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前編　Basedow病甲状腺腫
　甲状腺実質細胞の内分泌機能に関する光学顕微鏡に　　　併用するために，電顕用材料切除の隣接部を10％ホル

よる細胞学的研究は，電予顕微鏡像の解明により尚一　　　マリン閲定液で固定し通常組織標本を作つた。用いた

層発展をとげっつある。　　　　　　　　　　　　　　　症例は裏1に示す。

　従来の甲状腺に関する電顕的研究①は，然乍ら専ら

実験動物の甲状腺に限られ，薬物投与により甲状腺機　　　　　　　電顕像の所見

能に変化を起したものに就き，正常像との比較考察②　　　BasedQW病甲状腺爽質細胞は．正常甲状腺のそれ

③が多いのに反し，入の甲状腺病的状態に関ナる電顕．　に比し一般に細胞の丈が高い事は光学顕微鏡所見と

的研究は案外すくない（Garnier④，入江⑤）。　　　　　同様である（Fig．13，15）。’以下B甲状腺濾胞上皮細

　人の甲状腺疾患の中，本編においては特にBaSe一　　胞常顕像を正～智細胞と比較検討しっつ分析してみよ

dow病甲状腺腫の電顕像について，正常人甲状腺陳　　　う。

と対比しつつ，細胞の基本構造を観察してみた。　　　　　　A　核　（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核は一般に円形，楕円形を呈し，胞体内中央よりや

　　　　材料及び方法　　　　　　　　　　　　　　　xi籔底側に爲して存在することが多い（Fig・15）。核

　Basedow病患者の手術に際し，甲状腺血管結紮前　　　の形と胞体の輸廓との間に1ま，別に定まつた関連性は

に素早く組織小片を切除し固定したため，甲状腺組織　　認められないが・大きな濾胞を囲む上皮細胞の場合に

が蒙る人工的影響は殆んど除く事が出来た。採取した　　　おいては・細胞体の桶平化につれて核も楕円形となり

組織小片は直にPalade固定液（1．0％のオスミゥム　　横位をとるに至る。正常細胞の場合では概して緬平で

酸をVeronal緩衝液によりPH　7．4セこせるもの）で　　あり従つて核も亦楕円形のものが比較的多い（Fig．

2～3時間固定后，脱水包埋した。包埋剤としては　　　6・8）。

皿ethyl－methacrylateとnbutyl－methacrylate　　　核対糸田胞質の大きさの比率は略一定で，大きさ及び

を3：7の割に配した混合物を用いた。電顕は日立　　形の一定した核は整然と配列している（Fig・13、15）。

HU－9型を使用した。尚又光学顕微鏡による検索を　．以上の所見は光学顕微鏡所見と全く岡一である。
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　借，核質は明瞭な核膜で境され，微細頼粒状物質が　　　比して低いし，又その大ぎさも蓬に小さく，核に対す

均等に充満しているが核膜内側縁ではこれ等の核質は　　　る核小体の大きさの比率も小さい。紐状，網状の毬状

や工密集し，電子密度が高い。死后変化といわれる核　　　凝集形成物一所謂Nucleolonemaは殆んど認めら

質頼粒の融解像ぱ全く認められない。尚，光学顕微鏡　　　れない。

像においては上皮細胞核に種々の明暗の叢が認められ　　　　以上の核に関する電顕像所見は症例，乃至は組織像

る例があつたが，電顕疎では殆んど差異は認められ　　が異つても，殆んど同様である。

ず，いずれも同様の電子密度を示し，正常甲状腺のぞ　　　　B　細胞質

れと似た分布状態であつた（Fig、9，13，18）。　　　　　　糸粒体（Mit・ch・ndria）の形は桿状，楕円形，円

　核膜の表面は平滑で，二重膜構造が明らかに認めら　　　形等種々のものが混在し，胞体内に不規則に散在し，

れる「Fig・9，13，ユ5，18）。癌細胞にみられる如き　　局在，偏在性を示さない。但しBased。w病の場合は

不規則な核膜の蛇行は全くみられない。　　　　　　　　正常甲状腺細胞に比し，その数は著しく増加し，且つ

　核小体は核の辺縁部に位置するtとが多く，域は核　　　大小不同が目立つが概して大型で，幅も広いのが特徴

膜に接して存在し，一般に電子密度の高い微細顯粒の　　である。

纂合塊の様にみえ，周闘の核質頼粒との境界は余り明　　　　糸粒体の限界膜に二重膜構造が明瞭で，Cris七ae

瞭ではない（Fig．ユ4，15，］8）。　　　　　　　　　　　mitochondrialesは糸粒体の長軸に対して薩角に，

　核小体の数は1個が：普通であるが，時に2個を算え　　　規則正しい横縞状並列を示す。それらの間には電子密

ることがある。核小体の発現頻度は甲状腺癌の場合に　・　度の低い均等な基質が存在する　（Fig・9，10，ユ2，13，
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15，V18）。極く稀に糸粒体が軍軸状配列を示すものが　　　際比較的長く太く電子密度も高い（Fig・9）。

あつた。正常甲状腺細胞においても限界膜，dristae　　　Struma　diffusa　c。110ides　macrofollicularis

の所見は明瞭且つ整然たる配列を示す（Fig．5）。　　　　nonproliferansの場合は之に反してMvは短く細

　Endoplasmic　reticulum（ER）の所見はBase一　　く，数も少い。

dow病において最も特徴ある像を呈する。即ちER　　　細胞基底部嵌入現象：上皮細胞基底部においては，

は糸粒体（M）と共に細胞質の殆んど全領域にひろが　　　細胞膜が不規則地図状に陥没轡入し複雑な曲線を描く

り，．他の甲状腺細胞と明らかな差異を示す。　　　　　　が，基底膜の一部もこの細胞膜に伴われて細胞内部に

　並行に走る2枚の膜で蔽われ，細管状構造をとる　　　陥入している（Fig・ユ6）。

ERは正常甲状腺細胞に多数認められるのに反し，　　　この様なBasal　info！dingは正常甲状腺でも認め

Basedow病の際には，この様な管状のERは少なく，　　られるが，　Based。w病の場合程著明ではない（Fig・

球状を塁するERが著しく増加し，且っ又それらの多　　　5，7）。

くは拡張し，楕円形，嚢状乃至は不規則な多房状を呈　　　　脂肪頼粒（FG）：類円形，均等物質で極めて電子

する。之等のERの量は正常甲状腺細胞に比し遙に多　　　密度が高い。1乃至数個散在性に自由表面に近い細胞

量である。管状ERの表而には規則正しくPalade穎　　　質内に存在する（Fig．9）。然し全く存在しない場合『

粒が付着配列している（粗面小胞体）が，拡張，嚢状　　　もあり，その発現頻度は左程高いものではない（甲状

ERの内の一部はP．願粒が減少或は消失し所謂滑颪小　　　腺夢苗の場合は殆んど脂肪願粒は現われない一盾編参

胞体（Smooth　surfaced　variety　Qf　endoplasmic　　照）。

reticulum）を呈するものも見受けられる。この拡張　　　　粗大顯粒（LG）：びまん性均等内容は電子密度が

せるERの内容は飛子密度の低い均等微細穎粒状構造　　　高く，膜様構造で包闘され，円形の大きな穎粒で，自

を示すが，濾胞腔内コPtイドの性状とよく似た所見　　　由衷面に近く細胞質内に1～3個散在し，或は相互に

を呈する（Fig．1Q、14，16，18）。又糸粒体（M）が　　　融着する（Fig．9）。脂肪顯粒程電子密度は高くな

ERの膜にとりかこまれ，恰も嵌入している様な籐が　　いeこの粗大穎粒は所調コロイド小滴で，その発現頻

時々みられ両者聞に密接な関係のある事が推定隅来　　　度は比較的高いが，Golgi体或はERとの関係は明ら

る（Fig．14，16，18）。　　　　　　．　　　　　　　　かではない。又病理組織像の上からも有意の差は認め

　Golgi体は核と濾胞腔との間において，核に近接し　　　られない。勿論正常甲状腺の場合にも明らかに認めら

た細胞質内に認められるが，Basedow病の場合Go1一　　れる（Fig．7，8）o

gi　vesicleの数的増加は著しいが，　G・体内にコPイ　　　　基質：細胞質内における上述の各種有形成分の間に

ドの出現を証明する事は出来なかつた（Fig・9・15・　　　拡がる微細頼粒状物質が藻質を形成している。

17）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慕底膜（BM）：轄底膜は21女の膜からなりその間

　Microvilli（Mv）はBasedow病の揚合特徴のあ　　　に電子密度の低い無構造物質が幅の広い帯状をなして

る変化を起す。即ち本症におけるMvの長さ（0・11μ　　狭まれている。この基底膜は既述の如く，上皮細胞基

・」1・16μ）・太さ・数量は正常例は勿論他の甲状腺疾患　　部においては細胞膜に件つて細胞質内セこ鱒入する。又

群に比し圧倒的である。個々のMvの形，大きさは　　　塞底膜に接せる毛細血管内皮細胞間には明らかに小孔

まちまちであるが，細胞自由表面から恰も海藻の繁茂　　　が認められる（Fig．14，16）。　　　　　　　’

する如く盛にコロイド腔内に突出している。Mvの　　　　細胞接合面：細胞相互の接触境界面を調べてみる

内容は細胞質と連続し，細胞質と同一の構造をとる。　　　と，濾胞腔に近く，2枚の細胞膜を狭んで両側から翼

Mvは通常桿状：を呈するが，先端が分岐し，或は中開　　　状，稜状の鷹子密度の高い所謂Terminal　bar（TB）

部で屈曲し，その先が亜鈴様膨隆を示すもの等もあ　　　が形成されている（Figl　IP，13～15）。

る（Fig．9，10，13，ユ4）。　　　　　　　　　　　　　　これは正常甲状腺でも認められる（Fig．5）が，一

　尚又ER，　M等を含んだ細胞質の一部が濾胞腔内に　　般に細胞接触部セこおいては電子密度の低い細隙をはさ

費状，乳噛状に突出し，時にはこれら突起物全体が胞　　　んで相接し，所々細胞膜の突出と陥凹が組合わされ，

体から遊離．しつつある所見に接する事もある（Fig．　　所謂工nterdigitationの像を呈する（Fi，g．17）。細胞

11，12）。之等の例は病理組織学的1こはいずれもStrU一　　膜闇の細隙は大体一定の1隔で走つているが，中途で不

ma　diffusa　colloides　basedowificataに属し，光　 正多角形，楕円形乃釜は管状に拡張している（Fig．　　卜

学顕微鏡像においても既に認めちれる所見であり，甲　　14．17）。　この現歎は正常及び他の甲状腺疾患にも存

状腺機能の署しい尤進を物語つているQMvも亦この　　　在するが，　Basedow病の際最も著しく，又騰々認め



36－（210）　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌第12巻
られた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物実験のそれと併行している。結局ERは甲状腺コロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　イド分泌乃至再吸収と深い関連性をもっている事は明

　　　　　総括及び考按　　　　　　　　　　　　　　らかであるが，更にER機構の解析，並びにERとM
　Based。w病甲状腺睡の病理組織像は単一なもので　　　との関連性⑨について総論的，各論的に追究する事が

はなく，又薬物投与によつて著しい変化が現われる。　　　将来の課題であろう。

無処置の場合はWtirl｛le－de　la　Campの分類によれ　　　Golgi体は矢張Basedow病の際より一暦明瞭な

ば，Strurna　diffusa　parenchymatosa　basedo一　　存在となるが，コロイド願粒形成との関係は明らかに

wianaが比較的多く，薬剤投与后ではStruma　diff一　　する事が出来なかつた。甲状腺機能尤進症の際G．体

usa　colloides　macrofollicularis　proliferans及び　　　の増大は光学顕微鏡的に既に昔から認められている事

non－proliferansが多くなるといわれている⑥⑦。　　　実⑫⑬であり，細胞機能と密接な関連をもつ事が推定

　著者の使用したB，病甲状腺腫材料は表ユの如く大　　　される。

部分Mercaptoimidazo1（1－methy1－2－mercapto－　　　Microvilli（Mv）を動物甲状腺において電顕下に

irnidazole）の単独投与であり，一部Lugol液，　　　精しく観察したのはMonr。e⑩であるが・矢張機能と

Methylthiouraci1等を投与した例である。　M－zolは　　共に消長する原形質小突起である。　Basedow病の場

甲状腺機能を抑制し，TSH分泌も抑制するがBase一　　合，著者の観察によればMvの発生密度，大きさ，形

dow病甲状腺は尚依然として機能尤進状態にある事　　　等は略機能充進程度と併行し，病理組織像から読み取

が多い⑥。電顕像からも明らかにその事実を裏書き　　　られる機能状熊を衰現しているが，M▽遊離し・又甚

出来た。以下B，病電顕像を正常像と比較対照しつつ　　　だしい場合には細胞体の一部が分離するi現象は，従来

要約してみると次の如くである。　　　　　　　　　　　　いわれているアポクリソ分泌形式に属するものであ

核及び核小体は殆んど正常に近い。変化の主座は細胞　　　る④⑤。

質に在る。虹に光学顕微鏡所見から窺える糸粒体の増　　　　次に細胞膜，基底膜の細胞基部における嵌入現象も

大は電顕像により確実に裏付ける事が出来る。Gar－　　Basedow病の際特に特徴ある所見でありMvの増殖

nier④，入江⑤等は電顕により大きな多形性に富むM　　　ど相並んで濾胞細胞内分泌物異動と深い関係のある事

を認め，藤田⑨は家鶏甲状腺機能充進症においてMの　　　を物語つている。入江⑤によればBasedow病甲状腺

増大傾向，糸緯体櫛の配列の乱れをみているが，薯渚　　　喫質細胞間に細胞間［隙が存在し，濾胞腔内コロイドは

の得た所見においては，Mの数増加が最も特徴的であ　　　この間隙を通つて濾胞外に出る可能性があるとしてお

り，他の甲状腺疾患の何れをも凌駕する点を強調した　　　り，又狩野⑫は光学顕微鏡により，細胞閻細管をコPt

い。勿論個々のMの大きさは長さ，幅共に増大してい　　　イドが通過する像を観察しているが，著者も同様の細

るし糸粒体櫛の数も増加しているが，櫛の配列は整然　　　胞閲隙を電顕像で確認する事が出来海。但し彼等のい

且っ明瞭で癌細胞のそれとは全く趣を異にしている　　　う如くコロイドが実際この中を通過している像には接

（后編参照）。甲状腺細胞機能の充進1象として糸粒体の　　する事が出来なかった。

この変化は最も重要なものと考えられる。糸粒体と略

同様の態度を示すものはER（小胞体）である。　Ba－一　　　　　　　結　　論

sedo‘藍a甲状腺実質細胞質はこれ等両者の増殖によ　　　　Basedow病甲状腺新鮮材料10例について電子顕微

つて充満しているといつても過言ではない。ERの内　　　鏡的に研究した結果，実質細胞の細胞学的特微は次の

’容は濾醗。。イドと肌電子離を持ち前灘瀦　如くであり議能購像を明らか闘わしている事が

の前階程物質と考えられるが，B，病の際ERが時に　　　分った。

嚢状拡張を起しているのも機能充進を物語る特徴とい　　　（1）濾胞上皮細胞は立方乃至は円柱状のものが多

えよう。且機能充進の場舎は，粗面小胞体に比し滑面　　　く，一般に丈が高い。

小胞体の数が増加している事実は従来の報告に一致　　　　（2）　糸粒体は著しく増加し・而も大型のものが多

し，甲状腺のみならず他の腺細胞一般に通ずる現象と　　いが，櫛は規則正しく配列されている。

考えられる⑩D。　　　　　　　　　　　　　　　　（3）End。plasmic　reticulumはよく発達し，

　甲状腺機能の充進，低下は種々の実験等処催により　　数も著明に増加し，拡張して球状，嚢状乃至多房状を

容易に起させる事が可能であるから，tれら病的状態　　　呈するものが多く，それらの内容物は濾胞腔内コPイ

における電子顕微鏡傑から甲状腺内分泌機構を追求し　　　ドと全様の電子密度をもつ。

た業績は甚だ多いが，著看の得た結果も大体それら動　　　　（4）Go！gi体は明瞭かっ増大している。
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　（5）Microvil1iは長さ，幅共に増大し，密集し　　　　（6）細胞膜及基底膜の細胞基部における嵌入痩入

ており，5Lrw胞質の表層の一一一部が離断崩壊しっりある　　　が著明である。

像も発見された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）濾胞上皮細胞間に間隙が明に認められる。

後編　　良性甲状腺腫と甲状腺癌

　人体良性甲状腺腫と甲状腺癌につき細胞学的性格の　　　的明らかで全体として毬状をとる（Fig，26，28，31）。

差異を電顕像の上から比較検討してみた。　　　　　　　その大きさは正常甲状腺細胞より概して大きいが癌細

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胞程ではなく，その発現頻度も癌細胞程高くはない。

　　　　材料と方法　　　　　　　　　　　　 コPイド腺腫及び濾胞状腺腫の一一一部の細胞には，正常

　前編同様の方法で得た良性甲状腺腫10例及び甲状腺　　　細胞核小体と同じく，Nucleolonemaの認められな

癌13例を研究材料に選んだ。又各々につき通常パラフ　　　いただ頼粒状の電子密慶の高い塊を呈するものもあ

イソ切片による病理組織像と比較対比させた。　　　　　　る（Fig．30）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　細胞質
　　　　電顕像の所見　　　　　　　　　　　　　　　　　糸粒体（M）の形は桿状，円形，楕円形，ひようた

　　　（1）良性甲状腺腫　　　　　　　　　　、　　ん形等種々のものがみられるが，円形，楕円形が比較．

　各症例の病理組織学的診断は表2に示されている。　　　的多い。又その数は細胞によりまちまちであるが，

者々病理組織像はFig．2t～24の如くである。　　　　　Basedow病の際の如く多数充満した細胞は見当らず，

　　A　核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むしろ正常細胞と略同程度である。即ち，散在性に配

　一般に類円形で大きさ，形は略同一で整然とした配　　布される場合が多く，管状腺腫では少数，乳頭状腺腫

列をとり・痛理組織際による差異は認められない。核　　　では数を増し，大型のものが発見される事が稀ではな

の大きさは一般に大きく，細胞質に対する核の大きさ　　　い。

の比率は，正常甲状腺実質細胞に比し大きい。然し　　　甲状腺腫の場合は概してMの限界膜二璽構造は割

癌細胞程大きくはない。核膜は明瞭で，核内部は細顯　　　に明瞭であり，櫛は規則正しい横縞状配列を明らか

粒状物質がぴまん性均等に充満している。特に核膜内　　　に示す。時に円形のMにおいて車輌状配列をみる事

側近くにおいてその密度は増強しているものが多い　　　もある（Fig．25，28，29，34）。

（Fig・25～34）。核質穎粒の死后融解は起っていない。　　　ER（EndoPlasmic　reticulum）：ERの量も亦症

核膜はコロイド腺唾，濾胞状腺腫，乳頭状腺腫におい　　　例により多少の差が大きい。然しBasedow病の如き

ては何れも平滑で，二重膜構造も比較的明らかである　　多量の存在は全く認められず，正常細胞と大養はな

（Fig．27～34）。　これらの場合核の所見は略々正常甲　　　い。管状腺腫の場合には細管状であり，其他の腺腫の

状腺細胞と同様であるが，管状腺腫（F三g，21）の場合　　　場釦こはや』嚢状拡張したものが多い。これらERに

ではや慮を異lcし，核膜は平滑なものの他に不規則　は常にP・1・d・顯粒が噛し，所調粗i　1，」・n包体を形成

波状を呈するものもある（Fig．25，26）。　　　　　　　している。　NこのPa工adc願紋とよく似た頼粒が細胞

　然し，後述の癌細胞にみられる如き深い切れ込みは　　　質内に多数撒布されている。

存在しない。　　　　　　　　　　　　　　　Golgi体：核と自由表面との問の細胞質内に核に近

　核小体は核中心より硝々遍在し，核質より電子密度　　　接して認められるが（Fig．33）一般に発育は悪く胞状

が高いので明瞭に認められ，Nucleolonemaが比1資　　構造に乏しく，又発現頻度も低く，　Basedow病や甲

電顕像観察に当り，病理組織像⑳を参考としたがその分類は次表によつた。

　Foilicular　adenQma　　　　　　　　Differentiated　carcinoma

　　　embryonal　a。　　　　　　　　　　follicular　c，　　　J
　　　fetal　　　　　　a．　　　　　　　　　　　　　　　papillary　　c．

　　　simple　　　a．　　　　　　　　Undifferentiated　c。

　　　colloid　　　　a，’　　　　　　　　　　　　slnall　cell　c，

　　　Httrthel　ce11　a．　　　　　　　　　giant　cell　c．

　Papillary　adenoma　　　　　　　（modified　frgm　Hare（2r）））

　Unclassified
　（according　to　Meissner（24））
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．表2．　　　良性甲状腺腫
症　　　例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

草　　間

手　　塚

春　　日

和　　沢

関　　川

笠　　原

和　　田

大　　口

竹　　原

松　　沢

年
令

50

43

43

53

37

40

50

51

58

61

性
別

♂

9

♀

δ

♀

♀

？

9

♀

9

病悩
期間

1月

1年

2月

4年

5月

3月

10年

30年

10日

5月

症状

なし

「’

〃

tt

局　　所　　々　　見 検　査　成　績 病理組織像

右下極，超鶏卵大，弾性硬，　血L沈　19～28　fetal　adenoma

表酬臨癒着H　君鈷謂躍（・・b・1・・）

左下極，鶏卵大，弾性軟，表

面平滑，境界鮮明

左下極，鳩卵大，弾性硬，衷

面平滑，境界鮮明

右下極，クルミ大，弾性硬，

表面平滑，可動性㈲

　　左下極，栂指頭大，硬，表面
”　やx凹凸不整，癒着（一）

’ノ

tl

”

〃

〃

左下極，栂指頭大，弾性硬，

表面平滑，癒蒲←）

左下匝，鶏卵大，弾性硬，表

面平滑，癒着｛→

左右下極，鳩卵大，弾性硬，

表面平滑，癒着←）

右下極，鳩卵大，硬，表而平

滑，癒着8

右下極，栂指頭大，硬，表面

平滑，癒着←｝

PBI　7．5γ／認

PBI　3・4γ／（昭

PBI　4・2γ／d6

血　沈　5～14
PBI　3．8γ／de

1131U．　R．26．6％

IfiL　沈　　35　tN・r　57

PBI　7．2γ／認
工tSlU．R．ユ6。1％

PBI　5．8γ／46
1t8tu．R．13。3％

」重［L　沈　 玉2～20
PB工　7．3γ／d6
P31U，　R．20．9％

follicular

　　　　adenoma

tt

〃

macrofo王licular

colloid　adonoma

tt

”

”

tt

papillary

　　　　adenoma

状腺癌と対照的である。　　　　　　　　　　　　　　　のものが認められた（Fin：31，32）に過ぎない。

　Microvilli（Mv）：病理組織像と硝関連性をもち，　　　　分泌穎粒：電子密度の高い円形均質の脂肪願粒と思

管状腺腫，濾胞状腺腫，乳頭状腺踵では一般にその発　　　われるものが時々認められるが（Fig・25・28，29・

育は甚だ悪い。例えば1個の細胞に0・15－0．2μ程の　　30），又それより硝飛子密度の低い，限界膜セこ囲まれ

長さのものが3～4個しか存在しない事も稀ではな　　　た粗大願粒が見られた細胞もある（Fig．31）。

い（Fig．27）。之に反して，コPtイド腺腫の場合では　　　慕底膜（BM）：2枚の膜に狭まれた帯状基質には

Mvの長さが増し，沢1⊥1密生している細胞もあり，略　　　時に細線維様構造が現2っれる（Fig・30，3ユ，32）。

々正常甲状腺と同程度或は梢々高度の発育状態を示す　　　　細胞接合面：略正常甲状腺細胞と同様の所見を呈

（Fig．31）。勿論Basedow病の際の如き高度の発育　　　し，　Terminal　barの形成，細胞間細隙及びその走

は存任しない。Mvの内容は何れも細胞質の微細構造　　　行途中における局部的拡張，　Interdigitation等はlifi

と全一で連続している。　　　　　　　　　　　　　　　編において既に述べた。

　基底部嵌入；細胞基部において基底膜に接Lた細胞　　　　　　　小　　括

膜が細胞質内に陥入している像には膿々遭遇するが管　　　　良性甲状腺腫の電顕的細胞構造は症例により，又同

状腺腫，濾胞状腺腫及び乳頭状腺腫では何れもほんの　　一症例においても細胞によりまちまちの事が多く一律

僅かの程度に起っているに過ぎず（Fig。25，26，27，　　にゆかないが，共通所見としては，正常甲状腺細胞に

29），　コロイド腺腫では稀に正常甲状腺細胞と同程度　　　比し核は一般に大きくNucleolonema’が明瞭であ



第2号（1963）　　　　　　　　　　　　　　　　　39－（213）
る。糸粒体の形は大小不同が目立つが櫛の配列状態は　　　ち，核膜ににた限界膜に包まれた小胞状構造が発見さ

整然としている。Golgi体の発育は比較的悪いδ各腺　　　れる（Fig・39，43，45）。死后変化としての核質顯粒

腫にっいて特徴的と思われる所見をあげて見ると，管　　　の融解廉はすべての症例を通じて認められなかつた。

状腺腫においては核膜がや職動を示レ糸粒体の数　　B細胞質
は少なく，ERは細管状を呈するものが大部分を占め　　　　糸粒体（M）：乳頭状腺癌のMは大部分円形を呈し，

る。濾胞状甲状腺種においては核膜走行は平滑で，糸　　一部のMは細胞自由表而に集合している事もある。M

粒体は管状腺腫より梢多数で，ERは細管状のものの　　　の数はBasedow病程ではないが・比較的増加し・そ

他に，少しく拡張したものが混じている。Mvの発達　　　の多くは腫大膨化を起している。限界面の二重構造は

は極めて悪い。コPtイド腺腫ではこれに反しMvの発　　不鮮明で，櫛は殆んど消失し・限界膜縁にごく僅かそ

達が目立ち他の腺腫とは異る。糸粒体の数も割に多　　　の残存が附着しているものをみるに過ぎない（Fig・

く，ERは拡張せるものが多くや工増加の傾向があ　　　38～40）。濾胞状腺癌の場合も大体同様であるがMの

る。又基底部嵌入現象の著明なものも認められる。乳　　数は少い（Fig．42）。これに反し未分化癌の場合では

頭状腺腫では核膜は平滑で，糸粒体の発育が目立ち，　　Mは小さくその数も前2春よりも少い・

ERも拡張したものが多い。　Mvもコロイド腺腫程で　　　その形は円形，楕円形・桿状等を呈し，櫛は大部分

はないが割に良く発達している。即ち電顕像の上から　　消失しているが、割に整然と残存しているものもあっ

細胞機能を勘案してみると，管状腺腫濾胞状腺腫の分　　　た（Fig．44，45）。

泌機能は殆んど静止状態に近く，之に反し，コロイド　　　　ER：一般にその数量は他甲状腺疾患に比し少なく

腺腫，乳頭状腺腫においては相当の分泌機能の存在を　　　発育も悪いが明らかに粗面小胞体の形をとる。核の変

読み取る事が出来た。　　　　　　　　　　　　　　　　形が強い揚会．ERの発育は更に不良となる（Fig．

　　　（if　）甲状腺癌　　　　　　　　　　　38，44）。　ERは概して小さく細い管状構造をとる。

　表3の如く乳頭状癌10例，濾胞状腺癌2例，未分化　　　又ER表面に付着したPalade顎粒と同様の願粒は細

癌1例について観察を行つた。乳頭状癌及び濾胞状腺　　　胞質内に広く散在する。

癌においては癌細胞はほk・円柱形を呈し時に立方型　　　　Golgi体：核に近くG・体の存在が明瞭で・特に

で，上皮様配列をとつて互に密に接しているが，前者　　　vesicle及びvacuole形成がはつきり認められ，その

の方が后者に比し接藩状態は粗で其間にMvがよく発　　　数も増加している。　G・体の発現頻度は高い（Fig・

育している（Fig・40）。一方未分化癌細胞は散在性で，　　41）。但L核変形の強い場合には不明瞭の事が多い

互に接蒼する傾向はみられず，その形は立方状を呈す　　　（Fig・38・44）・

る（Fig，44，45）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Microvilli：乳頭状腺癌細胞におけるMvの発育程

　　A　核　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　度は略正常の場合と同一で（Fig・38）あるが・相隣

　核の細胞質に対する大きさの比は大きく殊に未分化　　　接する細胞間接合面が粗で間隙を生じ，両側対応せる

癌において著しい事は光学顕微鏡像と同様である。　　　細胞表面より長いMvが互に密生して突繊し恰もBa一

　核膜は甚だ不規則な波動蛇行状光行を示し，鋭く深　　　sedow病の際のMvを想起せしめる（Fig・40）。

い切れ込みを生じているものが少くない　（Fig．38～　　　濾胞状腺癌においては細胞の自由表面のMvの所見

40，42，44）。更に又恰も光学顕微鏡にて認められ　　　は乳頭状腺癌同様であるが，隣接細胞は留着してお

る多形分葉核白血球核の如く核の不規則な分葉，分　　　tr　tこの部にMvは認められない（Fig．42，43）。

岐や離断（？）を暴するものが多い。然し乍ら核膜の　　　　未分化癌では短い種々の太さのMvが少数明らかに

二重構造は前編に述べたと同様比較的明瞭である。尚　　　誌められる（Fig・44，45。）

病理組織像による差異は電顕像では殆んど認められな　　　基底部嵌入：甲状腺癌Q場合は．どの症例にも全く

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起っていない封￥は正常甲状腺乃至コPtイド腺腫細胞と

　核小体は核の辺縁部に近く現われ，既述の諸甲状腺　　異る特徴と考えられる。

疾患の如何なる場合よりも大きく発現頻度も高い。核・　　分泌穎粒：脂肪穎粒，粗大願粒は甲状腺癌の場合は

小体は電子密度の高い綱状，紐状構造を示しNucleo－一　　稀に発見されるに過ぎない（Fig・38，40，42）。

lonemaが明瞭である。従つて核質とは明らかに区別　　　　董底膜：どの種類の甲状腺癌においても基底凪典の形

出来る（Fig．39，45）。　　　　　，　　　　　　　　成は悪く不明瞭で，無構造な薩線的に走る帯状物とし

　核質は一般に他の甲状腺病変の際の所見と大差はな　　　てのみ認められる事もあるが（Fig・39，42，43），未

いが・屡々核内に，細胞基質に似た明るい内容をも　　分化癌では特にその存在がはつきりしなくなる。
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表3．　　甲，状腺癌
症　　　例

11

ユ2

］3

14

15

16

17

18

ユ9

20

21

22

23

降旗（と）

立　　津

牛　　丸

林

宮　　崎

両　　角

征矢野

増　　田

布　　施

窪　　寺

小　　林

降旗（要）

太　　旧

年
令

14

32

性
別

♀

9

38　9

47

51

53

57

58

58

68

25

♀

♀

6

9

δ

9

病悩　　　症　　状期間

1月

2月

4年

10年

1月

3年

6年

4月

3月

な　　し

〃

曖　　声

腫瘍が最近

急速に増大

な　　し

最近急速に

増大，曖声

な　　し

〃

曖　　声

9　5月

♀　3月　　な　　し

67　6

53　♀

6月

2月

　局　所　　々　見

左上極，栂指頭大，硬，表

面平滑，癒着㈲

右下極，鳩卵大，硬，表面

凹凸不整，癒着（＋）

左下極，驚卵大，硬，表面

平滑，癒着c＋）

左葉5×7crn，4．5×4㎝の
ひようたん形，騨性軟，底
部硬，蓑面平滑，癒着（卦）

左下極，鳩卵大，硬，表面

凹凸不整

左葉，超鳶卵大．硬，表面

やx不整，癒着㈲

左葉，鶏卵大及び鳩卵大の
2個，硬，表面平滑，境界
鮮明

右下極，超鶏卵大，硬，蓑

面凹凸不整，癒着㈲

左下極，栂指頭大，硬，表

〒而平滑，可動性（＋）

　　　　　右下極，栂指頭大，．硬，表
哩　声　面平滑，境界不魚棚

榎声，軽度

の呼吸困難

な　　し

左下極，栂指頭大，硬，表
面凹凸不整，境界鮮明，癒
蒲〔→一）

左下鳳ひようたん形，鶏
卵大，硬表面凹凸不整，癒
着（－1－）

奉下極，鶏卵大，硬，凹凸

不数，癒着（十）

検　査　成　績

血　沈　2～5
PBI　2．6γ／de

血沈13～28
PBI　5．0γ／d彫
1131U．　R．24，1％

PBI　3，9γ／d6
11s1U．R．13，0％

血沈コ～29
PBI　3．9γ／de

PBI　5．3γ／de

血　　沈　　87～112

113tu．R．15．0％

」血．沈　10　一　21

PBI　5．7γ／〔16

」血　 シ七　　9（ノ16

PBI　7．2γ／d6
113LU．R，25．3％

1血L　　沈　　40～67

血沈　25（・50

病理組織像

papillary

　　carcmoma

’ノ

〃

〃

tt

〃

”

tt

〃

〃

」直L沈　 2N　5　follicular
PBI　4・3r／de・　carci。。ma
工13tu．R．27．5％

」血　沈　31　N　66

11alU．R，13．0％

〃

anaplastic

　　carclnoma

　細胞接合面：乳頭状腺癌及び濾胞状腺癌に於ける　　　lonema構造が明らかに認められるe糸粒体は踵大膨

TBは発達が悪く，又細胞間隙の作る拡張脛の大きさ　　化し，櫛構造は大部分消失し，又粗面小体の発育は不

も小さい（Fig．38，42）。然しInterdlgitationは　　　良である。　Golgi体は比較的明らかで大きく発現率も

割に明瞭である。未分化癌ではこれらの存在は全く認　　　高い。基底部嵌入像は殆んど起らない等の点である。

められない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又病理組織像との対比所見に関しては，乳頭状腺癌

　　　　小　　括　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び濾胞状腺癌においてはMvの発達が明瞭で殊に前

　甲状腺癌細胞電顕像の特徴として挙げられる所見の　　　者では細胞間において極めて良く発達している事は注

主なるものは，核膜の波動蛇行分葉等が著しく，不規　　　目すべき現象である。未分化癌においては殆んど総て

則な輪廓をとり，核小体は大きく，中にNucleO一　　の細胞小器官の発達発育は不良である。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　られたに過ぎず他の場合には欠如していた。

　　　　　考按　・　　　　　基底膜に関しては良性腺腫では明らかであるが癌腫

　癌細胞の篭顕像に関しては各臓器組織の人癌や動物　　　の場合には破壊消失し，新生基底膜とも考えられるべ

実験癌について沢山の報告があるが，核膜の波動，蛇　　　き構造物を認める事が出来た。この所見は従来の病理

行，載切等⑭⑯⑯は電要所見の一っと考えられ著者も　　組織学的所見と対比して注目すべきものと思う。

同様の所見を甲状腺癌において認める事が出来た。之　　　　隣接細胞間の小間隙も良性腺腫では異常はないが・

に反し良性甲状腺腫の場合には核膜は平滑で対照的で　　　甲状腺癌では小さく叉TBの形成も不良で稀に認めら

ある。癌細胞の核小体は一般に著しく大ぎくなり，発　　　れるに過ぎない。

現頻度も高いといわれているが，これも甲状腺癌の場　　　以上の所見を総括して考えてみると，癌細胞は強力

合同じく適用される事実で，Nucleolonemaが特に　　　な核分裂能を示しているにかかわらず，甲状腺細胞と

はつきりその構造を現わす⑰⑱。但し彼の如き核小体　　　しての分泌機能の著しい障害を示している。Mt，　ER

所見は，一般に蛋白，核酸合成の充進している細胞に　　　の変性や崩壊像は分泌頼粒形成に直接関係あるMtや

常に観察される所であり⑲⑳，癌細胞の旺盛な分裂増　　　ERが何等かの原因によって脆弱となつた事を示して

殖の形態的表現に過ぎずt癌細胞特異のものと考える　　　いる。種々の実験的条件下に現われる之等細胞小器官

事は出来ない。従つて良性甲状腺種の場合にも亦出現　　　の変動を追究する事は，癌細胞本態究開の一つの方向

する事がある。但しその発現率は癌細胞に於て最も高　　と考えられる。尚Golgi体の態度は癌細胞に於て他

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の細胞小羅官と異つた方向態度を示すが，これは本体

　細胞質所見の中先ず挙げなければならないのは糸粒　　　が従来考えられている如く分泌機構に関連あるものと

体の変化である。癌細胞においてはMt　t：　一一般に数が　　　いうよう寧ろ核分裂に関係のある事を物語つているも

減少し，而も大小不同が目立ち，腫大膨化し，櫛は消　　のではあるまいか。

失する⑳⑫といわれているが，甲状腺癌の場合も同　　　次に乳頭状腺癌と乳頭状腺腫の病理組織学的診断は

様である。尚著者の観察した良性甲状腺腫症例におい　　従来困難な場合が多いとされている⑳が，電顕像によ

てはMtの数量はまちまちであつたが大体正常甲状腺　　　ると両者の鑑別は明らかに可能である。即ち乳頭状腺

のそれに近似し，而も櫛配列状態も整然としている。　　腫の場合は核膜平滑，乳頭状腺癌の場合は不規則波

良性甲状腺腫の甲状腺としての機能程度は症例により　　動，載切が認められ，其他の細胞小器官所見の明らか

種々の段階が想定される故，その電像にも可成幅のあ　　　な差異により鑑別診断は容易であり，将来電顕像が光

る事は当然と考えられよう。　　　　　　　　　　　　　学顕微鏡像にょり解決不可能な諸問題に有力な手掛り

　次にERも癌細胞の特徴ある所見の一っに数えられ　　　を与える事を示している。

る。一般に癌細胞においてはERは減少し発育も不良

である事はよく知られているが⑬⑲，粗面小体は少な　　　　　　　結　　論

く，Palade穎粒は細胞質内に撒布されている事が多　　　　人体甲状腺の良性腺腫10例，甲状腺癌13例，の新鮮

い⑳。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　材料存こつき電顕的に腺細胞構造を調ぺ両者の異同を論

　著者の観察した甲状腺癌においても，癌細胞はER　　　じ，又正常甲状腺細胞所見，　Basedow病甲状腺腫細

に乏しく，細小管状，小胞状を呈するが然し何れも　　　胞所見と機能形態学的な比較を行つた。主なる所見を

Palade穎粒の表面付着は朗瞭であった。一一・一方良性甲　　　次に列挙してみると，

状腺腫では大体正常の場合と同様の発育程度を示し，　　　　（1）　癌細胞に於ては核膜の波動，蛇行，載切が甚

若干嚢状拡張を起したものが認められるに過ぎなかつ　　だ著明である。核小体は甲状腺諸疾患申最も大きく・

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nucleolonema構造が明瞭である。糸粒体は腫大，

　Golgi体の発達は腺種では不良であるが，癌細胞で　　　膨化，崩壊の傾向にあり，櫛も大部分消失し，　E　Rも

は比較的良い発育状態を示す。　　　　　　．　　　　　　少なく小さい。

　Mvに関しては未分化甲状腺癌では発育不良であ　　　Golgi体，　Mvは比較的発育が良好で細胞間にMv

るが他の癌唾の場合は略正常甲状腺と同程度である。　　　が発生している場合もある。基底部簸入は認められ

ただ乳頭状腺癌の際には細胞間によく発育していた事　　　ない。基底膜も同様に発育不良である。細胞間隙や

は興味ある所見であつた。良性甲状腺腫ではコμイド　　Terminal　barの出現程度は低く不明瞭である。

腺腫を除き一般にMvの発育は不良である。　　　　　　　（2）　良性甲状腺腫細胞に於ては正常甲状腺細胞電

　細胞膜の基底部醸入像⑥はコロイド腺腫に或程度み　　　顕像に近似し，核膜平滑，核小体明瞭，糸粒体の数や
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形は不定であるが，櫛の配列状態は略正常，ERも正　　　　　　粗大穎粒

常状態に近い。　　　　　　　　　　　　　　’　　　　Fig．9　Case　2（19000）脂肪願粒と粗大顯粒を比

又，コロイド腺腫以外のものではMvの発育は不　　　　　較せよ。糸粒体櫛の規則正しい配列

良，基底部籏入現象は之に反しaロイド腺腫にのみ燃　　　Fig，10　Case　2（21800）ERの拡張，　Mtの増大

現する。基底膜，細胞間隙，TB等も略正常に近い。　　Fig．11　Case　3（17600）細胞質の大きな突出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．12　Case　3（17600）同上突起の崩壊遊離

【付記】本研究は外科学教室と病理学教室との緊密　　　Fig，13　Case　4（12100）TBの形成明瞭，長い

響繍織艦糊鑑襲羅碧緯　　M・，糊な・・
郎教授に深い感謝の意を表すると共に，材料提供に際　　Fig・14　Case　7（11000）ERの極めて盛んな増

し全面的支援協力を惜しまれなかつた丸田外科学教室　　　　　　殖，その内容物は濾胞腔内コロイドと同一性状

員諸氏及び病理学教室員諸氏に心から感謝致します。　　　　　を示す。ERとMtの密接な接触状態に注意せ
尚電顕室の腰原技官の協力により沢山の見事な電顕像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ。櫛も極めて明瞭。Mtの著しい発達等Ba－一
写真が撮影出来ました事を御礼申し上げます。

写真説明

一著者記一
　　　sedow病の特徴をよく現わしている

Fig。15　Case　8（8600）高円柱状細胞の弱拡大，

　　　右下隅にG．体がみえる

Fig・16　Case　8（18800）BI，　BMが明瞭
略記号説明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cap（毛細血管）内皮細胞間小孔も明に認める

BI一継膜｛凱（B・・ali・f。1di・g）　　　　事が昧る

BM一基底膜　　　　　　　Fig．・7　C、se　5（・79・。）細胞間隙及びそのln，er．
ER一End°plasmic　「eticul・m @　　　　．　digi、、ti。。　　　　　　　　1
エS｝細包離張　　　　　　　Fig．．・8　C。，e・・（225・・）粗剛、麟と維体との

　Mt一糸粒体　　　　　　　　　　 相互位置に注意
M“　－Mic「°villi @　　　　　　Fig．．・9　m・Si・J甲状腺齢1胞の騨像鯉
FG一脚方騨　　　　　　　　Fig．2・Based。w病甲撒　蜘胞の繭像模型
LG一粗大頼粒　　　　　　　Fig．．2・症例・F，t、1（t。b。1。，）。d。n。m、（2・0）

N骸　　　　　　　　Fig．．22症例・F。lli，u1、，　ad，n・m。（…）　　．，
麗二筏，謡、ar　’　　　F・9…症例7－Macr・・qllicul・・c・11・・d鵬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　noma　（200）

「C一細胞間隙　　　　、　　Fig．24棚・・P。pill。ry。d。n。m。（…）
融内磁字賠職示す・　　　　　F・g，25症例・F，、。1、d＿。（、8、・。）

Fig．1　Case　l　Struma　diffusa　parenchyma－　　　　　Mtの発達は不良であるが櫛は明瞭，　E　Rの発

　　　tosa　microfollicしilaris（200）　　　　　　　　達は割に良好

Fig・2　Case　2　St　diff．　colloides　basedowi－　　Fig，26　症例1（22000）核膜の波動

　　　ficata（200）　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　核小体のNucleolonema明隙i

Fig．3　Case　7　St．　diff．　col1．　macrofolllcula－　　Fig．27　症例3（19400）M▽が殆んど消失，核が

　　　ris　proliferans（200）　　　　　　　　　　　　　　　比較的大きい

Fig．4　Case　10　St．　diff．　coll．　macrofoll．　non－　　　Fig．28　症例3（20600）Nucleolonema明瞭

　　　proliferans（200）　　　　　　　　　　　　　Fig．29　症例3（19400）大きな粗而小胞体

Fig．5　正常甲状腺の腺細胞，43才，女（22800）　　　Fig．30　症例2（22300）董底膜に餓入現象が見ら

Fig．6同上50才，男（20600）　れない
　　　扁平な細胞，核は構円形，ERは小球状，右上　　　Fig．31　症例8C。110id　adenoma（16100）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　隅より左下にかけ斜に走る帯状物は基底膜であ　　　　　拡張した粗面小胞体の混在。Mvの発達良好

　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．32　症例8（18200）BIの出現

Pig．7同上50才，男（20600）Fig．33症例10　Papillary　adenoma（19：00）
　　　粗大願粒の出現，基底部嵌入が軽度に起る　　　　　　　ERの拡張，　G．体の出現

Fig・8　　　同　　　上　　　40才，女（23000）　　　Fig。34　症例10（21400）糸粒体櫛には種々の崩壊
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　　　現象が起っている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　　献

Fig．35　症例15　Papillary　carcinoma（200）　　　　①吉村不二夫・他：ホルモソと臨床　7：367，1959

Fig，36　症例21　Follicular　carcinoma（200）　　　　②Braunsteiner，　H・et　al’Endocrin・53：ユ23，

Fig．37　症例23　Anaplastic　carcino皿a（200）　　　1957　③Dempsy，　E．　W．　et　al：Endocrin．56：

F　覧齒Jiご騰）鱗・・鱒艦灘i謙i
Fig・39　症例15（21200）核の深い載切・大きな核　　　251，1959　⑦矢川寛一：日病会誌　47：465，1958

　　　小体，基底膜の発育不良　　　　　　　　　　　⑧Catz，　B．　et　a1：J．　Clin．　Endocrin．　Metabol．

Fig．40　症例U　Papillary　carcinoma（18100）　　　12：228，］952　⑨藤田尚男・他：日組録　J4：6ユ，

　　　細胞間のMvの発達良好　　　　　　　　　　　　1958　⑭Monroe，　B・G・：Anat・Rec・116：345・

・・g…症例15（363・・）　　　臨好繋論他1、謝鐘3魁灘巽l
　　　G・体の小胞空胞形成　　　　　　甲状腺の生理59，1958⑭融担三・他・癌471
Fig．42　症例22　Follicular　carcinoma（9100）　　　51g，1956　⑬Howatson，　A．　F．　et　a1：Cancer

　　　BI，　Mt，　ER，　TB細胞間隙等の形成不良，　　　Res．15：62，1955　⑯Braunsteiner，　H・et　a1：

　　　但しG．は明瞭　　　　　　　　　　　　　　　Blood・8：916・1953　　⑰高木文一：綜合医学13：

・・…43症例・・F・11…1・rca・c…m…2…　罷謬．他、難贈號：醤5652：S認，lll1

　　　核の大小不同が目立つ立方状細胞　　　　　　　　mi，　G．　et　al：Z．　Zellforsch．，48：10，1958

Fig．44　症例23　Anaplastic　carcinomn（20600）　　⑳相星市郎：札幌医誌　17：234，ユ．960　　⑳橋本正

　　　核膜の波状走行著明　　　　　　　　淑・他・電子顕微錫冠4・141・1956　⑳Willis・R・
Fig．．45症例23（22400）　　　　　　A・P・th・1・gy．・f　t・rn・u「s，　M°sby　1948

　　　大・な核・1・体…c1・・1…m・構造明瞭　瓢a撒、£5glll、緊謬’描：、9，t－°「°f

　　　Mt・ERの発育不良　　　　・　　⑳H、re，　H、　F．・t・1・Am，　J．　R・entl．63・881，

Fig・46　良性甲状腺腫細胞の模型図　　　　　　　　　　1950　⑳Lindsay，　S，：Carcinorna　of　the　thy・－

Fig．47　甲状腺癌細胞の模型図　　　　　　　　　　　roid　gland，　Charles　Thomas，1960

o


