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6) 甲状腺未分化癌の2例

信 楽 園 病 院 内 科 高 澤 哲 也

Two Cases of Anaplastic Carcinoma of the Thyroid
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甲状腺未分化癌や吸引細胞診,未分化転化

は じ め に

甲状腺 未分化癌は.進行が急速で種 (々ハ治手熟こ抵抗 し

ごく早期に完全に摘除された場合を除き,そのほとんど

は数カ月で死に至る榛めて予後の不良な疾患であるlj5)

したがって,本疾患の予後を向上させるためをこぼ,ごく

早期iこ正確ミ･こ診断するか.発病そt')ち(I)を未然に防 ぐし

かないと思われる中

最鼠 2例の甲状腺未分化癌を経験 した,残念ながら,

この 2例は救脅 し得なかったが,本疾患の予後を向上さ

せるたふT)の可能性に--lいて,検討を加えたので報菖する.

症例l:5̀1歳 男性

主訴 :発熱

既f_Ⅰ三歴 :51歳時直腸癌にて Mile'Sの手術を受けてい

RepriI-irequestt･0 ‥Tct.suyaTAKASAWA･

Depart･mentoflnternalh.･･Iedicine,Shinrakuen

fiospit･al.1-27,Nishiariakeeyo･Niigata

950-21,JAPAN.

ち.

家族歴 :父は限窺部魔 窟で,母は直腸癌で死亡してい

る｡

現病歴 :昭和i(咋 1月10鉦 頭痛と_38度台n発熱出現

し軽快 しないた入''1片24日某医へ入院.血沈LJ)先進,r!.]

血球増叡 結節性甲状腺鹿が認められ さらに注腸造影

にて横行結腸部に applee()l･PSignが指摘 されたたれ

2j127日試験開腹を受けたが.腫壕は発見さ才亘こか一一一た.

となった.

現症 :体温 ニ18.111度. 眼醸結膜に針山か ). 前頚部に

4x2.5cm の梗t･､可動性の無い腫癌を触知 した.表在

･Jンべ節は触知 しなか･一一一た.腹部では,手術療痕と人__【二

肝門を認めた他に,肝をit中で2横指触知 した.

別刷請求先 :

〒950･…21新潟市西行叩肝†1番27号

信楽園病院内科

高 滞 哲 也
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図 l Silltiscan像 ilLLF-_例11

左:右葉卜極に 川Iの矢損を認串る. ～__】-:帖的こ1日Tlハ†主情を認める.

図 2 穿刺Il削 t細抱診 (症例 11

胞体に富む大型の細胞がみられ繁夫細胞型未分化癌と診断された.



甲状腺疾患の臨床

検査所見 :血沈の克進と CRP強陽性を認め,正球

後産色素背教鹿を認めた.

胸部 しント▲上/･にて,縦隔 l上 ･べ節腫脹を認めた.

甲状腺.Iン+ ブうムでは.石生 L梅に 1.131で欠損 し.

2OITlで輿磯する腰癖を認め,甲状腺癌が疑われた (固

い.

次いで,吸引細胞診を行ったところ,胞体をこ窟む大型

で多核の細胞がみられ太細胞型未分化癌 と考えられた

し図 21.

さらに,Gaシソチグラムを施行 したところ,甲状腺

腰廃部の他に,縦隔部,両側副腎部にも集積を認め,甲

状腺大細胞型未分化癌ハ縦隔 りン:べ節.両側副腎移転と

診断 したO

経過 :1)oxolubicin,＼:Pl(i.Cisplatin.D(､xとUlle卜

hasom による化学療法を4夕-ル行ったがき縦隔 リン

パ節腰太が進行 し,両償Ej主気管支が圧迫されて,9月25

日呼吸不全をこて死亡 した.

本例の場合,診断の決め手は吸引細胞診だった.一般

的をこ,吸引細胞診の診断の能力を向上させるためをこぼ,

十分塵の細胞を採取する必要があるが,未分化癌の細胞

は病理学的に接着装置をこ乏 しく,吸引細胞診で多 くの細

胞を採取することが可能と思われる.さらをこ,細胞の形

態が特徴的で,吸引細胞診による診断iこ巌も適 している

389

腫壕と言える2131.未分化癌の早期診断の重要性とその

進行LT)早さを考える上 甲状腺LT)睦癌の中でも決 して多

い陸揚ではないが7㌧ まず最初に除外診断の必要在庫壕

と考えi､,れる.そ(')意味では,甲状腺腫壕を診た場合,

まず蝿初iこ.画像診断L7)前に行･>)べき検査として.吸引

細胞診は盈寮であると考えられた.

症例 2 :70歳 男性

主訴 :呼吸脚難

家族歴 :既往歴 特記すべきこと無し

現病歴 :昭和]31Jr寸:･5r].甲状腺癌,肺,頚部りンべ節

転移ハ診断iこて.ト門人腺全摘.頚部りンべ節廓清を施行

された. しかし.両側頚部,両班骨 卜部にりンバ節が 一

部通報 したた入㍉ さ1､--に頚部及び姉野に合計 600Omd

L7)外照射施行.そL'r')ときハ病理診断は,原発巣, りンべ

mgLり投与を受ける.外来通院中.咳軌 鴫横は杭いた

が,胸部Ⅹ線上認められた肺野の多結節性陰影及び頚部

リソバ節の増大傾向は殆ど認めなかった旬 しか し■昭和

60年9F.j､L･')血壊出現,昭和61年 11117日朝,呼吸閃難

を来たし入院となった.

入院時現症 :頚部に手術痕を認れ 両側頚部.石鎖骨

上演9 両厳嵩に径 3-10cm の 1)ソバ節を多数触知

図 3 Sint.iscan像 (1L-t.:潜り2)

13王lの集積はなく,諾臼旦Tlの雨肺尖部右鎖骨上部-の集積を認めた.



390 新潟医学会雑誌 第 106巻 第 5号 平成4年5月

図 Ì 陣場L,7y忙鋸像 し縞さ例 21

左:胴湖':噴 し別 ヒ癌 1. 石:縦隔郎陣鳴 し樟 )化癌)

図 5 縦隔部陣場の電g酎象 (×4000,症例2)

giantcelltypeの癌細胞. ろ胞構造を′j~~1･きず.接 占装置はほとんど.L吊 豆こい.

び左上肺野の湿性ラ音を聴取.入院時胸部レントL,-+ンで 影は,それ以前のものと変化なかった.胸部断層及び Cr
は.気管分岐部が左方;こ圧排され 左主気管支が高度に で,縦隔 りソべ節の高度の腫大が確認された.左側胸腔

狭窄 しており,左側i･こ胸水を認めた.肺野の阜結節性陰 穿刺にて,血性胸水 1,000ml吸引された.



甲状腺疾患の臨床

入院時検査所見 :血沈の高度先進 と CRP強陽性を

認札 末梢血液所見で正球性正色素性軌nlを認LLlた.′Ⅰ､hy-

roglot)ulin濃度は.血中.陶水中とも 32Ong,'ml以上

だった. アイ ソ トープ治療の可能性を検索する目的で

ScintigI･am を施行 した.123IscintigI･am では頚部.胸

部とも集積を認めなかった, 281TIscintigTam では両

側頚瓢 右鎖骨 L嵩､両側土師野に集積を認札 delこIyed

scamlingでも earlyseanningと同様で washotlt.は

認めなかった (図 3)｡

経過 :I)oxorubicin LT)胸空内及び全身投 Fj一一を行 ･')も

縦隔部Lr)&垂癌が急速に増人 し, 3i-:iJlH呼吸不全にて死

亡 した.

剖検所見 :両姉に径 1--2cm 人LT)瞳癌が散在 し,縦

隔部捌 まリソバ節が-塊 となって左主気管支を取 り囲む

露出 していた.

病理組織所見 :光麗所見では,肺塵癌はろ胞構造を昼

し甲状腺分化癌の転移巣と考えられたが,縦隔部腫藤は

ろ胞構造は見 られず,細胞は胞体に富む大型で多榛の細

胞がみられ, 太細胞型未分化癌と考えられた (囲鯨
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電齢 所見では,縦隔部腫轟はやは り胞体に富む接着装置

に乏 t_.い大型の細胞で,核は異形成が強 く大型の核小体

を有 しており.gialltCelltypeの未分化癌 と考え1､一わ

た (図 51. さt､)に, 胞体中iこIIロfド様物質を入れた

Iuminこ11spaeeをムとれ 甲状腺 l二度由来の細胞 と考

えられた (図 6)4)6)iO)

甲状腺未分化癌は.甲状腺分化癌の既往を有するもの

に争いという臨床的事実及び病PF.組織学的iこ分化癌 と混

在 していることが多い事実が知 られてお り, これ らの

ことより分化癌 より転化 し発生する屯のと考えられてい

る1､5㌧ さらに最近では,分化癌LT)転移巣かド十朱分化癌

が発生 した症例LT)報告もある7＼針9､.本症例の場 合も,30

年前に手術された原発娘には未分化癌の所見はなく,千

の後LrT)経過観察中にも転移巣は始と:変化 してないことよ

り,こLf)未分化癌は最近発生 したもL')と思われる.また.

今回入院時の L23lscilltigram で,頚部iこ全 く集積を認

めなかったことより,甲状腺の洩残 も考えにくい. した

化 したものと考えられる,さらに,電顔をこて未分化癌の

胞体中に二- [ド様物質を入れた luminalspase を認

図 6 縦隔郡陣場の電顕像 tX14000,症例2)

癌細胞の胞体内にコロイ ド様物質を入れた ium呈ma1SP盈Seが時に認め られる.
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めた.このことは,この細胞が甲状腺上皮由来であるこ

とを病理学的にうらずけている.甲状腺分化癌は進行が

緩徐で,悪性腫癌の中でも比較的予後の良い疾患とされ

ている,そのため,最近分化癌の手術々式は,締′トされ

る傾向をこある. しかし,未分化癌の予後を考えると.そ

の発生をできるだけ防 ぐ必要があると思われる.本例の

検討により,分化癌の早期発見と転移巣を含めた可能な

限りの切除で未分化癌の発生をある程度予防 L得る可能

性が示唆された.
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伊藤 ありがとうございました.どなたか御質問あり

ますで LLt勺か.時間がちょっと延長 していますので,

演者の万に前に出ていただかないで.全体を通 して何か

御質問がありましたド)お受け したいと思いますが. 1番

かド)最後の演題までの問に何か御質問がありましたらお

受け したいと思いますがいかがで しょうか.それではな

いようですので,もしありましたlT)ープロ7'で質問 してい

ただきたいと思いますので,シンポジウムはこれで終わ

りたいと思います.ありがとうございました.


