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要旨 

p53 の免疫組織化学的検討は、TP53 変異解析の代替検査として広く用いられ
ている。婦人科領域では卵巣・卵管・腹膜原発高異型度漿液性癌、子宮内膜漿液
性癌、HPV 非関連子宮頸部・外陰癌の鑑別に用いられる。特に TP53 変異内膜癌
は組織型横断的に予後不良であり、予後予測マーカーとして重要である。 

p53 の発現異常は、その大部分が DNA binding domain (DBD; AA94-300)の変異
に関連し、(1) missense mutation により 80%以上の腫瘍細胞核に強発現がみられ
る overexpression pattern、(2) 機能喪失変異  (nonsense, frameshift, and splicing 

mutations)により全腫瘍細胞において完全に発現が欠失する null pattern と、p53

蛋白の核内移行に関与する TP53 nuclear localization domain (NLD; AA300-325)の
変異で引き起こされる(3)有意な核発現異常を欠き、細胞質にびまん性の発現を
示す cytoplasmic pattern がある。しかし、cytoplasmic pattern の臨床病理学的意義
は明らかとなっていない。筆者らは cytoplasmic pattern の臨床病理学的意義と、
NLD だけでなく、NLD に隣接する tetramerization domain (TD; AA325-356)、nuclear 

exclusion sequence (NES; AA340-351)の変異が cytoplasmic pattern に関与するかを
明らかとすべく本研究を行なった。 

 

31 例の NLD/TD/NES に変異を有する骨盤高異型度漿液性腺癌と子宮内膜癌
を用いて p53 発現状態(Fig.1)と臨床病理学的所見の検討が行われ、TCGA データ
セット(卵巣高異型度漿液性癌 471 例)を用い、TP53 変異位置(NLD/TD/NES, or 

DBD)に基づく予後解析が行われた。 

4164 例の NGS 結果のうち TP53-pathogenic/likely pathogenic 変異を 1460 例
(35%)に認め、そのうち 156 例(10.7%)は NLD/TD/NES に変異を認めた(Fig.2A)。
このうち女性生殖器原発腫瘍は 33 例(21.1%)で、31 例が上皮性腫瘍であり、16

例(52%)が NLD、6 例(19%)が TD、9 例(29%)が NES に変異を認めた(Fig.2B)。確
認された変異は全て機能喪失変異であった。 

31 例の年齢中央値は 65 歳で、TP53 変異と関連するとされる組織型で占めら
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れていた (Fig.3)。進行癌(III/IV 期)が 27/31 例(87%)であった。細胞質での p53 の
発現を 27 例(87%)に認め、うち 5 例は overexpression pattern として分類された
(Fig3)。細胞質での発現強度、発現細胞率はさまざまで、核での発現の程度もさ
まざまであり、場合により wild type と誤判定する可能性がある(Fig.4-6)。なお、
null pattern で細胞質に発現を認める症例はみられなかった。また、NLD に変異
を有する症例は全例が cytoplasmic pattern であった(Fig.3)。 

TCGA データセットでは 471 例中 41 例(9%)が NLD/TD/NES に変異を認め
(Fig.2C)、DBD に変異を認める症例と NLD/TD/NES に変異を認める症例の予後
に差は認められなかった(Fig.7)。 

 

 

Take Home Message 

1. p53 cytoplasmic pattern の細胞質及び核の発現程度はさまざまであり、場合に
より wild type と誤判定されることがある。 

2. p53 cytoplasmic pattern の予後は overexpression/null pattern と同等であり、正
確な判定が求められる。 

 

 

 
Figure 1. Algorithm for interpreting p53 IHC. 

 

p53 の免疫組織化学的検討条件 
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p53 antibody, DO-7 (leica); linker, なし; Bond autostainer を使用 

異常発現のコントロールとして、overexpression pattern を呈する骨盤高異型度漿液性癌を用い
た。Wild type のコントロールには扁桃をい用い、リンパ球の 10~20%にさまざまな程度の核発
現がみられることを確認した。 
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Figure 2. Lollipop plot of location of TP53 mutations. 

 
P53 mutations in tumors of any origin and of any histotype, sequenced at UCSF in the study period (A). 

TP53 mutations in the NLD/TD/NES in the 31 pelvic and endometrial cancers in this study (B). TP53 

mutations in the NLD/TD/NES from 471 nonredundant HGSCs in TCGA ovarian cancer dataset (C). 

Black circle=nonsense, frameshift mutation; pink circle = splice site mutation; green circle = missense 

mutation; green box = transactivating domain; red box = DBD; purple box = TD. 

 

Figure 3. Tileplot of tumor type, p53 IHC, and location of TP53 mutations. 

 
The prevalence of the 3 different aberrant patterns of p53 IHC was significantly different between the 3 

different TP53 domains affecting nuclear localization. While the p53 cytoplasmic pattern was observed in 

all 3 of these domains, the p53 overexpression pattern was dominant in tumors with a mutation in the 

NES and p53 null pattern was dominant in those involving the TD. LOH indicates loss of heterozygosity; 

ND, not determined. 
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Figure 4. Spectrum of p53 cytoplasmic pattern staining. 

 

A spectrum of intensity of p53 

cytoplasmic pattern staining ranging 

from strong to weak (A–F) in tumors 

with confirmed TP53 mutation 

involving nuclear localization. In 

most cases, the staining involved > 

95% of the tumor. Importantly, all 

cases exhibited some degree of 

nuclear staining of variable intensity 

in anywhere from a few tumor cells 

(F) up to just below 80% of tumor 

cells (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Spectrum of p53 nuclear staining in p53 cytoplasmic pattern versus p53 overexpression 

pattern. 

 

Although all 4 of these tumors with 

TP53 mutation involving NLDs 

exhibit notable cytoplasmic staining 

and nuclear staining, the nuclear 

staining in (A) and (B) is neither 

uniformly strong nor present in > 

80% of tumor cells in contrast to 

(C) and (D). The overall 

classification of (A) and (B) is the 

p53 cytoplasmic pattern in contrast 

to (C) and (D) which represent the 

p53 overexpression pattern. 
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Figure 6. p53 cytoplasmic patterns that may be misinterpreted as p53 wild-type patterns. 

 

The focal presence of weak p53 

nuclear expression could be 

interpreted as the p53 wild-type 

pattern; however, the presence of 

cytoplasmic staining, albeit weak, 

indicates that is the p53 cytoplasmic 

pattern, an aberrant result (A, B). 

Both of the tumors harbored a TP53 

mutation in the domain affecting 

nuclear localization. 

 

 

Figure 7. TP53 mutation location and survival in TCGA ovarian cancer cohort. 

 

In TCGA cohort of ovarian HGSC, 

there was no survival difference 

detected between tumors harboring a 

TP53 mutation involving a domain 

affecting nuclear local- ization versus 

other domains (A). Nor was there a 

survival dif- ference when tumors with 

a mutation in the TD or NES domain 

tumors were separated from those with 

a mutation in the NLD versus all other 

mutation sites (B). 
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参考データ 

TCGA-PanCanAtlas colorectal adenocarcinoma での TP53 変異の分布 

TP53 変異 332 ヶ所中 NLD/TD/NES の変異 27 ヶ所 

 

 
 

Cosmic における colonic adenocarcinoma の TP53 pathogenic mutation の分布(build GRCh38) 

TP53 変異 1864 ヶ所中 NLD/TD/NES の変異 82 ヶ所 

 
 

DBD での変異の内訳        NLD/TD/NES での変異の内訳 
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Nagao K, Koshino A, Sugimura-Nagata A, et al, The Complete Loss of p53 Expression Uniquely Predicts 

Worse Prognosis in Colorectal Cancer. Int J Mol Sci. 2022;23:3252. 
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(p53 antibody, DO-7 (leica); linker, なし; Bond autostainer を使用) 

Köbel M, Piskorz AM, Lee S, et al. Optimized p53 immunohistochemistry is an 

accurate predictor of TP53 mutation in ovarian carcinoma. J Pathol Clin Res. 

2016;2:247-258. doi: 10.1002/cjp2.53. eCollection 2016 Oct.  
Figure 1. p53 scoring system and flow 

of samples through study. (a) p53 IHC 

scoring system: Normal or wild type 

pattern (WT) is characterized by 

variable staining intensity. Abnormal 

overexpression (OE) shows strongly 

intense staining in all tumour cell nuclei. 

Abnormal complete absence (CA) 

shows complete absence of expression 

within tumour cell nuclei. Note the 

variable intensity of nor- mal p53 

expression seen in fibroblasts and 

lymphocytes which act as an intrinsic 

control. Abnormal cytoplasmic staining 

(CY) shows diffuse cytoplasmic staining 

in the absence of strong nuclear staining. 

(b) Flow of samples through the study. 
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公的な精度管理機関における免疫組織化学的染色推奨プロトコール 

 

本邦：なし 

カナダ Canadian Immunohistochemistry Quality Control (cIQc)  

野生型を確認するために適切な外部コントロール(表皮基底での様々な程度の陽性細胞、表皮表
層での発現なし)を置くことを推奨。DAKO 標準プロトコールは染色が弱すぎるため、リンカー
を追加することを提言。 

北欧 Nordic immunohistochemical Quality Control (NordiQC) (おそらく de facto standard) 

外部コントロール(扁桃の胚中心 B 細胞の 20%以上が弱〜中等度の陽性像を確認する。⾍垂で
は陰窩基底部に弱〜中等度の核陽性細胞と管腔上皮の陰性像を確認する)を置くことを推奨。 

推奨プロトコールは下記の通り。 

DAKO DO-7 RTU では、DAKO 推奨プロトコルに加えて、リンカーが必要。 

Leica BOND III では Leica 推奨プロトコルのままで、リンカー不要。 

 
 


