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猫の甲状腺癌の2例

い，再発，遠隔転移が認められず予後が良いと報告さ

れている［5，6］。

今回，気管食道を圧迫し，膝下障害，発咳を呈した

非常に大型の嚢胞を伴う甲状腺癌と，小さく硬固な甲

状腺癌の2例に遭遇した。この2症例について病理組

織所見と術後の経過について検討したところ，いくつ

かの興味深い結果が得られたのでその概要を報告する。

症　例　1

症例は16歳8カ月齢の雑種猫，去勢雄，体重4．7kg

で右側頭部腹側に軟性腫癌があり，発咳，膝下がしづ

らそうとのことで来院した。腫癌は6×4×1．5cmで

気管の右側に位置していた。穿刺にて暗赤色の液体が

30ml採取され，その液体の細胞診にて多数の2核細

胞や核の大小不同が認められた。血液検査，血液化学

検査は異常を認めなかった。その後，1カ月～1カ月

半に一度の吸引を3回行い，暗赤色の液体が毎回15－

25ml採取された。

第130病日にCT検査を行ったところ，腫癌は右喉

頭部から第4頚椎レベルまで食道と気管に接する形で

存在し，一部食道と気管を圧迫していた。被膜に囲ま

れ大部分が液体であったが　被膜内に一部造影増強さ

れる領域が確認された（Fig．1）。正常な右側甲状腺は

確認されなかった。左側甲状腺，下顎リンパ節，内側

咽頭喉リンパ節，浅頸リンパ節，肺に異常は認められ
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Fig．1症例1第130病日CT検査所見
A：腫癌の大部分は液体で食道気管を圧迫している。
B：腫瘍内に一部造影増強される領域が認められる。

なかった。

血液検査は異常を認めなかったが，血液化学検査で

は軽度の腎機能の低下が認められた（BUN30．4mg／dl

Cre2．1mg／dl）。甲状腺ホルモン（T4）値は3．OLLg／dl

で正常であった（Tablel）（正常値0．7－3．9LLg／dl動物

ケンサ社）。

第150病日に腰痛摘出術を行った。喉頭から胸骨柄

の頭側まで正中切開を行い，胸骨舌首筋と胸骨頭筋を

正中から外反させた。腫癌は気管の右側から食道の背

側に位置し，薄い被膜に包まれているものの周囲との

癒着があり，一部食道にも癒着していたので剥離し，

腫瘍を切除した。腫酒屋側に一部黄色組織が認められ

た。

病理組織検査で腫瘍は甲状腺濾胞上皮細胞が乳頭状

から濾胞充実状に増殖し，中心に大きな嚢胞腔が形成

され，壊死組織や腫瘍組織塊が浮遊していた（Fig．2）。

部分的に核異型の強い腫瘍細胞が増殖している領域が

あり（Fig．3），同部位の核分裂指数は6／10HPFであっ

た。腫瘍辺縁には被膜構造があり，腫瘍細胞の被膜浸

潤や脈管浸潤は認められず，標本上の切除縁に腫瘍組
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Fig．2　症例1病理組織写真

甲状腺濾胞上皮細胞が乳頭状から濾胞充実状に増殖
し，中心に大きな嚢胞腔が形成されている。
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Fig．3　症例1病理組織写真

部分的に核異型の強い腫瘍細胞が増殖している。
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Table2　症例2　血液検査所見

検査項目
WBC

RBC

HGB

PCV

MCV

MCH

MCHC

PLT

AST

ALT

ALP

BUN

Cre

IP

TP

Alb

Glu

mho

Ca

T4

17病日

赤㌃‾

9．21

15．0

41．6

45．2

二6．3

36．1

24．3

397病日

4100

9．49

13．5

39．3

41．4

14．2

34．4

22

24

考　　　　察

今回の猫の甲状腺癌2例は形態的には全く異なるも

ので　巨大な嚢胞を伴い，軟性で食道気管を圧迫した

ものと，小型で硬団だが可動性のあるものであった。

また，嚢胞を伴った甲状腺癌は非機能性，小型の甲状

腺癌は機能性であった。どちらの症例も術後，再発，

転移も認められず1年以上生存しており，予後は良好

であった。猫の甲状腺癌は再発と転移が多ぐ　予後が

悪いという欧米での報告とは異なっていた［1－4］。

症例1では腫瘍細胞全体の異型性は乏しく，腫瘍の

被膜浸潤や脈管浸潤は認められなかったが　部分的に

核異型の強い，核分裂の多い領域が認められたことよ

り甲状腺癌と診断された。欧米では，細胞異型，構造

異型に加え，被膜外浸潤，脈管浸潤を示すものを甲状

腺癌と診断している［9，10］。iこれに対して日本では

浸潤がなくても構造異型や細胞異型の程度により，腺

腫または腺病に診断されることがある。また細胞の多

形性や核分裂像の多きなどの判断基準には明確なもの

がなく，病理医により多少の違いが出ることがあると

学会報告されている。日本における人の濾胞腺臆と濾

胞腺病の判断基準は，被膜の有無，被膜浸潤脈管浸潤

の有無，分化度などであるが　病理医の経験と主観に

委ねられる部分が多く，複数の病理医による良性悪性

の診断が一致したものは40％に過ぎなかったと報告さ

れている［8］。人の消化管（食道，胃，大腸）腫瘍で

は欧米と日本の病理診断基準の違いで　日本では癌腫

の割合が多く予後も欧米と異なることから，ウィーン

分類を作成し，すりあわせが行われたことがある［7］。

欧米では細胞異型や，構造異型の強い腫瘍であっても

浸潤のないものは癌腫としない。一方日本では浸潤が

なくても構造異型や細胞異型の程度により癌腫と判断

することがある［8］。猫の甲状腺癌でもこのような判

断基準の違いによって，欧米より日本の方が甲状腺癌

と診断されることが多く，予後の違いを生じるのでは

ないかと思われる。
一方，今回症例2では，部分的に核分裂が多い領域

が認められ，腫瘍細胞が被膜内の血管に侵襲する像と，

被膜外に増殖巣を形成する像が一部に認められた。し

かし，被膜外浸潤が認められているにもかかわらず，

再発と転移は術後20カ月目において認められなかっ

た。人の甲状腺癌の発生は世界的に大きな違いがあり，

日本と米国では発生する腫瘍の組織型にも違いがあり，

その組織型による臨床経過にも違いがあることも分

かっている。これは環境や栄養など様々な因子が関係

していると言われている［11，12］。猫においても，甲

状腺機能克進症や甲状腺腔に関して，様々を環境因子

が関与しているのではと推測されており［1，4］，人と

同様に猫においても日本と欧米で発生する甲状腺癌に

違いがある可能性が考えられた。

本報告は猫の甲状腺癌の2症例と十分な症例数では

ないが，猫の甲状腺癌と診断された時に，欧米と異な

る日本の病理診断基準の違いや，挙動の違う組織型で

ある可能性もあることを認識し，病理診断医と相談し

た上で治療方針を決める意識も必要と思われた。
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