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　　　　　緒　　雪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　研究材料及び方法

　悪性甲状腺腫は悪性lbEl　gl，全休か“7Aればモれ程鮪い　　　　Til1：究材刺は丸Hl外科教tミに於て昭不II28年・1月より昭

もので儲加いが，吾々が臨f．1ミ上渥1遇する悪性ll】状腺腫　　　和34｛ドg月までの6年liカ月閥にノ㌧院1．て外科的治療磨！

はかなりの数にの鷹、。・卜幽琉繍鰍で1忠甲状腺挨　轍レノ，7醐の劇釧1副嚇である。剛Vl間に川外科

患23，678例中悪性甲状ll罎髄は1，112例で意外に高痢の　　　し概÷1で、i鰯1瞬受けた甲lllこ腺疾患の々H舗者教儲鵜1麗

発生歩lr度を示し，殊｛・：近時悪，：・’k甲状弱闘1が｝’た第に増加　　　の姻く2，哺（1例’et，メのら覧爬｛’［．甲：ll之腺1匝・1二診断ド暑！

の傾向にあ：，ことが内クトの諸・噛繍によ1［指摘、き，｝1て凝　　煮二ものは11昂例（r，，2｝）で，トρの全剛・均4，7弓’ルに

ている。しかるに羅†’1三甲状腺i匝のll｝ξ即解剖例はILIξめて　　　近いi、又Lli状腺機能’1「｛嫉ll癒除く1，217例に：対しては

少く，例えば武「II①によ，｝1ぼ悪性豹l　I三物4，182例の1［」’i　　9．7％にil非嫁〕tt、このう』卜｝入陶して外科tr｛）tT‘療を受け

理解剖例中、甲状腺の；れは僅か16伎1】（∩．4　）にすi’　　た悪性甲状腺li巳取よ75例（3．6％）でaケ〕つて、これ等の手

ない。滞．近4力年1’，に丸ill外科教8｝に人院Lて外科的　　　術切除標木に就て病P1；細組織聰三納く｝検曽ミ靴行い，11｝移・

治療癒うけた1悪性t，13状腺腫について調査1得六二68例び）　　病悩期閥，生存率，死亡病等の臨以像，k比較検討し

うち，死亡し、たものは僅か‘う例（弓ち1例は腸閉犠で　　　た。

死亡）で，捕理解割に附きチ｝1たものほ1例に一4－　，x領

い。欧米においても甲状腺癌がJyi三囚として胆めて低い　　　　笛1爽　　甲状腺疾患々講外来診療数

頻度にあることが示され，綱検材料をもつてすオしば甲　　　　　　　（昭和28年巫J：’］～昭和34年9月．）

状㈱慨れだけでは胴・鵬い・槻の・・憾側・甲’状「1繰『一顧（，．’ll）
ある。この様に臨旅的に悪性甲；1期泉腫の発t，1頻度はか　　　　　　　　　　　　「　…一　－T．一　’／

叙欝憲諜膿；灘奪宏、　義蹴」懇肝ll　腺瓢箪鑑劇

器の灘鵬と隙の燃像捕しながら随鰍は　諜㎜釈孫｝義鵬㌃ボ正「
るかに．良性を示すからである。ところが他方悪性甲状　　　　一…一一一一一…－7…一・　一一一…1

獺の中には，組購的に醗く蹴鵬馳示しな1 @　　　　i急　燭がら帳移を形成するものが稀でない。瑚ち悪【41甲状腺　 甲状腺炎1亜急性｝
腫に鮒る臨既病醗徽との1絹には．他1欄の同　．　　．．、L墜．、雌

様な悪性腫瘍と色々の点において興つた，いわば臨庫　　　　　合　　　　　　　　　　計　　　i

「病理学的特徴が存在し，それ等の諸点が腫瘍病理掌

」載は臨床上・悪ゼ押状襯の取拠・の」・に鰍の論　　　皿研究成績

議姓ぜしめている・　　　　　　　A悪性・μ状騨の繍物頒

て蜘の蝿糊腺・醐嚇酬・・鵬　剛㈱…馴晶罐

656

23露

43｛｝

413
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2，060

余は畑外轍塾おい轍近6年6力胴に入院　余吸、燃性職願の繍象醐2麹姻で
澱をうけた悪性甲撒ll庭について注としてそ卿’，、剛1醐（8。．。％、が乳酬隔で、」｝鞭醐鵬

織像と階髄との関連髄麟した1蝋を雛す　は刷（20．0く～1：，）囎ぎない．そ、，内、沢、、鰍騨
る・ @　　　　　　　　（，㎜b，y。。al、d，＿）7例，脚巨癌・例，騨拡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　癌2例，HUrthle細胞腫及び転移性甲状腺腫が央々
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1例であ為。転移1ノ岬状腺lil厩の組織像は良｛41の管状腺　　　の闇に日来る被膜様ナ移成は多少のノ飽瞬られ細胞及びn’ff

腫（fetal　adenc｝ma）で，頭蕪骨及び鋭ll松移を示し　　管成分を含み，線維1生増殖をf［1い，時にはi　1芽様組織

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の増殖を示すが，癌組織内間質は網Il胞成分及び揃L管を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殆んど欠如し，厚い硝予様［D楓として認められる。然

　　第2蓉贋性戦榊llの繍勤頒　　　し・の・・1各・燐一・鰍闘え濱，11〕楓燗蹴2～3の

乳　　碩　　状　　腺　　癌

療　　　状　　　腺　　　騨

Htirしh】e細月鱒il

耳ili　平　　　1二　　皮　　癌

単　　　　　純　　　　　癌

転移性甲状腺腫　（僧‘状腺III勧

合　　　　　　計

6r）　　　　　　組織化it的染色な試み為と極めて太い線維状物の配列

7　　　　　　　からなり，三又問質内にすでにヘマトヤシリンー二1甥・ジ

1　　　　　　　ン染色で見分けがつくことも履々あるが，好塩基性で

2　　　　　淡円紫色に染まる下均等物質が斑状に存在するcこの

4　　　　　　ものはvan　Giesun，　Mallory－Azan，　Weigert　l揮性

1　　　　難，PAS（Lilli，．一ビクリ。酸），　Lilll，・．Al］。、h，。m。t

75　　　　　　　　Hale－Rinehart酷酸コr．・イ　ド鉄，　Goldner－一“Tri－－

　　　　　　　chfome，　pH　4，ll，。大野・Toluidin　i・Er・，　Gram及び

　　B　患性甲状腺腫の組糸1曳学的諸型と隅1質　　　　　　Kraus竿の染色に於て，蕉常甲状11泉濾胞1／1或1よ癌組織

　：劇E三甲状腺腫とIII．常甲状腺恕糸哉との間には殆んど常　　　内に遊離状態でfr：在するフクシン嫌【生のUtロイドと類

に縮t一織性被懸1、1隙が隔繍。そのほかに1醐細　f．lv，の染色熊度な示す・二と舳iつた。今こ描麟・する

織内に・もり罰：圃な厚い履々研’く沈着な伴なう鵬妖状　　　と第3話1の如くである。

間質増殖の存れ津塔，こと力極ぜ）て時徴肖く」である。しか　　　　こXで掬》恥，壇’重の特に；コロ・Cド物顕と間質との閣

もjVtる闘質形戒¢）糊蘭と睡瘍’燐｛の組織像との闇に密　　係にf）いて検討してみ㍍！二，前述の如く一劇’」三甲状腺

接な関係のあ昂ことに気fi’く。即’ら思頭状腺癌に於て　　　騨のう矧・」…に乳頭｝lft増殖の；°1しい癌に｝ヤ朋な闇、顔形成

は金例に著明な間質増殖が見Lt　IL，癌霞質内に梁状L7　「J　　着こ示すが．斯る乳ll買状甲状腺癌’（三は癌細胞が［翼々コロ

蚕隔壁状ななして樋めて旺盛歳発達犠ラ」くす。ため｝癌　　　イド形1」匙な小し，この7即イド1吻質が遊離状熊1’．あつ

寒質はこの…一見堤防状の間’1窪に全くHU接してあたカ・も　　　て，」記間概と轡接な関β誓にある。ところが癌づff・｛“：一

岩に生えた海藻0）如き特有な外観を星する。な二締同じ　　　腺様構造が多くなつて，コpaイドがそ・の腺腔内に保有

乳頭状腺癌ても乳斑｛状増殖の著しいもの程間質形成は　　　　；；iτ・，遊離状態の：rロイド物質が少くなつてくると，

高度であつて，腺様構造が多くなると間質増殖は軽く　　　階1質形成の秘度が軽くなつてくるように見える。更に

なる。索状腺1踵，Htirthle細胞腫では斯る間質形成は　　　コロイド形成の非‘常に少いか或はこれを欠いている索

遊かに劣り，1更に桶Iz　l・：皮癌及び単純癌に棄つて1こ仁む　　　状腺胴1，臓｛irヒhle細胞腫，禰平上皮癌及び蝋純癌等で

しろ間質に．乏しい髄様1象を小す。　　　　　　　　　　　1；k乳頭状腺癌にL比し間質形成が羅かに劣つているoた

　今特に乳頭状腺贈｝に際して見られる上記間質1こつい　　　冥桶平上皮癌の様なものでも周囲甲状腺艇1織へ浸潤増

て少しく検討してみると，癌組織とi［1轡じ伏腺糾織と　　殖して，濾胞の崩壊が激しく，所謂coiloid　escape

第3表　　　甲状腺コ・イドと甲状腺癌の間質内物質の染色態度

染　　　　　　　　　色

H－E
van　GieSon

Mallory－Azan

Weigert一弾性線維

PAS（Liilie一ビクリソ酸）

Lillie・－A！lochrQrne

Hale－－Rinehart酉ll｝駿・ロロイド鉄

Go正dner－Trichrome

甲状腺コ　geイ　ド

フクシン好F，k部 フクシン嬢性部

甲状腺癌の

　淡　　紘　　色

　黄　　　　色
　赤　　紫　　色

　　　（一）

　赤　　　　色

　赤　　　　色
　　　（士）

1淡　　緑　　、色

1（rau・　　　　　　　1赤　　色
大IJI）；●Toluidin　「蕗　　（pH　4．1）

Gram
淡　　 511｝　　色

　　（帯）

淡　紫　紅　色

黄　　褐　　色

濃　　赤　　色

　　（一）

濃　　赤　　色

濃　　赤　　色

　　（十）

燈葭色～燈　色

間質内物質

淡紫　紅　色
階　黄　：褐　色

濃　　赤　　色

　　（一）

僚颪色～機赤色

1登黄色～黄褐色

　　（十）

機黄色～梶宇赤色

紫　青　色｛鮮　Fゴ　色
濃　　青　　色　｛濃　　薄　　色

　　（惜）　　　　　　（辮）
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のあ繍耽で剛翼々：糊癬、1論織増殖輔甑・ることが　　　　第7嚢病悩期間

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（73例）

　悪性甲状腺腫の転移頻度は，第4蓑に示す如く，75　　　　　　　　　　　　．

備柵・購肌たも・・例（…％・，　・r・t，lti・ @　i｛鷹
に際して　購を認めたもの蹄II（21・（）％）で・術御　　　　　4＿（；

棘移の発彙した症例は24例（32・0％）である。これら　　　　　　　　　7～ユ（1

の転移の形成都位を綜合すると，第5表の如ぐ，内頸　　　　　　　　　1：1～20

静豚周囲及び甲状腺1猛傍μ）リノ’：節転移が最も多い。　　　　　　　　　21～30

そこで悪性甲状腺腫の転移，1：組織像についてみると，　　　　　　　　3ユ年以上

第6衷の如く，乳頭状腺癌の松移はリソバ行性のもの

が多く，単純癌は血行性転移tdZ’生じ易い。　　　　　　　　E　術後生存率

c馳職纈の組織像と鰍経過　　　　　期間（年州例数
ユ9

24

：13

10

3

3

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余の症例の大多数は槻簸期間が烈いため置確な遡隔

第4褒　　　　転移の頻慶　　　　　　　　　　　成績な述べ石ことは出㌶ミないが，75例中昭和34年10」ヨ

手術後発劉　24｝脚％　s「gによるい噛つて，醗…によ研醐は醐勲

手術荊発財，　4　F　5．3％　　畑現欄奮鮒し’御：68伽ついてみゐと，そ鯨

輸時発周　16i2既　 1幽鱒膨｝姻死亡6陥脚伊I」は酬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5例であるo以上のIAミに悪性甲状腺11屯の術後生存継は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・般に良好で，リン’パ節転秘な有しながら畏期間｛k存

一豊豊＿．一唖鰭嚇1；艦．＿．一．一　辱紬・・鵬る・1｝，i汰醐帥る．死醐・・繊像

都　位陶釧舗時t縮齢計　概と・第映の如く訊匡酬瑛綱榊醗にょ
顎　　下　　部

内頸静豚上部

内頸静腺下部

階状腺近傍
頸　　　　窩

その他の頸部

遠　隔　臓器

‘｝

3

．3

4

2

0

0

0

6

4

11

4

0

ユ，

6

7

6

3

1

7

3

6　　り禰死亡し聯輔｝園馴12例が死ltしv（い弼

ユ6

13　　　　　笛8炎　　　　術後生存率
工8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（68イ列）

7　　　－一一・一一一一一・一・一一一一一．一〒一一一一一…一一一、一…一一一

4　　鮪　3。　12　6　14162　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

7　＼年1・A・1・以内1・剰・年1・年以」・レ・計

死亡・エ　3　・　（1）t6

第・表　組融と鱒　　　　舗131115｝・1・5い8
組　　織　　像

乳　頭　状　腺　癌
索　　状　　腺　　腫
Htirthle細胞瞳

扁　　平　　上　　皮　癌

単　　　　純　　　　癌

転移性甲状腺腫（管状腺腫）

認血行性舗　 ゜脚醐男獅死亡・
25

2

0

1

0

0

1　　26　　　　第9褒　　　死亡例の組織像

ll　撫陵＿遡間
0　　　1　　　　　－一・一一一一…一一一濾

@乳糊騨
1　　　1

一一
@　　　単　　純　　癌

　　16ヵ月

6洲　1～
以下11年

（1） 0

1～2年奄Q～3年

2 1

計

計　128i・132　　（・例）　1°ll

4

　　　　L
l　l　O　i　2
　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）内の1例は腸閉鵬にて死亡

　　D　悪性甲状腺腫の病悩期間

　悪性甲状腺腫の病悩期闘，即矧耐傷に気付いてから　　　　　F　単純性結節牲甲状腺駐璽と悪性甲状腺腫

手術を受ける証での期間は，第7表の如くs長期にわ　　　　悪性甲状腺胴1の中には臨床的には金く良性の蟻純性

たるものが稀でなく，悪性甲状腺腫の発育は緩徐であ　　　結節性甲状腺腫の嫌を示していて，病理組織聯的にば

ることが想像される。　　　　　　　　　　　　　　　　じめて悪性甲状腺唾の診断のつくものが齢でないが，，
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余の例では第10叢に示す如く，ll陸甲状II／／’．腫75例中，　　　P，病理学的｝こは後に述べるが如く，多少の疑義や矛

外来では33例が単純｛｛li結節性甲状晦芝腫，7例が甲状腺　　　盾はあるか？』しれないが，甲状腺に原発した｝唾瘍でそ

炎及び其の他の頁部腫瘤と診羽il〒され，そのうち21例は　　　の増殖態度，転移，両発窄の臨床像における悪懐々格

＄＝術に際して想性甲状腺ll匹で涛〕ことが分つたが，残　　　に亡1体な蔚き，懸性甲状糠腫α：）論断，」㌻後，治療汚；と

りの19例は手御li’に瓢・て↓・なlli・，轍鰍ll、櫛｛姻國1状腺　1臆せi．めるのになるべく便1i［jな．nに心掛けて分類

腫或は甲状腺炎と勾祈され，’捌除標本の病ユlll組織学的　　　した。その結果は漿2喪のVIII＜，80．〔1％｝f．liでが乳噸）伏

検査によつて一1仁じめ『C’齪押糊糊t膳断されたlt、　増i」直¢瑠しい乳頭状1腺癌であつた。悪性li厭脚勅組

のである。この様歳症例は曝々ll塁性甲状棚匝に特雄∫な　　　織r・y：的分類に：おいて，乳頭状増殖なノ1至す腫瘍の塾いこ

症糧蹴する踊ifか岬状脚　！蒲就油の一破〆・　，臆制櫛臨の殆凝ゴが微するところ鴬ケ、’・て（i）⑳

て，余の例では第11黄の如く，3年以」：にわたつて無　　⑱⑦（ゆ，仁1，⑦は甲1りこ腺lb一患の本．ll全固絃計にオ・罫いて，

症状のrl状脚隔lfし，その陶礫11北の，i献輌≒1－t　悪性甲棚獅llコ，121馴吼卿【ナこ事働ミ33〔」例（29．7％）で

たlll例は75例rF　18例（24・‘｝％）で，　rl　lには31年以」：に　　　最i硲く，腺癌221例，’IL鯨癌63例の成継栖了U〆てい

及ぶものもある。この様なll三咽lil「状腺腫のritには1世胞　　　る。欧汁：：では日本人に1輪ける程乳顕｝【1こ1陣瘍の占めイ）胱｛

肩肋・「聰E伽囎1糸【職ノ岨頭糖こ増殖していイ・様に【tt’：’．　度｛塙くオ、：いヵ仰（石噸習ビ（t・’・・t，かなりの緒幟罪醐

る症例が稀でt・fi＜，臨床的に籔胞性【三Fl状腺魎と診i所さ　　状　lll蕩の袈’いこと犠ご認め，或は近時乳顕：1尺癌が増加の

れたものの嚢1泡1｝畦の　都かP．i癌性化！たとぢ点耐1る　　　蜘r，1に乙拓るこ，1：　tA　l己載している⑬⑭⑰⑯。、．の様なこ

もワ）は75例中1〔1例（13．3％）にi’i，ti’め1、・れている（策壌　　　とか1＞・4，印’μこ腺疾患には地1｝・黛乃ドは人種によ1｝議のあ

表）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ることが注｝L脳ilる，、たL’乳：畷状増夘1な，六す甲状腺腫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獲に．c：｝1三劉頭状：jl“i，撃L頭状腺癌，乳頭状腺11’等力1禽・ま

第1峨悪糊1状脚ll75例の外級び乎術1時診断　　’｝㌔緒によ四乏切洞“剛’に5t・少の藩1賜ご瀞悌

常…断一 ｼ1鷺隅驚弓｝鰯撚騨螺繊欝｛鵜黙
悪｛牌獣劇副・546・71・・i74・・　・…」・；　f｛i；分嬬・撫綱・i脚・11：で，・献嗣幣L甑

単純性ITI状II顛，3344・〔〕11621．3　1i燃と・ilr一ん咽いX．，1）　a）であるが．か、嗣、のでもよ

F隙腺嫉・他［79・・い4・・　くみると、ど。網燃鰍1鋤かがう。と酬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来，他方全く刑項増殖脅欠き，轡ら腺管様構1貨のみか

　第11表　悪性甲状腺腫のうち既往に無症状性甲4ナこ　　　らなる典型的の腺癌ぼ殆んどないといつてよいoしか

　　　　　腺嘘の存在した期間　　　　　　　　　　　　して余の材料では腺管様1揖造の多鳳の聯よあつても乳

期間（・・F・）・一・i・～1・1・，一・・lm－・・131～　騨1・1儲L鰍撚腺1・1’1と肋超・1・：”幌・とは・

可数　・・「2「9’ド・1・　惣畿1騰灘襟濫構畿饗獅，等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑱によれば本邦では13例の儲をみるに過謙いとx

第1壊　悪性甲糊懸の肉1貼所見　　　　う。Hli・thl・細窪腫の悪性甲状腺1軌の帰卿柔論議の

　　所　’　見1例数1％　あるところ鮮龍より見解眠る・本鵬搬立し
充｝ u・Mk腫瘤…51「蕊1τ’だ1醐型と蕎うより購酬［抱の欄i形であつて・
焔分叡性で＿繊胞イヒi、、1　，8．7　adenc，ma　with　Htirthle　cell・ha・9・’Xt’m　・d・・。一

嚢1鱒の一・部よ蜥組織の聯：i1・　13，・　ca’cin°ma　with　H‘1・thle　c・エ1・h・neeと賄す人

　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　もあり⑲，又benign　HUtrhle　cell　tumor（adeno－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ma）及びmalignant　Htirthle　ce】1　tumor（¢arcino－一

　　　　皿　総括考按　　　　　　　　　　　　　ma）とする見方もある。然し寒際臨床病理瞠的に本

　　A　悪性甲状腺1睡の組織学的分類　　　　　　　　　　　111重瘍の良性，悪性の区二別は困難であつて，Hiirth王e細l

lll脚翻娩る欄i念が既に・’緒に駒1、11レ・ている様　闘醜sm・11・lve・1・・（large　cell）・ancer⑳、又

｝こ，悪性甲状線腫の7ユ．義，こ；bに包含㌻，｝1る甲）tk腺唖　　　はHtirthle　cell　aclenocarcinoma（Am，　Canc，　Soc．）

蕩の範囲及びその組織y：的1J願も研究者の立場，日的　　　と同義’配こ解し野多少の解釈の相趣はあ淑，悪性甲状

により差がある①。余は本研究において臨廉的立場か　　腺の範騰に履せしめる学者も多い⑩⑳⑳⑳。余の症例
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は大磯椚形，好酬」i罐に富んだ典醐」恥thl・　勒膿、購しくて，。T・　・lrド物質の流クこを示す様醐

　細胞からな帆　一・一・部は濾胞：様配　rjを示し，むしろ　　　合にLも餅臓状結毒争織の形成をみることがある。即ち甲

1’ltt・thl・　Cell　ad…mとし・つたf象であるが，一部tl・は　；1・」1腺糊棚麟におけるIPI　鰍弓姻な1顕形成機ilii；　a）

不規則踊様職〔蝦え・刻1醐そのもの砒【贈～　－1、に罪イド倣が鱗かのぞ騨轍じている・1、耽

速にか酌の大いさに達け二ので悪糊獣嚇阯して　考鹸れるのであつて，　」IS常の翻勅撒1鱗糸胎織

取扱つた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増ξ1機転や，又陶南⑳ペゴ蒋瀕1⑳の問質反応等と趣な

　　索状腺腫（embryonal　adenoma）は・般セこは良性　　　異にした，極めてllr『徴的なものと鷲r）てよい。斉藤

1鵬の中に糖されているカ㍉臨床緬から聴1岬　等⑳岬棚蹴糸ll晦こよ獄1・紛泌物が榊鵬α）・碇

状願と見倣す儲楠・・⑳，w・総di・噺聯i尺1脳　の醐t・・t，．，・撒離職いご粘1蜥胸・畷廻，

は急速な発育を示し，殊に才劉ド者ては潤’虹することも　　　り，㎏はさらにfll1研fヒる’招来すると述べている。職近

多いとしており，所謂1移性11・1状腺腫の翻織II乗にもこ　　　米沢㈱は・1｝－tソテの皮下に」1だ注ノ、1；験を行い，この際

の種の1醜が蜘ので・余4・・脳酬1翻襲州臥れ　」’．ド匿！湘淵顯繍彫成1幾鰍岬状腺癌彫こみPi）tli

た・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る物有オ州〕1臓1伏閥質形式におけ老）甲状腺t’tVイド物償

　所謂転移1生甲状月泉Ilr撫よ，余の例でも・その組織像は　　「との関係に就て」，し較検討し，甲状腺癌間慣ノ1：多成機転に

騰1購職も朗三の’｝鰍脚照・楓・de・。m・）　机…吋ド物質が勲な灘鮒つてし、z，と推論

の像であるが・蝋漁踊．1骨蹄1移妹し脚1｛醐1・　した。

性像から・又…般にそうであゐ様に思桝1甲巧1こ1腺輝とし　　　　次に悪il三甲状肪獅の組織像，赫に閥質形成、｝二臨床級

て取扱つた・　　　　　　　　　　慨に凱・て∫・蹴痴抄る。先’、二慰岬棚鴉票の1購

　　B酬燗鵬励癬1産．桶儲靴ll」謬磁びに　　について褐と1悪糊厭榊の1陶1撚fω翻ゆ
　　　臨廉経過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1酬1腫瘍のそれに1’ヒし，必ずしもノlnいとは漁えない

　糸櫛岬状腺腫が燃ど～枇噂：い1輸織性被1勲有　・㈱嬢）燃し1也購の測粥脈比べて，　購形成

する撫・悪糊1状腺1緬大粉が1瑞甲・りこ欄概　 まで麟る其11間眼く一購は殆んど…鵬脚或に淑

の間に幽鰍形戒赫す・又1繍1職1膿榊y・砧　 まり，櫛L蜘却，1欄。たるこ撤少い（第5褒）。

明な肝臓状間質が梁状発育靴示し，あたかも堤防状に　　　又厭移姫の発欝も愚々としていXレ。しかも第6磯に示

椴質畷する⑳．しか｛・鵠るr脳燃の艘舗　r9一如く一醗酬欄重の鰍よその繍1象にょり様欄

瘍奨質像との間には嶺接な関係があり，乳頭状増殖の　　　を異にする。即ち1凶低状閥質形成の縛しい乳蝋状腺癌

著しい癌ほど高度であつて，非乳頭状のものになると　　　は転移頻度に劣り，リンパ行性転移が大部分で，転梯

その程度は軽くなるか或は欠如することが注目され　　　領域もせまく一転移形成に議る期間及び転移巣の発育

る・この様な関係は悪性甲状脚1麺の転移巣におい一ct，　も緩徐であつで，頸細ン・・節購を机ながら，

tt ｯ様であつて，乳顛状増殖の著明な癌転移巣ではやは　　　そのま．sの状態で10年にも及ぶ亀，のがある。中作⑤櫨

り旺盛な餅腿i状間質増殖を伴い・極めて腿聞に触れる　　　噸部リンパ節蔵移が存在しながら8年（乳顧状癌）、

のが常である・紅悪性甲状劇顔・糊・乳燃㈱に　M・…⑳は2聯，桑原⑳は聯1こ及ぶ症伽記載して

際して癌実質内に梁状増殖を・糺た腓闘燗蹴．被　いる。これ1こ対し儲な1腰形成が轍で競、か或

膜様結合織又は嚢胞性甲状腺腫壁等と！tsり，細胞成　　　はこれを欠如している非乳頭状癌では比較的早期に転

分や血管を殆んど欠如した一見硝モF様均等性に見え　　　移喩盈じ，血行性隙移を示すことが多く，従つて無移

る。殊に組織化学的にその中にフクシン嫌性コpuイド　　も広職にわたり，発育も早い。桂①，佐野④，　Ito⑦

と類似絶態蹴示す不均為雛物質の存鶴るこ厩　等轍計咽、悪性甲状樋の転醐度は乳頭二1燃に少
確認した（第3表）。又極めて太い線維状配列をうか　　　く，腺癌，単純癌の順序に多く，又乳頭ll犬癌は磁とし

がわしめるが・例えばグラム染色では普通膠原線維に　　　てリソバ節転移をするが，他の癌は血行憐転移をする

比べ強陽性に染り・またトルイジソ鴨染色では巌かに　　　傾向が強く，換欝すれば乳顕状癌は他の癌量こ比し悪性

染色性に乏しい・4しかも斯る間質形成の程度が前述の　　　度は軽いものであるとし，HermanSOn⑯，　Crile⑫轍

如くり醗建質像と関連し，遊離状態のコロイド物質に欝　　　か多くの学衡も同様の成績を示している。なお悪性購

む乳燃腺抑曙しく瀦様冒髄櫛くなつて・pt　状脚酬也臓器の悪踊翻砒しで糖緩徐で良撫
ドがその腺腔内に保何されてくると間質形成は劣り，　　　過むたどることは，余の研究戒績における病悩期聾ξ1の

コ呵彫成の簸乃歓如す硫実鱒瘍になると　長いことや（醐衷），盈．韓（第8表）の闘である

髄な間質形成は殆んど肪臆くなる・又職腺濾　ことからも想像さオ・るが，死亡例の組徽（第9表）
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からみて特に乳頭状腺癌が非乳頭状癌に比し良性であ　　　性，配列，核分裂等の形態像がmalignancyな判定す

ることが分る。かくの如く悪性甲状腺唾のうち乳頭状　　　る上に，他臓器の腫瘍におけるがf211くよりどころと

腺癌が非乳頭状癌セこ比し、発育熊度，転移，生存率，　　　はならない⑦⑳⑰⑳⑳。そこでGraham⑳は甲状腺腫

死亡率等の臨床像において良性傾向を示すことは従来　　　のmalignancyに対する最4）恒常的判定像として腫瘍

諮学者の報ずるところであつて．例えばAnderson⑳　　　の所謂lliL管侵襲豫の存在を提11昌し，多くの臨床及び病

は乳頭状腺癌は10w　grade　of　malignancy，　relati一　　理学蒋によつて認容又持されて來た。然しGraham

vely　good，　prognosisで，非乳頭状腺癌はmoderate　　の意見を疑問視するものもないわけではなく，例えば

grade，　fair　prognosis，揺平上皮癌及び大小細胞癌　　　Doepfner⑩は転移侶1甲状腺1［窪の金例に［血管侵製像を

はhigh　grade　malignacy，　poor　prognosisである　　　みたが、転移を作らぬものにも同じ様な像を見川して

と分類明示している。この様に悪性甲状腺1嘩のうち乳　　　いる。又Pemberton⑩N：　lflL　hl三11侵職像が認めらオしない

頭状腺癌がその実質像axftl！の種類の癌痴仁働1鼎の同　ものでも聞靴li獄するものであつて、　II購侵襲像は

種癌に類似しているにもかxわらず，これらに比して　　malisrnancyの組織註参断を下す上に不削欠のものでは

遙かに良性の臨床経過をたどる眞要因子として，余は　　　なく，叉Poo1⑪は腺腫内lllL管の11辛は1ド薄で良性11il瘍

甲状腺乳頭状腺癌及びその【媚多巣に特有な堤防状闇質　　　でも」血管内に細胞がIU現すイ，としている。そして1一

増殖が癌突質の発育増殖を妨げるものであることを強　　　to⑦，　Chesky⑲，　Langhans⑫などはむしろ腫瘍

調したい・　　　　　　　　　　翻包の醐歎を、k隣脳1状撚1織への働還こそ悪性の
　上記の如く悪樵甲状膿畏腫，特に乳頭状腺lll尊の1・1・1には　　　reliable　signであるとしている。然しなお悪性々絡

明らかに癌と見倣すべぎ組織像を有しながら・臨床的　　　は1霞腸細胞の異型と核分裂像に求脅べきであ為とし⑩

には良性経過を示すものが決して珍しくないのである　　⑳，或は腫瘍細胞の核・核‘1比にあ澗，とし⑬，又は患

が・他方これに反して病理糸IL織学的に々；h良1生腺腫の像　　　者の体質，　jnL液乃戴組織のcnpacityによるすと篭学者

を7’J’K’して，どこにも悪性像を思はせる所胤がないにも　　もある⑳⑳。余の材料においても膨移省ご伴つた例では

かxibらず転働倣する鰍ものがある・余が轍　リ・増11・や揃・撒は・繊餅受襲働繍・とが蜘、」

性甲状腺腫として訓靴た痘胴は組織像麟状1輔　のである．然しながら実際1岬状脚醐の組織｝ド・1鹸

（fetal　adenorna）で何等悪性腫瘍像を認め得’7かつた　　　索にあたり，就中被ll莫浸襲像の判定は必ずしも容易で

のに骸移を来したものである・この様な転移性甲状　はない。fダ11えば醐ミ的にも繍氏鞠に齢く良性蝋

腺腫に対してW・9・li・⑳などを姓物学的にはたとえ　純艇k系櫛性甲渕胴藁のよう凝のでも．その醐蝋｝1珍

悪性像を呈しても形態学的には癌なる名称は用うぺき　　成の中にITI状i腺濾胞或は上皮の存在することは決して

でないとするが（Adenom　mit　Metastase，　adenoma　　珍らしくない。このようなものには被膜形成途1二にお

with　invasi・n），これに反しWillis⑰などの如く腺癌　　　いて，踵瘍組織或は甲状腺組織の・部がとり残され包

の一型（colloid　containing　vesicular　adenocarci・・　　埋されたものと児倣されるぺきもの力騒々あつて，真

noma）と見倣すものもある⑦⑳⑭。然し何れも抽象　　　の悪性侵襲像との区別が不可能の場合がいくらもあ

的論議の域を脱つせず，i爽際にはbenign　metastasi一　　る。　Evans⑬も血鶯侵襲の証明は非常に困難なことが

・i・g・t・um・⑳，　m・tast・i・i・g　benig・　carcin。m。⑳，　あり，殊｝。線㈱質にとt）、lilg　rk　2・して鵬細包が磁す

Metastasierendes　Adenorn⑳，　angioinvasive　ade一　　ると，如何にも拍L管内膜腔内に存在するように見える

noma⑭，　precancer。us　thyroid　aden。ma⑦，　mali一　　ものであつて、蓋しその細胞が成熟像を示している場

gnant　papillary　aden。ma⑥等の種瘍学的常識では　　　合には殆んど意義はないとみている。結局，皿L管，被

明らかに矛盾した，又は内容の不鮮明な名称がこれに　　膜侵襲像も叉悪性々格を暗示するかも知れないが，余

あてられている。余は臨床症状をそのまx表現し，転　　　の経験からはその判定が必らずしも容易でなく，腫瘍

移を伴つた組織学的良性甲状腺腫に限定して，転移性　　　のmalignancyを決定するに充分なる条件とはなり得

甲状腺腫⑳の語を用いたが，理論的には転移形成性の　　　ない。

爾余悪性甲状腺腫も又当然転移性甲状腺腫と呼んでい　　　　かくの如くして甲状腺腫のmalignancyの組織学的

Nものであつて，極めて漠然としていて説明不充分の　　　判定は極めて困難であり．今日においてはWegeli【1⑳

誹はまぬがれない。　　　　　　　　　　　　　　　　　がいうように，三1三として生物学的立場から考慮される

　かくの如く甲状腺腫瘍における病理組織学的所見と　　　べきものであつて，強いて良性とか，悪性とかいう概

臨床像との関係は決して簡単ではなく，いわば甲状腺　　　念を形態的臨床的両面に結びつけようとすると，転移

腫瘍における腫瘍細胞の異型の程度，大小，形，染色　　　性良性癌とか良性唾瘍の転移形成というような矛盾し
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第1図悪性甲状腺腫
　　　　（割面）

　著明な梁状硬固の間質増殖が目立

　ち，これによつて分けられた灰白

　色大小結節状の癌組織が割面から

　隆起している。

第3図悪性甲状腺腫
　　　単純癌
　小形濃染核を有する癌細胞が比較

　的禰蔓性に増殖している。所謂甲

　状腺小細胞癌の像。

　特別の間質形成はない。
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第4図悪性甲状腺腫
　　　扁平上皮癌

　角化を伴った類癌の像。

　特別の間質形成をみない。

第5図悪性甲状腺腫
　　　同上扁平上皮癌の一部

　腺様（濾胞）構造との移行がみら

　れ化生性扁平上皮癌と考えられ

　る。

　　　　　　　　　　　　　　　コ騨　　　　　　　癬　　　　嘱．　　・，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　尋　　1

に乏しい。　　　　　　　　　　　s’tett蜜・
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　　　（embryonal　adnoma）

索状乃至不規則性髄様増殖を示

し，稀に濾胞様構造を伴う。

第8図転移性甲状腺腫
　　　（割面）

　厚い被膜形成を持ち，灰白色髄様

　増殖と一部（右上）に赤褐色コロ

　イド型結節からなる。

謬　　　　　噛　　一．

第9図転移性甲状腺腫
　　　（同上組織像）

　　　管状腺腫（fetal　adenoma）

　管状乃至濾胞状構造がかなり発育

　している。



1960，　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25－（319）

第10図悪性甲状腺腫

　ち細胞及び血管に全く欠け均等　　　　　→

性に見える。

　癌実質は之に直接し，一見提防に

　生えた海藻のようにみえる。

癌組織は濾胞構造を示さず，ため　　　　　　　　　tt・議　．舞

紅色に染まる特有なのF豚状間質の　　　　　　　　　　　　　　　綾
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第13図悪性甲状腺唾
　　　　被膜様形成

　血管及び細胞成分を含み，又細い

　膠原線維構造を認め，癌組織内脱

　豚状間質像とおもむきを異にす

　る。なお被膜内に数個の濾胞が包

　埋されているが，所謂被膜侵襲像

　とは思われない。

慧．み暢　　　’．

羅餐’

毅

　　　　第14図　コロイド型結節性甲状腺腫

　　　　　変性嚢胞を示した嚢胞壁で中に濾

　　　　　胞集団を包埋する。壁形成途上と

難　　　　り残されたものと，所謂侵襲像と

　　　　　の判定はむずかしい。

　　　（乳頭状腺癌）

所謂血管侵襲像。
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第ユ6図　臨状診断「単純性結節性甲

　　　状腺腫」，　組織学的診断

　　　「乳頭状腺癌」

　　　（割面）

　コロイド腺腫が嚢胞状変性を示　　　　・

　し，その壁の一部がら乳頭状の癌

　増殖が認められる↓。　　　　　　　　　’

　（良性甲状腺唖結節の癌化を疑わ

　しめる）。

’．’奄求E・　ご㌔こ甲、冠
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第【9図悪性甲状腺腫
　　　（割面）

　一個の腫瘍結節に灰白色硬固の部

　（乳頭状腺癌）と，帯褐色光沢性

　（コロイド腺腫）の2組繊成分が

　併存する。

　　　　　　　　　＿　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　孟縄’　　　m　　an
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た表現を余儀なくされるごとに欺る。何れにして4ill　　　以上余の研究成績から感性甲状腺lllPは他臓器の想性

性甲状腺i｝伽こは現在の病」｛巨組織掌に．よつて壱よ律し得な　　　唾瘍と異つた臨床病理ζ学lll勺将色を有し，従つて悪性卵

い斜織像と臨床像との禽い違いがあり，これがとりも　　　状腺腫の取ま及いには特別の考慮を必要とすることを知

なおさず1摂惟甲状肪1腫の特色の一・・一”Dであつて，そこに　　　った。

色々の論ii’i’Gが生1．r，怨｛生甲状彫｝U種のワ鰯鷲。分類，ひい

ては診断，治療等の1：に見解〃）1ill違な来たすことにな　　　　　　　　　　結　　論

るもので，なお今後の研究をまつよりほか欺い。　　　　　過歯6年6ヵ月間に丸田外科教’まに入院外科的治

　　C　単純性結節｛生1尋ヨ状腺1丁ヒllll｛∫1三甲状腺腫　　　　　　瞭な占霞した75例の悪性甲状腺腫“こ！）いて臨床病理学Fr・；

　甲状腺騨の中には，臨床的に梨重別の障鴇を示、ざず単　　　研’を脅い，他臓器の悪性腫｝1易に比ぺ次の如；蓼蒋色な

純性結節性甲状腺唖と診断され，全く畏性と思われた　　　認め，悪性甲状腺腫の取扱いにO・iL特別の尚慮を必嬰と

ものでも．糾織学的1こ遮求するとかなりの率に1弊k腫　　　すること窓ゴ知つたっ

矧勉悌もの瞬煎博一ることは畑⑩勧工〔懸　　1）II肱励解1粟畑外科外糖おど1旗た甲状
が再三強調してきたとこるであ濱）が，メL田外科教レ：1．　　腺弦；患は2，060f列で，そのうち悪姓甲状腺腫と診断さ

おいて臨床的に轍吊屯性結節｛’k「「1状1腺腫の期1のもとに　　　れたものは118例（5、2％），うち人院外科1’1勺治療をう

手術な行つた301．例に．ついて．Zs．ると，組織掌的に37f，．　　　け六こものは75例（3・6％、で｝ある。

（122％）の感性像を潜riiしているcと庸知つたo余　　 2）悪1’1三甲状腺：lrl’iの組織像は、乳頭状腺1高が60例

の扱つた悪「！・1甲状1泉腫75例に）いてみ1｝ilボ第10褒で示　　　（8〔｝．【招ル）て大部分靴占め，残りのli1乳：頭状腫瘍（15

した如く，孚術後におい咽、なほ19例（25．3％）はき1丘　例一211．0％）に麟；1鰯1腫（7例），聯韮癌（4例）．

縦儲節性甲；1鵬腫乃刹1状腺炎と診tlV〒され，組糖・　瀞1瓦上皮癌（2例），　H｛irth1酬鞄腫（1fダll）及び　螢

的検｛素によつ宅はじめて悪惟像を騎τ1：llしたものであ　　　穣性甲状腺樋（管状腺腫）で1例）がある。

る。かかるものの多くば嚢胞状変性犠ご伴ゾったコT：・でド　　　　3）　悪性甲liノこ腺腫のうも特に乳頭状1鵬1；’1に．ほi嵜しい

型結節壁の…一部から，あたかも織‘循状に躯弓組織（乳頭　　　肝臓二吠潔澗な1，質増殖な示すのが精徽的であるσ

状腺癌）が発育増殖しているのであつて，悪性甲状　　4）悪性甲；1規泉睡のら’ら精に劉，頭状腺癌は他の2as｛fJl

腺腫75例中1（1例（13．3％）力礎胞状形正1比を示している　　　lill醐に比し転移頻度が低く，1転移はリソバ行性で，顯

（第11炎）。又肉眠的にヨ1竃壷胞充’爽性の悪性甲状腺腫bぐ　　　部領」或に【Lまるものが多い。又乳頭状腺癌及びその松

も一一一一つの腫瘍結節内に；τロイド型良性腫疲組織と，悪　　　移の発膏は緩徐で，病悩期醐は長く、生存率にまさ

性癌組織の併存しているものにjl燦遇するt）’1又臨床的に　　　　り，低い死亡魯を示す。従つて悪澱甲状腺・i・助魅’般に

長期間無症状の甲状腺騰結節の存在に気附かれていて　　　他臓器の悪性腫漉に比し曳憾の臨床経過を示すのは悪　tt

（第7表），前述のように組織学的にはじめて悪セ｛三像が　　　性甲状腺町重の大部分が乳臣貢状腺癌で「妄1められているか

判明し，又は第12爽に，示すように載る時期に灘つて悪　　　　らである。

性甲状腺腫特有の症状を示して来た症例が珍らしくな　　　　5）　甲状腺の乳頭状腺癌における腓豚状間質は結禽　　「

い（18例一24・0％）。以上の組織常的及び臨床的季噸．　織被膜乃聚張胞壁と異なり極めて太い線維状物の配列

から余の研党例における悪督｝甲状腺糠の中には既存の　　　からなり，履々中にフクシン嫌樵コロイドと類似染色

良性の甲状腺結節の：二次的癌化による4，のが存在し得　　　熊礎凌，r；す物質を含み，又斯る間質形戒は遊離状コr」

ることを推測せしめる。　　　　　　　　　　　　　　　　　イド物質に當む蝦．頭状癌に将に【1｛1盛であるoこのよろ

　悪鮒甲状腺1匝が既存の良惧三甲状腺腫結節から二次的　　　な所見から甲状腺コロイド物質が甲状腺癌特イニ軍の聞質

に発i三するという考えは多くの学者によつて麦持さ　　　形成磯転の上に霞要な役割を澱じているものと慰われ

れ，悪性甲状腺腫の80綿0％に之な認め⑩⑰⑭⑳，或　る。

は発癌嫉物質投与実験か爵・両蕾の関速を推論している　　　　6）　悪性甲状腺唾のうち特に乳頭状腺癌が他の悪｛生

ものもある＠⑪⑫⑪u野口⑧は甲状腺結節の癌化は　　　挿瘍に比し，良性の臨昧経過を示す重要因子として上

17。6％（1946）から35．6％（1955）と年次的増加を示　　　記の伽き欝有な問1’1形｝2職こよる癌細胞の発育阻ll：を挙

している。もつとも一部の学薮は甲状腺癌は始めより　　げることが出来る。

癌として発生するものであつて，単純性甲状腺腫に対　　　　7）　甲状腺の乳顕状腺癌が，その圭・質像においては

してなされる外科的処1澱は艮性結節のllll’ii化予防のため　　　他臓器のそれと同様所見を有しながらはるかに良性経

になされるものではなくて，そこに潜在し得るmali一　　過をたどるのに，逆に全く良性の組織像を示しながら

gnaロCyの除まにあると云つている⑭⑯。　　　　　　　転移を形成する所謂転移性甲状腺種があり，甲状腺腫
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