標本を作製する臨床検査技師、免疫染色を判定する

病理医が、日常的に情報交換や問題点の抽出を行い、検体の質や染色手順の見直し、機械の

適切な管理、判定法の標準化などに関して、継続的に精度管理していくことが重要と考える。

分の細胞が染色されていないか、あるいは染色

されていてもその数が10個以下であれば問題な

い。陽性と陰性セルラインとも、染色強度1+

（弱陽性）未満の染色は非特異的染色として扱

う。具体的にはまずHE染色で腫瘍細胞の浸潤

細胞が100個以上あることを確認する。次に陰

性対照試薬コントロールでは、細胞膜などに非

特異的なバックグラウンド染色が存在するか否

かを確認する。問題なければ、施設で用意した

コントロール標本として検体の同一プレパラート

上に載せて染色した、扁桃組織、あるいは肺癌

陽性例や陰性例の組織における染色性を確認す

ることで、さらに厳重な精度管理が可能になる。

肺癌ではTPS（Tumor proportion score）が、

≧50%（高発現）、1～49%（低発現）、＜1%（陰

性）と判定する。頭頸部癌ではCPS（Combined 

posit ive score）を、≧20（陽性）、1～20（陽

性）、＜1（陰性）の3段階で判定する。

　実際の肺癌の PD-L1（22C3）の免疫染色標

本を提示する（図 6）。まずはキットに同梱のセル

ラインコントロール標本で、非特異反応がないか

確認する。HE 染色で癌の部分を確認後、陰性対

照試薬標本を確認する。この陰性対照試薬標本

では、非特異反応による陽性がないか確認す

る。問題がなければ検体スライド内の陽性（TPS

が 90%と高発現例）と陰性（TPS0%の陰性例）、

扁桃組織の染色性（陰窩上皮は強陽性、胚中心で

はマクロファージが弱から中等度陽性）を確認す

る。特に問題がなければ検体の最終判定を行う。

本例の判定は、陰性（1% 未満）であった。

　今回はコンパニオン診断である肺癌のALK染

色、乳癌のHER2染色、乳癌のPD-L1（SP142）

染色や肺癌のPD-L1（22C3）染色を中心に述べ

てきた。実際には胃癌のHER2染色、頭頸部癌の

PD-L1（22C3）染色などでも同様に精度管理が

必要である。しかし、日常業務ではコンパニオン

診断以外の免疫染色を行うことの方が圧倒的に

多く、免疫染色全体で精度管理が欠かせない。

コンパニオン診断のようにそれぞれの染色で個

別のコントロール標本をおくことは、実際の作業

負担が大きく、複雑化するため困難である。その

ため、multi-tissue control blockを作製し、全

ての染色標本にこのmulti-tissue control標本

を載せることで、染色性の不具合を日々の診断で

チェック可能になるため、お勧めしたい。

　図7は肺生検のTTF-1免疫染色標本である。診

断は非小細胞癌（扁平上皮癌）であった。診断時

にはまずmulti-tissue control標本（羊膜、扁桃、

小腸、大腸、肝臓、甲状腺、膵臓、肺、子宮、前立

腺、腎臓の各組織）をみて正しくTTF-1の免疫染

色が行われているか確認する必要がある。TTF-1
では正常肺のⅡ型肺胞上皮や甲状腺濾胞上皮の

核に陽性である。他の正常コントロールでは、膵

の腺房細胞や尿細管上皮の一部の細胞質に陽性

である。また、生検検体内の内部コントロールと

しても、Ⅱ型肺胞上皮への染まりを確認すること

ができる。本例はTTF-1陰性と判断したが、もし、

multi-t issue control標本や内部コントロール

組織がない場合、染色トラブルで検体が染まって

いない時には、偽陰性の可能性もあるため注意

が必要である。同時に行うp40の免疫染色では、

扁桃の扁平上皮基底層の核に陽性、肺では細気

管支上皮の核に陽性、前立腺の基底細胞に陽性

になるので必ず確認が必要である。

免 疫 染 色 に お け る 陰 性 対 照 試 薬 お よ び
精 度 管 理 用 コ ン ト ロ ー ル ス ラ イ ド の 重 要 性

4.Multi-tissue control標本の有用性
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