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甲状腺の病理と細胞診
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No potential COI to disclose

超音波検査所見からみた甲状腺結節の精査基準
（当院）

結節の最大径 対応
5mm以下 原則的に経過観察（注1）
6-10mm
１）乳頭癌を疑うもの 細胞診（注2）
２）良性と思われるもの 経過観察

11-20mm
１）嚢胞 経過観察（注3）
２）充実性腫瘍 細胞診

21mm以上 細胞診（注4）

注1：片葉切除予定の対側葉の疑わしい病変は行う
注2：微小癌は細胞診で診断を付けた上で、低危険度の微小癌は非手術・経過観察も選択枝の一つと説明。疑わしい病変が甲状腺内

に限局し、リンパ節腫大がない場合にはあえて細胞診をしないことも可。気管に接するもの、甲状腺の背面に露出し反回神経に近
いものは行う。

注3：嚢胞を形成する乳頭癌に注意。疑わしい場合は充実部を穿刺。
注4：多発性結節では、最も大きい結節よりも超音波所見で悪性を疑う結節を穿刺することが重要

• Sitting on a barber’s chair

• To relieve the tension

• To save the time

• To observe both US monitor and aspiration 

site 

• No anesthesia

• 22G needle （18G for drainage)

• Using gel-type disinfectant instead of 

jelly

• Probe covered with a condom

Ultrasound-guided FNA

Aspiration method
Insertion

Negative pressure

Cutting movement

Releasing negative pressure

Pulling out

Expressing

Removing the needle

Sucking an air
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•Lots of materials
•Sticky materials

Smearing : Press & release method

Once Twice

Preparations made by “Press & release method”

LBC slides

Aspiration

Express onto 

the slide

Rinse the needle with 

CytoRich red.

Test tube

LBC slides are made by using needle wash-out fluid 
after smearing for conventional slides 

Conventional slides

LBCを併用した場合の検体不適正率

通常塗抹標本 7.6% (82)

LBC標本
（塗抹後の針洗浄液を用いた）

6.3% (67)

通常塗抹標本
＋LBC標本

2.9% (31)

対象：2012年4月～7月に当院で行われた甲状腺細胞診1072例

甲状腺癌取扱い規約

第6版（2005） 第7版（2015）
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取扱い規約第6版
(2005)

取扱い規約第7版
(2015)

ベセスダシステム
(2010)

検体不適正 検体不適正
不適正

正常あるいは良性

嚢胞液

良性 良性

鑑別困難
意義不明 意義不明な異型

濾胞性腫瘍 濾胞性腫瘍

悪性の疑い 悪性の疑い悪性の疑い

悪性 悪性 悪性

甲状腺細胞診報告様式の比較

適正：細胞診断ができる標本
下記の4項目のいずれかの場合

１）10個程度の濾胞上皮細胞からなる集塊が6個以上
２）豊富なコロイド
３）異型細胞の存在（細胞数は問わない）
４）リンパ球、形質細胞、組織球などの炎症細胞

不適正：細胞診断ができない標本
下記の2項目のいずれかの場合

１）標本作製不良
乾燥、変性、固定不良、末梢血混入、塗抹不良など

２）上記適正の項目のいずれにも該当しない

検体の適正・不適正の基準

検体

適正率
良性 悪性

良性・悪性

判定率

Orija IB, et al.1)

(106)

58.5%

(62)

42.4%

(45)

0.9%

(1)

43.4%

(46)

Lubitz, et al.2)

(226)

58.8%

(113)

44.7%

(101)

0.4%

(1)

45.1%

(102)

当院

（254）

93.3%

(237)

81.5%

(207)

6.7%

(17)

88.2%

(224)

「不適正」 → 再検

1)Orija IB, et al. Endocr Pract. 2007;13:735-742

2)Lubitz CC, et al. Tyroid. 2012;22:590-594

• 本区分のほとんどは良性の嚢胞

• まれに嚢胞形成性の乳頭癌が含まれることがあ

る

• 定期的な経過観察が望ましい

• 画像上、嚢胞内に充実部がある場合は、充実部から

の再検が望ましい

嚢胞液（Cyst fluid） （取扱い規約第7版）

嚢胞液で、コロイドや濾胞上皮細胞を含まない標本

取扱い規約第７版 ベセスダシステム

意義不明
意義不明な異型／

意義不明な濾胞性病変

・再検が望ましい。 ・再検あるいは分子生物学検索

→再度同じ結果の可能性は20～25%

・検体適正症例の10％以下が望ましい ・甲状腺細胞診の10% 以下に限定(初版： 7%)

・悪性の危険度（10-30% ） (初版： 5-15%)

NIFTPが悪性でないとするなら、6-18%

「意義不明」の臨床的対応

（取扱い規約７版） （ベセスダシステム）

再検により他の区分に変わる可能

性は低い

再検の必要はない

検体適正例の10％以下が望ましい

葉切除あるいは分子生物学検索

悪性の危険度 25-40% (初版： 15-

30%).

NIFTPが悪性ではないとするな

ら(10-40%).

濾胞性腫瘍の臨床的対応
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濾胞性腫瘍の手術適応（当院）

1. 濾胞癌・濾胞癌の疑い
1. 遠隔転移（＋）

2. 細胞診：悪性・悪性の疑い

3. 超音波：甲状腺外浸潤（＋）

2. 濾胞癌の可能性がある
1. 触診・超音波：悪性疑い

2. 充実性結節かつ4㎝以上

3. 血清サイログロブリン値：1000ng/mL以上

4. 細胞診：鑑別困難

5. 経過観察中に増大

3. 良性と考えられる
1. 頸部の圧迫症状

2. ホルモン分泌性

3. 美容上（患者希望）

•種々の悪性腫瘍と硝子化索状腫瘍が含まれるが、その多くは乳頭癌。

•「濾胞癌の疑い」という診断名は用いない。

•濾胞型乳頭癌を疑うが、濾胞性腫瘍が否定できない標本も含まれる。

•良性疾患で含まれる可能性のあるものは、異型腺腫、腺腫様甲状腺
腫、橋本病など。

•基本的に、再検・針生検という考え方はしない

•その後の組織学的検索で80％以上が悪性であることが望ましい

悪性の疑い（Suspicious for Malignancy）

悪性と思われる細胞が少数、または、
所見が不十分なため、悪性と断定できない標本

本区分には乳頭癌、低分化癌、未分化癌、 髄様癌、リンパ腫、転移

癌などが含まれる。

悪性（Malignant） 悪性細胞を認める標本

当院 ベセスダ

結節の割合 13.1% (1365)

再検率 0.6% (74)

切除率 72.1% (984) 甲状腺全摘、葉切除

悪性の危険度(/切除結節） 99.2% (976) 97~99%

微小癌では経過観察する場合がある

気管の前面に付着、右葉、狹部、左葉に区分

10～30グラム、人体最大の内分泌臓器

ボール状の甲状腺濾胞からなる

甲状腺

濾胞上皮

コロイド

右
葉

左
葉狹

部

甲状腺の模式図

結合組織

濾胞上皮細胞

C細胞

カルシトニン産生

血管

コロイド

サイログロブリンを
含む
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甲状腺の結節性病変

濾胞上皮細胞由来

非腫瘍性ー嚢胞、腺腫様甲状腺腫

良性腫瘍ー濾胞腺腫

悪性腫瘍ー乳頭癌，濾胞癌，低分化癌、未分化癌

C細胞由来

悪性腫瘍ー髄様癌

リンパ球由来

悪性腫瘍ーリンパ腫

腺腫様甲状腺腫

Adenomatous goiter

• 甲状腺が非腫瘍性・結節性増殖により腫大する多発性病変

• 結節の形態学的特徴は多様性、不均一性

– 結節の数、分布、大きさ、内部構造などは症例により、あるいは個々の結節内にお

いても様々

– 出血、壊死、嚢胞形成、結合織の増生、硝子化、石灰化などの二次的変化を伴う

• Sanderson polster

– 大きな濾胞腔内に集簇した小濾胞が限局性に突出

腺腫様甲状腺腫（非腫瘍性・多結節性）

腺腫様甲状腺腫と間違いやすい症例

結節以外の部が腫大

サイログロブリン遺伝子異常症

3２歳、女性。

甲状腺：154ｇ
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Dyshormonogenetic goiter

• 甲状腺ホルモンを産生する過程の遺伝的欠損（常劣）によって

起こる甲状腺腫

• 先天的甲状腺機能低下症を来たすことがある

• Pendred症候群、サイログロブリン遺伝子異常症、TPO異常症、

NIS異常症など

濾胞腺腫Follicular adenoma

• 濾胞上皮由来の良性腫瘍

• 線維性被膜により被包化

• 腫瘍細胞はほぼ均一な大きさおよび形で、主として濾胞状に

増殖

• 被膜浸潤、脈管浸潤、転移をみることはない

濾胞腺腫と腺腫様甲状腺腫との鑑別

濾胞腺腫 腺腫様甲状腺腫

病変数 単発性 多発性

被膜 厚い 薄い〜厚い

連続的 不連続的

周囲組織の圧排像 有 無

内部構造 均一 不均一

濾胞の大きさ 均一 大小不同

乳頭状構造 稀、局所的 頻、Sanderson Polster

構成細胞 均一 多彩な形態

結節外との類似性 なし あり

変性所見 稀 頻

リンパ球浸潤 稀 頻

濾胞腺腫の特殊型Variants

• 好酸性細胞型腺腫Follicular adenoma, oxyphilic cell variant

– 腫瘍の大部分が好酸性細胞で占められる濾胞腺腫

– 肉眼的に褐色調

– 細胞質：顆粒状、豊富、好酸性

– 核：二核が目立つ、クロマチンは粗大顆粒状、しばしば過染色性

– 細胞質内には豊富なミトコンドリア

• 明細胞型腺腫

• 異型腺腫

濾胞腺腫（好酸性細胞型）
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異型腺腫Atypical adenoma
• 強い構造異型・核異型・細胞異型を呈する濾胞腺腫

• 被膜浸潤および脈管浸潤はみられない

濾胞腺腫と間違いやすい症例

（結節性橋本病）

濾胞性腫瘍？

境界部低エコー帯 → 腫瘍被膜

US診断：腺腫様結節あるいは濾胞性腫瘍疑

形状：整、 内部：等・均質、 微細高エコー：無

濾胞型・被包型（非浸潤性）乳頭癌

濾胞癌Follicular carcinoma

• 濾胞構造を基本とする濾胞上皮由来の悪性腫瘍

• 乳頭癌にみとめられる特徴的な核所見はみられない

• 悪性基準

– 被膜浸潤、脈管浸潤、転移のいずれかが組織学的に確認される

• 細胞の異型度は良性・悪性の区別に関与しない

被膜浸潤 脈管浸潤
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濾胞癌の亜分類

微少浸潤型 広範浸潤型

診断基準 組織上微少浸潤がみられる被包型腫瘍 周囲組織や血管

被膜浸潤のみ 脈管侵襲3個≧ 脈管侵襲４≦ に広範な浸潤

平均年齢 47-50歳 53-59歳

局所再発 なし 稀 稀 頻

所属リンパ節転移なし 稀 稀 13-24％

遠隔転移 なし 稀（5％） 時に 29-69％

腫瘍関連死 0% 3-5% 18% 30-50%

治療 葉切除 葉切除 全摘 全摘

or 亜全摘 放射線ヨード 放射線ヨード

± TSH抑制療法TSH抑制療法 TSH抑制療法

微少浸潤型 広汎浸潤型

濾胞癌（被膜浸潤）

被膜浸潤

被膜浸潤

被膜浸潤

広汎浸潤型濾胞癌。主結節外に多数の娘結節がみられる

Traditional AFIP WHO

Minimally 
invasive

Minimally 
invasive

With capsular invasion
Minimally
invasive

With limited vascular 
invasion (<4 vessels) Encapsulated 

angioinvasiveWith extensive vascular 
invasion (>4 vessels)

Widely 
invasive

Widely invasive Widely invasive

濾胞癌の分類
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16236件（1983-2010年）

甲状腺悪性腫瘍の内訳 乳頭癌 Papillary carcinoma

• 甲状腺悪性腫瘍の90％以上

– リンパ節転移を起こしやすい

• 濾胞上皮由来の悪性腫瘍で，基本構築として乳頭状構造を示す

• 腫瘍細胞の特徴的所見として，

– すりガラス状核ground glass nucleus

– 核内細胞質封入体intranuclear cytoplasmic inclusion 

– 重畳核overlapping nuclei

– 核の溝nuclear groove

– 砂粒小体psammoma body 

乳頭癌の肉眼所見

灰白色、充実性、浸潤性 被包化、顆粒状

すりガラス状核
（Orphan Annie Eye Nuclei）
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核内細胞質封入体

核の溝

核重畳

乳頭癌の特殊型 Variants

• 濾胞型乳頭癌

• 被包型乳頭癌

• 大濾胞型乳頭癌

• 好酸性（膨大）細胞型乳頭癌

• びまん性硬化型乳頭癌：若年、転移率高い

• 高細胞型乳頭癌：高悪性度、高齢者

• 篩（・モルラ）型乳頭癌：予後良好、大腸ポリポーシス合併例あり

• 充実型：小児に多い

濾胞型乳頭癌

• 濾胞状パターンを示す乳頭癌（乳頭状パターンなし）

• 腫瘍細胞が乳頭癌に定型的な核所見をしている

• 生物学的態度は乳頭癌、遺伝子異常は濾胞癌

– リンパ節転移がみられやすい、ras遺伝子異常（乳頭癌はBRAF遺伝子異常）

大濾胞型 濾胞型 びまん性濾胞型

両葉がびまん性に腫大。結節性病変なし

びまん性硬化型乳頭癌 １８歳、女性
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両葉が腫大、微細高エコーがびまん性に多数、結節性病変なし びまん性に、無数の微細石灰化がある

びまん性硬化型乳頭癌
癌性リンパ管症の状態、無数の砂粒体、慢性甲状腺炎、線維化

篩型乳頭癌
若い、女性、予後極めて良好

遺伝性（ＦＡＰを合併）→多発性

散発例→単発性

２１歳、女性：

腺腫様甲状腺腫を思わせる多発性結節
高細胞型乳頭癌

• 腫瘍組織の50％以上が背の高い腫瘍細胞“高

細胞”から構成される。

• 取り扱い規約では腫瘍細胞の高さが幅の2倍以

上を“高細胞”とみなしているが、WHO分類では3

倍以上。

• 核は通常型乳頭癌と同じ

• 高年齢者に発生する傾向あり

• 甲状腺外進展、壊死、核分裂像、血管侵襲など

をみることが多く、その様な症例では通常型乳頭

癌よりも侵襲性である。



甲状腺の病理と細胞診 2018/1/14

隈病院 廣川満良 12

MIB-1

充実型乳頭癌 充実型 低分化癌 低分化癌

With convoluted 
nuclei

低分化癌 Poorly differentiated carcinoma

• 高分化型乳頭癌ないし高分化型濾胞癌と未分化癌との中間的な形態像

および生物学的態度を示す濾胞上皮由来の悪性腫瘍

• 旧規約では低分化型乳頭癌、低分化型濾胞癌として、それぞれ乳頭癌、

濾胞癌の中に細分類されていた

• 索状 trabecular、充実性 solid、島状 insularのいずれかの増殖パターンが

腫瘍の５０％以上を占める

充実性

索状 島状

低分化癌

未分化癌 Undifferentiated (anaplastic) carcinoma

• 高度な構造・細胞異型を示す濾胞上皮由来の悪性腫瘍

• 極めて悪性度の高い腫瘍。多くは数ヶ月以内に死亡

• 急速な充実性増殖を示し、しばしば壊死や出血を伴う

• 白血球増多症、ＣＲＰ陽性

• 一部に乳頭癌・濾胞癌・低分化癌がみられる例が多い。

– これはこれらを先行病変として未分化癌が発生したと解釈されている（未分化転化anaplastic 

transformation）
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未分化癌
CT像

(石灰の形態・全体像の把握)超音波像

卵殻状石灰化 （先行病変）

石灰の周囲に増大する低エコー域があれば
未分化癌や低分化癌を考える。

気管への浸潤

乳頭癌

未分化癌

Short-term:<3 months
Long-term:>1 year

• 甲状腺傍濾胞細胞（C細胞）由来の悪性腫瘍

–血中カルシトニン・CEA高値

• 髄様癌の形態は組織学的にも細胞学的にも
きわめて多彩

–増殖パターン：充実性、シート状、島状、索状

–腫瘍細胞形：類円形、多辺形、紡錐形

–免疫組織化学的に、クロモグラニンA、カルシトニ
ン、CEA陽性

–間質にアミロイド沈着

髄様癌medullary carcinoma

形状：不整

内部エコー：低い 高エコー：中心に集簇

石灰化 アミロイドの沈着

腫瘍細胞

三層構造
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類円形 紡錘形 大型異型 混合型

濾胞状 偽乳頭状 小細胞型 カルチノイド様

アミロイド

乳頭癌・濾胞癌

（濾胞上皮由来）

髄様癌

（C細胞由来）

サイログロブリン ＋ −

カルシトニン − ＋

CEA − ＋

乳頭癌・濾胞癌と髄様癌の免疫組織化学

偽乳頭状
髄様癌

偽濾胞状

カルシトニンカルシトニン

Suzuki, et al. Endocr J. 2017;64:1099-1104

Suzuki, et al. Endocr J. 2017;64:1099-

髄様癌の病型
• 遺伝性

–常染色体性優性遺伝

–若年者に発生、多発性

– RET突然変異

– C細胞過形成を伴う

–多発性内分泌腫瘍症
• MEN2A （＋副腎褐色細胞腫、副甲状腺機能亢進症）

• MEN2B （ ＋副腎褐色細胞腫、粘膜神経腫、厚い口唇、マルファン様体形、
有髄角膜神経線維 ）

• 家族性（合併症なし）

• 散発性
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遺伝性髄様癌

上1/3に多発

カルシトニン

C細胞過形成

甲状腺癌の臨床病理学的特徴

乳頭癌 濾胞癌 低分化癌 未分化癌 髄様癌

頻度 90％以上 5％以下 １％前後 １％前後 3％前後

年齢・性別
40～50歳代・女
性優位

40～50歳代・
女性優位

40～50歳代・女
性優位

50歳代以上

・女性優位
家族性は若い
・女性優位

リンパ節転移 高頻度 稀 高頻度 高頻度 少ない

血行性転移 少ない やや多い やや多い 高頻度 少ない

予後 良好 良好 不良 極めて不良 ほぼ良好

遺伝子変異
RET再構成、
BRAF突然変異

PPARγ/PAX８、
RAS突然変異

BRAF、RAS 、p５
３突然変異

p５３突然変異 RET突然変異

リンパ腫 lymphoma

– ほとんどがB細胞性で、通常橋本病を背景に伴う

• 節外辺縁帯B細胞リンパ腫、ＭＡＬＴ型

– 中型の腫瘍性Ｂリンパ球（centrocyte-like cell(CCL細胞)や monocytoid B-cellのびまん性ないし不
明瞭な結節状増生

– 濾胞上皮内への腫瘍性リンパ球の巣状浸潤増殖lymphoepithelial lesion (LEL) 

– 濾胞腔内への腫瘍性リンパ球の充填 packing,MALT ball

– 腫大した胚中心内にリンパ腫細胞が浸潤follicular colonization

– 低悪性度

– CD20+/CD79a+、CD5-、CD10-、CD23-、CD43+/-、CD11c+/-

• びまん性大細胞型Bリンパ腫

– 大型腫瘍細胞のびまん性増生

– 破壊性増生が強く、しばしば静脈壁、周囲組織、前頚筋へ浸潤

– 高悪性度

– CD20+/CD79a+、CD45+、CD3-

びまん性大細胞型リンパ腫 MALTリンパ腫



甲状腺の病理と細胞診 2018/1/14

隈病院 廣川満良 16

MALTリンパ腫 packing
AE1/AE3 CD20

橋本病 悪性リンパ腫
MALTリンパ腫 びまん性大細胞型

針生検で、リンパ腫の確定診断は可能か？

MALTリンパ腫

濾胞性リンパ腫

橋本病

悪性リンパ腫の診断

表面マーカー検査
（CD45ゲーティング

染色体検査
（Gバンド）

遺伝子検査
（サザン）

神戸甲状腺診断セミナー
毎年1or2月。講演11題、顕微鏡実習50例

甲状腺細胞診教育コース
随時。鏡検実習を中心とした教育コース（２日間・３日間）
短期間で甲状腺の病理・細胞診を習得したい方にオススメ

出張顕微鏡実習
全国どこでも、標本持参で出張します。お気軽にご相談を。

「Kobe Thyroid Cytology Club」
講演や学会発表のハンドアウトをHPにアップ
「穿刺・塗抹法のコツ」の動画
上記講習会の申込も、こちらから

セミナーやっ
ています。

Kobe Thyroid


