第3号（1963）

45−（348）

甲状腺癌の4剖検例
昭和38年6月12日受付

信州大学医学部；iL田外科教室

降旗力男
丹羽康平
僑州大学医学部病理学教室
丸山雄造
Four Autopsy Cases of Thyroid Carcinoma
Rikio Furihata and Yasuhei Niwa
Prof. Maruta's Surgical Clinic, Shinshu University

Yuzo Maruyama
Depart瑚eロt

of

Pathology，

Faculty

of

Medicine，

Shinshu

Uロiversity

く，基底部と癒着するリソパ節各1コを触れ，ま海右

緒

言

胸辮L突筋に沿い米粒大から認｝纐大までρ同撫

甲状腺癌は近年増加の傾向にあることは内外の研究
者①②により指摘されているが，甲釈腺癌による死亡
例は比較的少なく①，殊に病理解剖を行なつた症例は

極めて少ない④。

リソパ節数コを触れる。
胸部X線検査では，両側下肺野に粟粒大乃至米粒大
の播種様の硬い陰影が密集してみられ，・一一一部は互に癒

合している（図1）。

我々は1960年以来4例の甲状腺癌の剖検例を経験し

検査成績：赤血球405万，血色素90％，白血球5600，

たので，これら症例の臨床経過並びに剖検所見の概要

血沈1時間値tOmall，尿，奨には異常所見を認めない。

を報告する。

甲状腺機能検査では，PBI

6．4γノ認，

IUII摂取率

20・5a／oである。

症例

入院後の経過：1960年2月24日，甲状腺右葉及び頸

症例1．金森某，73才，女，公務鼠家族
臨床的事項

断は共に乳頭状腺癌であった。術後甲状腺末0．OS

家族歴：父が胃癌で死亡。

聴取され，胸部X線検査では肺転移は両肺全野に亘っ

訴：前頸部の腫脹。

て拡大し，境界不鮮明な互に癒合した小斑状乃至雲架

現病歴：1957年1月中旬発熱し，頸部の圧痛，窒息
感，曖声等があって，某医に前噸部の腫脹を指摘され

たe薬物治療によりこれら症状は漸次軽快し，前頸部

の腫膜もやs縮小したが，1957年2月丸田外科を訪
れ，同年3月4日入院した。当時PBI

eを

連日投与したが，1960年5月下旬顕より胸部にラ音が

既往歴：特記すべきことはない。
主

部リンパ節の試験切除を行なつたところ，その組織診

6．8γ／d6，血

沈は1時間値167mn，2時間値41minで，臨床的にはリー
デル氏甲状腺腫と診断されたが，試験切除による病理

状険影を無数認めるようになり（図2），

同年7月中

旬から次第に呼吸困難が高度となり，同年7月24日死

亡した。

剖検的琳項
外衷よりは甲状腺腫は明らかでなく，左右の側頸部
に数コずつ硬く唾大したリソパ節が触知される。甲状
腺は線維性に硬く縮小し，右葉は栂指頭大，左葉は小

組織学的検査の結果，乳頭状腺癌と診断された。1957

指頭大で周囲組織と固く癒着し，右葉上内方に蚕豆大

年5月6日よりX線照射約10，000γを行ない，腫瘤は

の禍色を帯びた正常甲状腺組織が残存する他は，金く

消失レた。

以後順調に経過していたが，1959年7月に

翌り再び左側頸部に腫瘤が現われ，同年10月頃より獲

声が増強して来たので，1960年2月再入院した。
入院時所見：体格小，栄養不良，全身状態に薯変は
ない。甲状腺腫は触知しないが，左顎下部に示指頭
九表面平滑で硬い可動性のリソパ節1コ，左胸鎖乳
突筋に沿い栂指頭大及び示指頭大で表面凹凸不整，硬

腫瘍組織により置換されている（図3）。
組織学的には乳頭状腺癌で，線維成分の密に増生し

た硬化生組織の中に，退縮した正常濾胞に混じて．大
小の簸胞性乳頭状の癌胞巣が散在している。コロイド
形成は全く欠除し，癌細胞には変性濃縮等が薯しく，
所々に砂粒腫小体が形成されてい

る（図4，5）。

転移は頸部リソパ節，肺，両側腎等に見られ，肺に
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は全葉にわたつて漂粒大より米粒大セ姪る大きさの
比較的均一な灰白色の硬い転移巣が撒布し，胸膜下に

胸部x徽査では・右肺rヨ部鵬指頭大の陰影耀
め，右鎖骨の胸骨に接する部分に骨転移と思われる不

まで及んで，肺表面は細願粒状を塁している。転移巣

規則な骨欠損豫を認める（図8⊃。

の肺内分布は概ね一様であるが，下方に向うほど僅か

検査成績：赤崩球35万・一血色素75％・白血球4600・

tcve強している。なお肺門部リ：／パ節にも数コの転移

血沈は1時間値18nvn，尿，糞に異常所見を認めない。

巣が認められるe両側腎における転移も肺に似て，被

入院後の経過；入院後も呼吸困難が持続したので，

膜下セ．粟粒大乃至米粒大の灰白色・j・結節が両側と轍
コずっみられる。

気管礪の予定でいた所・入院3日目（1961年5n22

日）突然窒息死した。

頸部リソパ節転移ば両側々頸部，鎖骨上窩を中心と

剖検的事項

して，大豆大より示指頭大に及ぶものが両側とも10数

前頸部の皮膚にはX線照封のため黒褐色の色素沈着

コずつみられ，周囲との癒着はなく，割面は灰白色

があり，甲状腺の両葉に一致して共に驚卵大の腫瘤を

で，不規則な玉葱様の模様がみられる。また左右腕頭

触れる。右葉の腫瘤は硬く，左葉の腫瘤は反対に軟か

静豚分岐部にも同様な性状の栂指頭大のリソバ節転移

く波動を示し，更に．その外側にも波動を示す小腫

が1コ静豚を取囲む様に発育しているが，縦隔洞のリ
ソバ節には転移は認められない。

瘤が1コ触れる。又これら両腫瘤の外側には幾っかめ
リソバ節腫脹がみられる。甲状腺組織は峡部より左葉

転移巣の組織陳は線維性間質の増生をあまり示さ
ず，肺胞，

下極にかけて僅かに残存するのみで，厚い線維性の組

I」．V・・僻の艇に沿つて，一層の立方上

皮が乳頭状に増生し，肺転移巣の一部に砂粒幅小体の

形成がみられる．また，これら乳頭状右髄の間に混
じ，Uロイドを充す濾胞構造の混在する部分もある

（図6，7）。

の一部より内髄充満するように鮪している・礁

では一般に嚢胞が小さいため，全体として硬く触れた

が，嫉の駐醜は鶏卵大にも達しているので・波動を

症例2．後藤某，72才，女，農業
臨床的事項

織に被われた甲状腺組織の内部e・vs・大小磯胞が多
数形成され，いずれも乳頭状の腫瘍組織が，その内壁

触れたものと解される。なお右葉の一部に小指頭大の
1

・

骨化巣が見られた（図9）。

家族歴：次兄が胃癌で死亡。

組織学的セこは定型的な嚢胞状乳頭状腺癌で，硝子化

既往ms

した線維性の嚢胞壁の内面に複雑な乳頭状構造をとる

：50才の時左湿性肋膜炎。

主訴：呼吸困難。

癌腫が発育し，表層を大型の円形核を持つe2

現病歴；約12年前（1949年頃），前噸部の腫脹と嘆
声に気付き，某病院で悪性甲状腺腫と診断され，X線
照射を受けた。1951年に至り再び前頸部に栂指頭大の

腫瘤があるのに気付いたが，障害がないま」に放置し

N

同大の

立力状の癌細胞が一層に並列している。乳頭状構築
を示す部では一般に間質に乏しいが，時に被膜に続い
て硝子化した梁状構造の発達を見る所もあり・一

ZZ石

灰の沈着を認め，少数ながら砂粒腫小体も散見され

ていた。1959年2月丸田外科を訪れ，当時甲状腺の両
葉に腫瘤が認められ，悪性甲状腺腫の診断のもとに放

る（図10・11）。
転移はリソパ節及び肺にあつて・左右側頸部より縦

射線治療を受けた。その結果藤の腫two：縮小した

隔洞一部肺門tlcかけ，リソ櫛が小豆大乃到

指頭

が，左葉の腫瘤は不変であつた。1961年2月頃より左

大・灰白色髄様に腫大し・頸部では甲状腺表面に癒着

葉の腫瘤は増大の傾向を示し，更に呼吸困難が現わ

して一一YAとなつている。肺では米粒大より大豆大の灰

れ，1961年5月18日再入院す。

白色髄様の小結節が全肺葉にわたり広く分布し・殊に

入院時所見：体格中等，栄獲やx不良，顔面はやx
苦悶状を呈す。胸部，腹部には著変をみない。前頸部

にはX線照射による黒禍色汚染性の色素沈着を認め

胸膜下に多くみられ・また下方に向うに従つて大型化
する傾向がある。

転移巣の組織像は概ね原発巣に似ているが，一般に

る。甲状腺の両葉にそれぞれ驚卵大の腫瘤を触れ，左

間質の増生が乏しく1乳頭状構造は繊細で・細胞はや

側には波動を認めるが，右側は硬く，衷面凹凸不整で

工背が高く，不揃いになり，時には空胞変性や，巨細

ある。両腫瘤とも基底部及び皮膚と癒着している。ま

胞等を形成し，また肺転移巣には各所に砂粒腫小体の

た左側の腫瘤に接し，その下方に鳩卵大の波動を伴う

形成がみられる（図12，13）。

腫瘤を触れ，更にその周囲に大豆大から鳩卵大のリソ
パ節腫脹数コを認める。喉頭鏡検査により声門の浮腫
が高度に認められる。

症例3・田中某，96才，女，農業
臨床的事項
象族歴：父及び次兄が胃癌で死亡。
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既往歴：5ユ才の時，某病院において子宮癌の根治手

術及び術後X線治療を受けた。

膚炎が増悪したので，これを一時中止し，皮膚炎の治

療を行なつた。1961年1月14日より再びテレコパルト

主訴；前頸部の腫瘤。

照射を行なつたが，同年1月下旬より放射線皮膚炎は

現病歴：1957年6月前頸部の腫脹に気付き某病院に
て手術をすxめられたが，患者は希望せず約15日聞の

X線照射により腫脹はや玉縮小したので，放置してい

た・

再び増悪し，発赤，疹痛が著明となつたので，同年
1月29日総線量4，

700

rにて照射を中止した。しかる

に同年2月初旬．左側頸部に潰瘍を生じ，次第に深

い，大きな潰瘍となつた。同年2月中旬再び血疾の喀

1959年2月頃より再び前頸部の腫脹は増大し，嘆声
が現われて来た。また時々両側の頸部より耳部にかけ

出をみるようになつたので，胸部X線検査を行なつて
みると，左側横隔膜は著しく挙上し，両肺野の癌転移

て鈍い放散痛があつた。1959年2月丸田外科を訪れ，

は，小豆大以下の散在する多数の陰影として認められ

試験切除によりリーデル氏甲状腺腫の診断を受けた。

た（図15）。1961年3月15日突然500ccに及ぶ大量の

しかし1960年1月初旬より嚥下困難及び軽度の呼吸困

輿出血が起つた。この出血は腫瘍の気管浸潤部よりの

難が現われ，某病院において再び7200

rのX線照射を

受けたが，軽快せず，丸田外科を再び訪れ，悪性甲状
腺腫の診断のもとに1960年5月10日入院した・入院後「
呼吸困難が強く，気管切開術を施行した。その際甲状

ものと考えられ，以来種々の治療により小康状態を保

つていたが，4月11日突然左側頸部より大出血が起
り，翌1961年4月12日死亡した。
剖検的事項

腺唖より試験切片をとり，病理組織学的検索を行なつ

前頸部は一様に硬く腫大し，皮膚はX線照射により

たが，甲状腺癌かリーデル氏甲状腺腫かの確診を得る

茶褐色を塁している。正中線上，下方には気管切開口

ことはでぎなかつた。患春の都合もあつて，気管切開

口を有するまX同年8月6日一旦退院したが，その後
再び右側頸部より右側頭部にかけ放散性の鈍痛が現わ

れたので，1960年9月27日再入院した。

があり，また左側頸部には鳩卵大の深い皮膚欠損がみ

られ，その一端には胸鎖乳突筋が見られる。甲状腺に
は線維成分に窟む硬化性の腫瘍組織が発育して皮下ま

で拡がり，甲状腺組織は全く消失し，その割面には不

入院時所見：体格中等，栄養状態やx不良，局所及
び胸部以外には著変を認めない。

規則に錯走する梁状の結合織索がみられ，新旧の出血
を伴って，多彩な色調を呈している。左葉上方の外表

前頸部には超手拳大の腫瘤を触れ，形は馬蹄型，硬

に続く組織崩壊部は出血性の壊死組織塊をいれ，その

く，表面平滑，境界不鮮明，底部及び皮膚と癒着して

内方は食道及び気管内へ穿通し，その辺縁より増生し

いる。皮慮はX線照射により黒褐色を呈し，腫瘤の直
下に気管切開口を認める。

頸部X線検査にて，左側頸部に第5及び第6頸椎の
高さに一致し，2×3C7n

た肉芽組織が気管内に葺状に発育し，上方は声帯部に
まで及んでいる（図16）。

の小判型の石灰化陰影を認め，

その直上にも不規則な石灰沈着をみる。

原発単は組織学的には異型性の強い濾胞状腺癌で，
癌細胞はX線照射のためもあつて，核は濃縮し，胞体

も空胞状に腫大して変性状態を呈し，核分裂像もな

胸部X線検査では右肺門部陰影はやs拡大し，左肺

く，二次的変化が著しい。線維性結合織内にはこれ等

には粟粒大から小豆大の散在する多数の陰影を認め

細胞よりなる中等大の胞巣が発育し，大部分充実性で

る。更に左横隔膜は3横指挙上し，上下運動は殆んど

あるが一部に濾胞状構築を残している。しかし，乳頭

みられない。これは左横隔膜神経麻痺によるものと考
えられる（図14）。

、

検査成積：赤血球400万，血色素95％，白皿L球4400，
血沈は1時間ma87imn

，尿に異常所見なく，奨には蝸虫卵

を認む。甲状腺機能検査ではPBI

9．8γ／d6，

状の構築や，硝子様の間質，砂粒腫小体の形成等はみ
られない（図17，18）。

BEI

6．0γ／46であった。

リンパ節の転移巣もVt

X

同様

の所見を示している。
臓器転移は肺のみで，全肺葉にわたり米粒大より小

豆大，或いは小指頭大の灰白色髄様の転移巣が分布し
ているが，下方或いは背面に向うに従つて転移形成は

入院後の経過：入院10日目頃より左側頸部の神経痛

多くなり，また大型化する傾向がみられる。たX

し肺

様疹痛が現われ，同時にシビレ感を伴う。また時々ll巳

転移には原発巣及び頸部リソパ節転移にみられる如き

疾を少量喀出する。甲状腺末1日量0．05チを連日投与

出血壊死像はなく，殊に左下葉下方には無数の転移が

して経過を観察したが，甲状腺の腫瘤は徐々に増大し

形成されて，殆んど気容量を失なつている。肺転移巣

たので，：

960G111月21日まり12月19日までテレコバル

トの照射（合計3，

SOO

r）を行なつたところ，放射線皮

は組織学的には所謂充実性腺癌陳を呈し，二次的変化
が少なく，肺胞の構築に沿って増生している（図19，

48−（351）
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20）。

り呼吸困難が高度となり・11月3日死亡した。

症例4．宮下某，64才，女，農業
臨床的事項

剖検的事項
前頭部には鶏卵大の腫瘤が隆起し，その右上方にも

家族歴，既往歴：特記すべきことはない。

索状の硬結により連なる驚卵大の腫瘤が触れる。これ

主

らは甲状腺の両葉に発生した腫瘍で，正常甲状腺組織

訴：右側頸部の腫瘤と癒痛。

現病歴：約30年前より前噸部に腫瘤のあるのに気付

は僅かに峡部より左葉の一部にかけて残存するのみ

いていたが，自覚症状が全くないまエに放匿してい

で，大部分は腫瘍組織によつて置換されている。各原

た。この腫瘤ははじめ弾性軟であったが，腫瘤が増大

するにつれ，鰍硬さも増して雑。1960年5肝旬

発巣の中心部は軟化崩壊しているが，その周闘は硬化

性の組織よりtsつている・右葉の原発巣の外側で｝題

この腫瘤の上端に更に栂指頭大の腫瘤が現われ，同年
6月頃より右側頸部の鈍痛と軽度の嚥下困難を訴える

瘍が被膜を越えて周闘組織へ連続性に拡がり，幾っか
の白色髄様のJ或いは軟化崩壊または出1僻こより鋤秀

ようになつた。悪性甲状腺腫の診断のもとに某病院に

色を呈する娘結節（リンパ節転移）を形成し1更にそ

おいてユ960年7月16日手術を受けた。その手術記録に

の周囲の側頸部より鎖骨上部にかけ10数コのリソパ節

よると腫瘤は小児頭大で，やx楕円形，前頸筋と高度

が転移性に腫大している。これらの割面は灰白色髄様

に癒着し，気管を左方に圧排し，省内頸静腺とも一部

で，いずれも中心部が軟化崩壊している（図23）。

癒着し，更にこの腫瘤の上端にリソバ節腫脹を認め

組織学的には多形性の著しい未分化細胞癌で，各々

た。右内頸静豚を切断し，癒藩を剥離し腫瘤の摘出を

の癌細胞は一般に大きな紡錘形を塁し・胞状の大型な

行なつた。術後の経過は順調であつたが，同年9月初

楕円形核を有し，Mitoseも所々に散見される。細胞

旬より再び右側頸部に神経痛様疹痛を伴なう唾瘤を認

は或いは束状に，或いは不規則に走り，間質との区別

めるようになつた。腫瘤は急激に増大して来たので，

の殆んどIU来ない一見肉腫様の所見を呈している。中

ユ960年9月28日丸田外科へ入院した。

心部は強く壊死に陥り，その周瑚ではとくに多形性が

入院時所見：体格中等，栄養比較的良好，全身状態

に著変をみない．右側頸部Vこ鶏り臥の1翻1・と示指

著しく，大小の巨細胞が多数に形成されている（図

24，25）・頸GgSリソ・噸の転移巣も同樹こ紡錘形細包

頭大の腫瘤2コを触れ，境界はいずれも比較的鮮明で

肉種に近い異型性の著しい未分化細胞癌の様相を星し

あるが，可動性はなく，砥く，圧痛が著明である。ま
たこれらの腫瘤より内側に鳩卵大と栂指頭大の腫瘤各

ている。

ユコを触れ，前者は硬く，後者は軟く，可動性で，圧

巣が形成され，下方に向うほど転移は多くなるが，他

臓雑転移は肺のみで，全葉にわたり広く無数の転移

痛が著明である。右側頸部より前頸部etblけ約15cmの

の3例と比較して一般に大ぎく討母指頭大から胡跳大

手術搬痕を認め，その一部よりJlit性の分泌液をみる。

胸部X線検査で両肺tとくに中及び下肺野に小豆大

を示し，帯赤褐色髄様で，形は球状，一部周囲との境

界が不明瞭となつて，肺炎様病巣にも似た外見を呈し

より碗豆大の境界や玉不鮮明な円型状の柔い散在性陰

影を認める（図2ユ「）。

．

検査成績：赤血球389万，、血色素82％、白血ew

ている。

その組織像はx線の影響授けていts
11，900，

血沈は1時間fti75nzm，尿，糞に異常所見はないb甲状
腺機能検査ではPBI

9．1γ／eeであるe

入院後の経過：10月3日（入院6日目）よりテレコ
バルb照射を開始したが，右側頸部の腫瘤は急速に増

b

wu係もあつ

て，原発巣とやL趣を異1こし，細胞は少Lく小型の立

方状を呈し。巨細胞は全くみられず，しばしば一層に
並んだ箭状乃至網状の配列を示し，その一部は濾胞状

構造を想わせるものがあり，上皮性々格が明らかに認
められる（図26，27）。

大し，同部の疹痛も激しく，右耳べの放散痛を伴うよ

うになつたv1960年10月初旬より耐tl胸部に湿性ラ音

考

按

を聴取し，咳も現われ，10月下旬には呼吸困難を伴う

甲状腺癌の剖検例は誠に少なく，武田④によれば，

ようになつた。当時の胸部X線像では肺転移は全肺に

悪性新生物の0．4％，Wegelin⑤によれば全解剖屍の

ひろがり，栂指頭大から胡桃大の円型状乃至結節状陰

1．03％であるといx，Mulligan⑥は男性の癌のo．3

影が多数，散在性に認められた（図22）。1960年10耳

％，女性の癌の0；4％にすきないと報告している。今

3日より10月29日までにテレコバルト4，800γを照射
したところ，同年16月末には腫瘤は一部軟化し，その

回我々が調査し得た本邦における甲状腺癌の剖検報告
は45例⑦一⑳である。これら剖検例中生前に甲状腺癌

発育は停止した如くであつたが，1960年11月1日に至

と断診されたものは45例中25例にすぎず，他の20例は

P
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剖検により，はじめて申状腺に原発する癌であると判

つて我々の症例では，原発巣と転移巣との組織像を直

明したものである・しかも，これら45例は殆んどすべ

ちに比較して論議することは出来ないが，症例1，2

てが手術不能例であつて，甲状腺に限局している間に

では原発巣並びに転移巣のいずれにも乳頭状構築が保

見出し得なかつたり・或いは10数年前から甲状腺腫に

存され，砂粒腫小体も認められ，しかも症例1の転移

気付いていながらも，転移を形成してから，はじめて

巣では，コロイドを保有する濾胞構造を形成する所も

受診した症例が大部分である・我々の4例中3例は初

みられ，また症例4においても原発巣は一見肉腫様の

診時すでに手術不能の状態であり，その1例は12年前

所見を示したにもかかわらず，肺転移巣では明らかに

より甲状腺腫に気付いていたものである。甲状腺癌の

上皮性々格を示していた。このようにいずれの症例に

早期診断・早期治療の困難さを改めて感じさせるもの

おいても転移巣は，むしろ異型度の低下を窺わせる所

がある。

見を示し，転移巣の方が原発巣よりも一一層未分化な像

甲状腺癌の転移は臨床的には・腺癌はリンパ行性

を示すという笹野⑰の主張する如き所見はみられなか

に，未分化癌は血行性に形成されやすいといわれてい

った。

，
なお甲状腺癌の臨床経過は，組織像によって著しく

る⑭⑳。本邦における剖検例の転移形成部位を調査し
てみると，40例中頸部リソパ節は21例，肺は22例，骨

異なり，腺癌とくに乳頭状腺癌の経過は一般に緩優

9例．腎8例，その他，心，脳，肝，膵，腸，副腎等

で，未分化癌の経過は迅速であるが㊥⑳⑩⑭⑫⑬，松

にもみられ，剖検例においては殆んど全身の臓器に転

岡⑯は乳頭状腺癌の臨床経過を緩慢なしめる困子の一

移が認められている。またCrabtree等⑳の轍例

つとして，癌類内における梁状乃蘇壁状の1顯増

でも24例申肺15例，気管10例，頸部」ンパ節5例，副

殖に注目し，この堤防状間質増藏が癌突質の発育増殖

腎5例，その他肝・心・腎・骨等に転移を羅めてい

を妨げる上に霜要な役割を演じていると述べている。

る。

我々の乳頭状腺癌の症例では，原発巣は放射線照射の

我々の剖検例では，いずれも肺に無数の散布性転移

N 影響にもよるであろうが，間質の増殖が著しく乳頭状

をみたが，同時に頸部リソパ節にも多数の転移を認め

腺癌の特性を示していた。また肺転移巣においては原

ているので，肺転移め発生機転については原発巣より

発巣ほど間質の増生が著明でないが，破壊的性格がよ

直接血行性に生ずる場合と，頸部リソパ節が次々と犯

わく，肺胞構造によりよく限局され，かつ臨床経過も

されて，癌細胞が静腺角より小循環系に入つて生ずる

きわめて緩慢であつた。しかし締過の速かな未分化癌

場合も考えられる。従つて我々の剖検例の場合には一

は腺癌の組織像と全く異なり，原発巣のみならず転移

概に原病巣より直接血行性に肺転移が形成されたとは

巣においても間質に乏しく，かつ破塵的性格が著明で

いエ得ない。これら肺転移巣の様相は組織像によつて
越きを異にし，腺癌の肺転移は灰白色髄様の比較的小

あった。すなわち甲状腺癌の臨床経過の長短は原発巣
のみならず，転移巣の組織学的構築によつても薯1イく

さい結節を全葉に亘つて形成し，X線像では粟粒結核

影響を受けるものと考えられる。

の如き所見を示すものが多いが，未分化癌は帯赤褐色

髄様の境界やX不鮮明な比較的大きい肺転移を形成

結

し，x線像では円型状の散在性陰景多を示していた。か

語

我々は甲状腺癌の4剖検例にっいて臨床経過の概要

Xる事実は臨床的には誠に興味のある問題であつて，

を述べるとともに，原発巣並びに転移巣の所見を報告

胸部X線像の解読上璽要な参考となるものであろう。

し，あわせて本邦における甲状腺癌剖検例の文献的考

次に原発巣と転移巣との組織像については，笹野
等⑰の経験では，原発単が分化型のものであつても，

察を行なつた。

転移巣の所見は未分化の像を示すことを常とし，両者
同一の組織像を示すことはむしろ稀であるという。ま

文

①Hern。
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