プログラム
特別講演１

（60分）

進化した子宮内膜 LBC 細胞診の現況― 標本作製法から判定方式まで ―
演

者：平井 康夫（獨協医科大学産婦人科学教室特任教授 兼PCLジャパン病理細胞診センター所長）

座

長：深澤 一雄（栃木県臨床細胞学会会長）

特別講演 2

（60分）

「今をいきる」～いのちとは～
演

者：倉松 俊弘（医王山阿弥陀院薬王寺住職）

座

長：平林 かおる（栃木県立がんセンター病理診断科）

教育講演 1

（40分）

膵・胆道疾患の病理と細胞診
演

者：福嶋 敬宜（自治医科大学病理学・病理診断部）

座

長：石田 和之（獨協医科大学病理診断学）

教育講演 2

（40分）

泌尿器細胞診の見方と鑑別を要する細胞
演

者：是松 元子（株式会社 LSI メディエンス病理細胞診）

座

長：圓谷

勝（栃木県臨床細胞学会監事／元栃木県細胞検査士会会長）

教育講演 3

（40分）

甲状腺の病理と細胞診―最近の話題―
演

者：亀山 香織（昭和大学横浜市北部病院臨床病理診断科）

座

長：河田 浩敏（自治医科大学病理学講座人体病理学部門）

スライドカンファレンス
座

（45分）

長：五十嵐 誠治（一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院病理診断科）

清水 和彦（足利赤十字病院病理診断科）

婦人科
出題者：笠井 一希（山梨大学医学部附属病院病理部）
回答者：渡邉 裕加（上都賀総合病院検査科）
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リンパ節
出題者：土田

秀（群馬県立がんセンター病理検査課）

回答者：川又 圭太（済生会宇都宮病院病理検査課）

体腔液
出題者：石黒 和也（筑波メディカルセンター病院臨床検査科）
回答者：飯塚

渉（伊勢崎市民病院中央検査科）

一般演題

（１演題７分）

婦人科（P-1，P-2，P-3）
座

長：端

P-1

昌彦（山梨大学医学部産婦人科）

子宮腺肉腫の 1 例
○菊地 寿英，鉢村 和章，神蔵 慎一，岡田 真也
国際医療福祉大学病院病理診断科

P-2

子宮内膜細胞診における液状化細胞診と記述式報告様式の検討
○深代 やす子 1），真下 祐一 1），森川 容子 1），稲垣 圭子 1），大野 順弘 2）
1）利根中央病院検査室，2）利根中央病院病理診断科

P-3

腹水細胞診で特徴的な細胞像を呈した卵巣卵黄嚢腫瘍の一例
○竹川 航平，小柳 貴裕，高橋 詳史，葭葉 貴弘，高橋 寿々代，種市 明代，嵯峨
竹井 裕二，藤原 寛行

泰，

自治医科大学附属病院産科婦人科

呼吸器，体腔液（P-4，P-5，P-6）
座

長：仲村

P-4

武（横浜南共済病院病理診断科）

肺腸型腺癌の 1 例
○沼上 秀博 1），舟橋 光政 1），宮川 芽依 1），鳥羽 里穂 1），清水 禎彦 2）
1）埼玉県立循環器・呼吸器病センター検査技術部，2）埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理診断科

P-5

心嚢水細胞診およびセルブロックでは組織型推定が困難だった肺扁平上皮癌の 1 症例
○浅野 功治 1），清水 陽平 2），北原 幸長 2）
1）諏訪中央病院病理診断科，2）諏訪中央病院中央検査科

P-6

胸水細胞診において診断に苦慮した中皮腫の一例
○藤井 麻帆 1），落合 剛史 1），黒川 敬男 1），天野 雄介 2），仁木 利郎 2）
1）芳賀赤十字病院検査部，2）自治医科大学病理学講座
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甲状腺，頭頸部（P-7，P-8）
座

長：浅野 功治（諏訪中央病院病理診断科）

P-7

パパニコロウ染色標本脱色後の免疫組織化学染色が診断に有用であった甲状腺髄様癌
の２症例
○安達 輝樹 1），山川 百合代 1），渡邉 裕加 1），佐藤 武 1），豊田 亮彦 2）
1）上都賀厚生農業協同組合連合会上都賀総合病院検査科，2）上都賀厚生農業協同組合連合会上都賀総合病院病理診断科

P-8

耳下腺に発生したリンパ上皮癌の 1 例
○舟山 尚輝，桜井 貞広，角張

純

佐野厚生総合病院検査科

リンパ・造血器１（P-9，P-10，P-11）
座

長：星 サユリ（栃木県立がんセンター病理診断科）

P-9

乳腺原発悪性リンパ腫の 1 例
○黒川 敬男 1），藤井 麻帆 1），落合 剛史 1），天野 雄介 2），仁木 利郎 2）
1）芳賀赤十字病院検査部，2）自治医科大学病理学講座

P-10 胸水中に出現した単形性上皮向性腸管 T 細胞リンパ腫の 1 例
○川又 圭太 1），石崎 幹子 1），兼崎 真由美 1），廣瀬 英俊 1），青木 律子 1），湯澤 浩子 1），
若松 早穂 2），江本 桂 4），下田 将之 4），廣瀬 茂道 3），西川 秋佳 2）
1）済生会宇都宮病院病理検査課，2）済生会宇都宮病院病理診断科，3）済生会中央病院病理診断科，
4）慶應義塾大学医学部病理学教室

P-11 腹水中に emperipolesis がみられた悪性リンパ腫の 1 例
○二階堂 貴章，木原 淳，柳田 美樹，郡 俊勝，中村 香織，鈴木 智子，織田 智博，
芳賀 美子，天野 雄介，松原 大祐，仁木 利郎，福嶋 敬宜
自治医科大学病理診断部

リンパ・造血器２（P-12，P-13，P-14）
座

長：豊田 亮彦（上都賀総合病院病理診断科）

P-12 血管免疫芽球性Ｔ細胞リンパ腫患者に生じた胸水の診断にセルブロックを用いた免疫
染色が有用であった一例

○古米 遥 1），町田 浩美 1），島田 三奈美 1），加藤 輝 1），石﨑 里美 1），松山 欽一 1），
石川 美保子 1），永井 多美子 1），佐々木 英夫 1），金子 有子 2），中里 宜正 2），石田 和之 1,2）
1）獨協医科大学病院病理部，2）獨協医科大学病院病理診断科

P-13 EUS-FNA によるホジキンリンパ腫の細胞診断（症例報告）
○中村 海斗 1），中澤 久美子 1），望月 直子 1），花井 佑樹 1），笠井 一希 1），田中
井上 朋大 2），望月 邦夫 1,2），近藤 哲夫 1,2）
1）山梨大学医学部附属病院病理部，2）山梨大学医学部人体病理学講座
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薫 1），

P-14 末梢血検体に対するセルブロックの有用性
○飯田 麻美 1），土田 秀 1），布瀬川 卓也 1），下山 富子 1），花井 絵梨果 1），神山 晴美 2），
飯島 美砂 3），中里 宜正 4），鹿沼 達哉 5）
1）群馬県立がんセンター病理検査課，2）群馬県立小児医療センター検体検査課，
3）群馬県立がんセンター臨床病理検査部，4）獨協医科大学病院病理診断科，
5）群馬県立がんセンター婦人科

神経，骨・軟部（P-15，P-16）
座

長：伊古田 勇人（群馬大学医学部附属病院病理部・病理診断科）

P-15 脳脊髄液中に腫瘍細胞が見られた脳原発胚細胞性腫瘍の一例
○明賀 伊織，竹内 裕子，西東 瑠璃，池村 雅子
東京大学医学部附属病院病理部

P-16 胞巣型横紋筋肉腫の 1 例
○川村 政人 1），中村 雅哉 1），廣瀬 芳江 1），山田 裕子 1），遠藤 みゆき 1），小林 萌夏 1），
飯塚 あかり 1），清水 和彦 2）
1）足利赤十字病院臨床検査部，2）足利赤十字病院病理診断科

消化器，その他（P-17，P-18）
座

長：森下 由紀雄（東京医科大学茨城医療センター病理診断科）

P-17 当院の超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）における細胞診結果の検討
○増田 晴菜 1），中野 公子 1），上田 香織 1），小倉 祐紀子 1），中野 真希 3），髙橋 夏希 1），
二本柳 紫苑 1），星 暢夫 2），星 サユリ 2），若松 早穂 4），阿部 信 2），平林 かおる 2）
1）独立行政法人栃木県立がんセンター検査技術科，2）同 病理診断部，3）県北健康福祉センター，
4）済生会宇都宮病院

P-18 原発不明 Goblet cell carcinoid の 1 例
○仲村
小嶋

武，毛利 かれん，野﨑 真仁，牧野
結，河野 尚美

純，小山 剛司，今井 宏樹，中野 睦子，

横浜南共済病院病理診断科
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特別講演

１．進化した子宮内膜 LBC 細胞診の現況―標本作製法から判定方式まで―
演

者：平井 康夫（獨協医科大学産婦人科学教室特任教授 兼PCLジャパン病理細胞診センター所長）

座

長：深澤 一雄（栃木県臨床細胞学会会長）

２．
「今をいきる」～いのちとは～
演

者：倉松 俊弘（医王山阿弥陀院薬王寺住職）

座

長：平林 かおる（栃木県立がんセンター病理診断科）

特別講演１

進化した子宮内膜 LBC 細胞診の現況
― 標本作製法から判定方式まで ―
平井 康夫

獨協医科大学産婦人科学教室特任教授
兼PCLジャパン病理細胞診センター所長

子宮内膜細胞診は，子宮体癌高危険群を対象とした子宮体癌早期発見の手法として日本で頻用されている．
同時に外来診療の現場でも，内膜組織診による精密検査の必要性を判断するための重要な検査法とされてい
る．したがって，その診断精度と精度管理は重要な課題である．そこで従来の直接塗抹法による子宮内膜細
胞診に代わって，液状化検体細胞診 (liquid based cytology: LBC) による子宮内膜細胞診（内膜 LBC 法）
の研究が世界的に進んでいる．内膜 LBC 法は従来法にはない多くの利点（再現性が高い，不適正が少ない，
臨床医の負担が少ない，など）が期待され，日本でも広がりをみせている．
本講演では，日本でも急速に普及している LBC 法を活用した子宮内膜細胞診の実際について，自身の経
験に基づいて解説する．
子宮頸部細胞診と同様に，日本では ThinPrep(TP) 法，SurePath 法，TACAS 法などが，子宮内膜細胞
診としても用いられる．各 LBC 法の特色や，最適な採取器具について概説する．各 LBC 法の内膜細胞診
標本作製法については，各手法毎に特色があり，それぞれ標本作製法上の注意点や工夫が最適な細胞標本を
作製する上で必要である．
内膜細胞診の報告様式と判定基準については，本学会の細胞診ガイドラインによる記述式報告様式（国際
的には内膜細胞診の The Yokohama System: TYS と認知されている）と判定基準を採用している．判定結
果は原則としてクラス分類や陰性，疑陽性，陽性分類も併記した報告書を作成している．内膜 LBC 標本に
おける新報告様式と判定基準の実際について，詳しく解説する．

LBC 法による子宮内膜細胞診は，国際標準となる報告様式と判定基準を用いることで高精度を示唆する
データが世界的に蓄積している．ThinPrep 法と SurePath 法はそれぞれの特質に留意して標本を作製すれば，
共に子宮内膜細胞診標本として非常に有用である．LBC 法による子宮内膜細胞診が普及することにより，
今後は記述式子宮内膜細胞診報告様式（The Yokohama system）の各カテゴリー毎の ROM（risk of

malignancy）の信頼性が向上し，より精密な臨床的取扱（トリアージ）が可能になることが期待される．
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特別講演２

「今を生きる」 ～ いのちとは ～
倉松 俊弘

医王山阿弥陀院薬王寺住職

「命を大切にしましょう」とよくいわれますが，いったい「いのち」とは何か？何を大切にするのか，今
を生きるとはどういう事なのか？医学と仏教の両方の世界を経験し観じたことを私なりに話させていただき
ます．
最初に因縁生起について話します．今この場があることは，私の縁と，皆さまの縁とが結びついた結果こ
の講演会があります．因とは自己の力であり，縁とは自己以外の力です．この因と縁が結びつき，絆を持つ
ことでその結果が生じることになります．自分だけの力では何事も生じないということです．
さて，医学とは目に見える世界であり，宗教は目に見えない心の世界です．医学は科学であり，同じ結果
が得られますが，宗教は人の信仰により得られるものは異なります．それぞれ進み広がる方向は違いますが，
どちらも「いのち」を大切にする，人の幸せを願うという共通する使命があります．
では「いのち」とは何でしょうか？お子さんに「命を大切にしろ！と言われたけれど命って何？」と聞か
れた時，何て答えたらいいでしょうか？「いのち」は目に見えないもので，手に取ることは出来ません．触
ることも出来ません．お話することも出来ません．でもなくては困るものです．自分だけのもので一人一人
みんなが持っているもの，生まれた時から死ぬまで自分のもので，両親から自分だけに与えられたものです．
さらに，そのいのちは数え切れない人と繋がっています．命は自分だけのものと思っていたのが，実は自分
だけのものではありません．だから大切にしなければいけないのです．
でも今ある「いのち」は自分のものです．自分の為にあるものであり自分にしか使えないものです．いつ
なくなるかわからない「いのち」です．この大切な自分の「いのち」を少しだけ他の「いのち」に使ってみ
ると，
「ありがとう」という感謝の心が返ってきます．これが命を大切にする事，今を生きることなのです．
今生きている自分も，他の人から大切な「いのち」をいただいていることに気づくと「ありがとう」という
心が湧いてきます．ありがとうのキャッチボールをすることが今を生きることなのです．
我々の体中においてもたくさんの細胞がありますが，それぞれがお互いの細胞との連絡を図り生かし生き
ています．すべての人が，自分の大切ないのちを他のいのちに使うことができれば，真の喜び，大楽が得ら
れます．
また今，新型コロナウイルス感染症で世界が大変な状況にあります．昔から宗教，仏教は疫病退散の祈願
を行ってきました．この疫病と宗教の関係にも少し触れてみたいとも思います．
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教育講演

1．膵・胆道疾患の病理と細胞診
演

者：福嶋 敬宜（自治医科大学病理学・病理診断部）

座

長：石田 和之（獨協医科大学病理診断学）

2．泌尿器細胞診の見方と鑑別を要する細胞
演

者：是松 元子（株式会社 LSI メディエンス病理細胞診）

座

長：圓谷

勝（栃木県臨床細胞学会監事／元栃木県細胞検査士会会長）

3．甲状腺の病理と細胞診―最近の話題―
演

者：亀山 香織（昭和大学横浜市北部病院臨床病理診断科）

座

長：河田 浩敏（自治医科大学病理学講座人体病理学部門）

教育講演 1

膵・胆道疾患の病理と細胞診
福嶋 敬宜

自治医科大学病理学・病理診断部

消化器腫瘍の WHO 分類第 5 版が 2019 年に発行された．主な改訂点は，胆道系では，胆管内乳頭状腫
瘍（IPNB）を，膵臓の膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）に類似性の高い type 1-IPNB と乳頭型胆管癌に含
まれ得る type ２-IPNB に分けたことがあげられる．膵臓では，膵管内腫瘍（IPMN ほか），膵上皮内腫瘍
性病変（PanIN）や粘液性嚢胞腫瘍（MCN）に 2 段階異型度分類が採用され，膵管内オンコサイト型乳頭
状腫瘍（IOPN）が IPMN から独立した腫瘍単位として位置付けられた．神経内分泌腫瘍（PanNEN）は，
内分泌腫瘍の WHO 分類第 4 版での改訂内容を踏襲し PanNET G3 と PanNEC G3 が分けられた．
適切な細胞診断のためには，病理組織学的な概念や腫瘍組織型を理解しておく必要がある．特に EUS-

FNA 細胞診検体では，従来の膵液細胞診における出現細胞の良悪性判定に加え，膵液にはまず出現するこ
と の な い， 膵 管 系 腫 瘍 以 外 の す べ て の 病 変（PanNET， 腺 房 細 胞 癌（ACC），solid pseudopapillary

neoplasm（SPN），漿液性腫瘍，胃腸管間質腫瘍 GIST などの間葉系腫瘍，悪性リンパ腫，転移性腫瘍，
自己免疫性膵炎，ほか）もが鑑別診断の対象に成りうるからである．細胞診でも生検と同様，腫瘍であれば，
組織型や悪性度の推定までが今後ますます求められるようになってくると考えられる．たとえば，非膵管上
皮系と思われるような異型細胞がみられた場合，臨床サイドにどう伝えるか？このような症例の場合，臨床
的には，悪性か良性かが問われているというより，臨床（画像）診断通り SPN でよいか，PanNET, ACC
の可能性はないのかなどへのコメントが求められていることが多い．そしてその前提として，SPN は低悪
性度腫瘍，NET も低悪性度腫瘍だがグレード分類も検討する必要があり，
ACC は悪性腫瘍であることを知っ
ておく必要がある．
胆道腫瘍の診断には胆管生検，胆管ブラシ細胞診や胆汁細胞診による診断が重要となるが，胆管生検では
病変部にアプローチできない場合もあり，また胆汁細胞診では，細胞の変性が強いこと，出現異型細胞が少
数であること，反応性病変との鑑別が難しいなどの理由により，形態学的な確定診断が困難な症例が少なく
ない．ここでは日本臨床細胞学会研究班「貯留胆汁細胞診の細胞判定基準」を今一度見直すとともに，胆道
癌の補助診断に有用な免疫染色について当科での検討結果から提示する．
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泌尿器細胞診の見方と鑑別を要する細胞
是松 元子

株式会社 LSIメディエンス病理細胞診

【はじめに】泌尿器細胞診は，膀胱腫瘍のスクリーニングと経過観察を目的に多数の検体が提出され，特に
本邦においては自然尿検体が多く扱われている．しかし，報告様式，細胞の見方の基準，標本の作製方法な
ど施設によりまちまちであり，標準化できているとは言えない．報告様式に関しては日本臨床細胞学会，病
理学会，泌尿器科学会が協力して，泌尿器細胞診報告様式 2015( 以下報告様式 ) を作成し，広く使用可能
な報告様式を提案した．標本作製に関しては，それぞれの施設の事情により望ましい作製方法が異なり，ま
た，作製された標本の所見も異なっているため標準化は難しい．一方，細胞所見の見方に関しては，報告様
式解説書に提示してはあるが，いまだに各自独自の判定基準が用いられていることが多く，一定した見方が
浸透しているとはいえない．今回は報告様式解説書で提示した細胞の見方を中心に解説する．
【重要な細胞所見 5 項目＋ 2 項目】
報告様式で提示した，HGUC 細胞判定 5 項目は
①

核クロマチン増量（または核濃染）

②

核形不整

正常尿路上皮より濃い (+) 好中球程度かより濃い (++)

軽度不整 (+) 立体不整 (++)

③ N/C 比大

≧ 50%(+)

≧ 70-75%(++)

④

核偏在

細胞膜に接する (+) 核突出 (++)

⑤

核腫大

好中球面積より大で 2 倍未満 (+) 2 倍以上 (++) である．これに以下細胞質と集塊の

項目を追加して提示する．
⑥

細胞質異常

緻密 (+) 脆弱，不均質，辺縁不明瞭 (++)

⑦

集塊異常

不規則配列 (+) 核密度高く，不規則重積 (++)

【自然尿と洗浄細胞診の違い】本邦では圧倒的に自然尿検体が多いが，人工的に剥離された細胞とは所見が
異なってくる．細胞変性が加わる自然尿は，表面の剥離細胞が出現することが多いため細胞が少なめである
が，剥離してからの細胞変化により，異型が強調され，細胞異型による判定が容易になる．また，背景所見
も捉えやすい．一方人口剥離材料では多くの細胞が組織塊状に出現するため，構造異型が捉えやすい．しか
し，細胞の変性が少ないため，核クロマチンが淡染傾向にあり，核形不整などの異型が強調されない．構造
異型を判定できれば，診断的価値が高くなる．
【パパニコロウ染色とギムザ染色】染色原理の異なる二つの染色法を併用することにより，お互いの欠点を
補うことができ，より細胞判定が容易になる．パパニコロウ標本との相違点を中心にギムザ染色の利点を提
示する．
【鑑別を要する細胞】小型悪性細胞，細胞異型が強い良性細胞，集塊で出現する良性細胞，治療による変化
を伴う圭家細胞など鑑別が必要となる細胞を提示する．
【まとめ】泌尿器細胞診の主要課題は，尿路の悪性病変を発見することである．そのためには共通的な判定
基準を認識することが大切と思われる．
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甲状腺の病理と細胞診
― 最近の話題 ―
亀山 香織

昭和大学横浜市北部病院臨床病理診断科

2017 年に内分泌腫瘍の WHO 分類が改定されました．甲状腺腫瘍の項で大きな変更の一つは濾胞構造を
示す腫瘍の分類が細かくなったことがあります．Other encapsulated follicular- patterned thyroid tumours
という枠組みで，Follicular tumour of uncertain malignant potential (FT-UMT)，Well-differentiated tumour

of uncertain malignant potential (WDT-UMP) ， Non-invasive follicular thyroid neoplasm with
papillary-like nuclear features (NIFTP) といったこれまでの疾患の中間的な概念です．なお，昨年 12 月に
改訂しました甲状腺癌取扱い規約第 8 版ではこれを採用していません．低分化癌の定義も WHO では新し
くなりました．また，乳頭癌の亜型として，今回の規約ではホブネイル亜型を新たに加え，8 つの亜型とな
りました．
甲状腺細胞診の報告様式につきましては，取扱い規約ではアメリカのベセスダ分類を踏襲した分類を少し
改定したものを用いていますが，この解説に加えて我々が伊藤病院で行っている報告方法も紹介します．
最後に，常に甲状腺細胞診で問題となっています．良性と濾胞性腫瘍疑いの鑑別法につき，例を挙げて説
明したいと思っています．
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婦人科

子宮腺肉腫の 1 例

婦人科

子宮内膜細胞診における液状化細胞
診と記述式報告様式の検討

○菊地 寿英，鉢村 和章，神蔵 慎一，岡田 真也
国際医療福祉大学病院病理診断科

○深代 やす子 1），真下 祐一 1），森川 容子 1），
稲垣 圭子 1），大野 順弘 2）
1）利根中央病院検査室，
2）利根中央病院病理診断科

【背景】子宮に発生する肉腫のうち腺肉腫の発生頻

【はじめに】子宮内膜細胞診の標本作成と判定方法

度は低く，通常業務内でその症例の標本を目にする

の標準化は，判定精度向上のための重要な課題であ

機会は稀である．今回，子宮頸部からの擦過細胞診

る．近年，液状化検体細胞診の普及により子宮内膜

標本で異型細胞を認め，生検で子宮腺肉腫と診断さ

細胞診においてもその有用性が確認されている．ま

れた症例を経験したので報告する．

た，記述式報告様式を用いることによりさらなる精

【症例】30 歳代女性．下腹部痛，右側腹部痛を認め

度向上が期待されている．今回，私たちは直接塗抹

前医受診した．CT にて腹膜播種が疑われ，MRI で

法と液状化検体細胞診 (TACASTM-LBC) の作成

は 子 宮 頸 部 の 壁 肥 厚 を 認 め た．CA19-9 が 187.3

を行い，従来の判定方法と記述式報告様式の比較検

U/ml と高値であり，悪性腫瘍が考えられ，当院婦

討を行ったので報告する．

人科に紹介となった．精査のため頸部細胞診，頸部

【方法】

生検が行われた．その後，腹水貯留し，腹水細胞診

・対象症例：2019 年 4 月～ 2020 年 6 月までに当

が行われた．細胞診ではいずれも class Ⅴ，生検で

院において内膜細胞診検査が実施された 351 症例

は腺肉腫と診断されたが，腫瘍摘出手術前に死亡し，

のうち，クラスⅡ～クラスⅢと診断した 39 症例に

剖検は希望されなかった．

ついて，記述式報告様式にて再判定を行った．

【細胞所見】炎症性細胞や正常扁平上皮細胞，腺細

・標本作成方法：スクリーブラシを使用し，内膜細

胞集塊を背景に核腫大した異型細胞を孤在性から一

胞材料を採取後，最初に直接塗抹標本を 1 枚作成し

部集塊状に認めた．異型細胞には核形不整や核質増

た の ち， ブ ラ シ を 検 体 保 存 固 定 液（TACASTM-

量がみられ，腫大した核小体を 1 個から複数個認め

Ruby）の入ったスピッツで洗浄し，一昼夜固定し

た．細胞所見からは悪性が考えられたが，組織型の

た後，標本作成をおこなった．

推定は困難として class Ⅴ分類不能として報告した．

【結果】液状化検体細胞診では乾燥や出血によるアー

腹水細胞診では同様の異型細胞がみられたとして

チファクトが軽減され標本背景が清明となり，目的

class Ⅴと判定した．

の細胞観察が容易となった．クラスⅡ～Ⅲの症例を

【組織所見】細胞診と同時に行われた生検では，異

記述式報告様式で再判定すると，クラスⅡと判定し

型のない単層上皮に被覆された乳頭状組織の部分像

た 30 例は，陰性 14 例，ATEC-US 11 例，EGBD

がみられ，間質には紡錘形細胞の均一な増生が認め

5 例であった．クラスⅢと判定した 9 例は，ATECUS 1 例，ATEC-A 6 例，癌（異型増殖症を含む）
2 例であった．

られた．免疫染色の結果も含め，腺肉腫と診断され
た．
【結論】子宮頸部からの擦過細胞診で組織診の様に

【考察】子宮内膜細胞診に液状化検体細胞診を取り

腺肉腫との推定診断は困難であると思われるが，子

入れることによって，詳細な細胞観察が可能となり，

宮頸部でも肉腫細胞の出現の可能性を考慮に入れ，

診断制度の向上へつながると考えられる．また，記

可能な限り鑑別診断に肉腫を入れるようにするべき

述式報告様式で判定することによって，臨床側によ

であると考える．また，腺肉腫などまれな疾患の可

り多くの情報を提供することができ，適切な治療へ

能性も考慮し，異型の乏しい上皮成分にも着目でき

導くことができると考えられた．

るよう心掛けたい．
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P-3

P-4

婦人科

腹水細胞診で特徴的な細胞像を呈し
た卵巣卵黄嚢腫瘍の一例

呼吸器

肺腸型腺癌の 1 例
○沼上 秀博 1），舟橋 光政 1），宮川 芽依 1），
鳥羽 里穂 1），清水 禎彦 2）
1）埼玉県立循環器・呼吸器病センター検査技術部，
2）埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理診断科

○竹川 航平，小柳 貴裕，高橋 詳史，葭葉 貴弘，
高橋 寿々代，種市 明代，嵯峨 泰，
竹井 裕二，藤原 寛行
自治医科大学附属病院産科婦人科

【緒言】卵巣卵黄嚢腫瘍は 10 ～ 20 歳代の女性に好

【はじめに】肺腸型腺癌は，刷子縁と好酸性の高円

発する悪性胚細胞腫瘍であり，化学療法の感受性が

柱状細胞質よりなる大腸癌に類似した形態を示す肺

高く，妊孕性温存療法が可能な疾患である．腹水細

原発特殊型腺癌に分類される稀な腫瘍である．この

胞診で典型的な細胞像を認め，診断の一助となった

ため形態のみでは原発性か転移性かの鑑別はなかな

卵黄嚢腫瘍の一例を経験した．

か難しい．今回，肺腸型腺癌の 1 例を経験したので

【症例】26 歳，0 妊 0 産，既往歴に特記事項なし．

報告する．

腹部膨満と微熱を主訴に前医受診し，骨盤内腫瘤と

【症例】60 歳代，男性．喫煙歴：20 歳から 20 本 / 日．

腹水貯留を認めたため当科を紹介受診した．診察上，

主訴：咳嗽と喀痰が出現し，近医を受診．CT で左

腹部膨隆を認め，新生児頭大の骨盤内腫瘤を蝕知し

肺下葉に結節影を認め，当センターを紹介受診と

た．胸腹部 CT と骨盤 MRI では，右卵巣由来と考

なった．BFS からの細胞診検体では腺癌を推定し，

えられる 15cm 大の多房性嚢胞性病変，多数の腹膜

転移性腫瘍の可能性も否定できないと診断した．こ

播 種， 腹 水 貯 留 を 認 め た． 血 液 検 査 で は AFP

の結果より，左肺下葉切除術が施行された．

31,934 ng/mL と上昇していた．これらの所見から

【細胞所見】壊死物質を背景に異型細胞を不規則重

悪性胚細胞腫瘍，特に卵黄嚢腫瘍を疑った．妊孕性

積性集塊に散見した．異型細胞は類円形の核が腫大

温存の希望があり，右付属器切除，大網切除，腫瘍

して，大小不同や偏在性，核型不整がみられ，しば

減量術を施行した．多量の腹水を認め，腹水細胞診

しば明瞭な核小体が認められる細胞のほか，一部に

では大きな vacuole を入れた核形不整な大型異型細

高円柱状を呈する細胞の柵状ないし腺様配列を伴っ

胞の集塊が散見された．また，腫瘍細胞の内外に硝

た集塊がみられた．以上の所見より腺癌を推定した．

子様小体（hyaline globule）を認め，卵黄嚢腫瘍が

背景に壊死が目立つことから転移性腫瘍の可能性も

示唆された．卵巣腫瘍の組織診では，広範な出血・

疑われるとコメントを付記した．

壊 死 を 伴 い，endodermal sinus pattern を 主 体 に

【組織所見】左肺摘出材料では，高度の壊死を伴い

microcystic・reticular pattern や solid pattern など
多彩な組織像を呈していた．Schiller-Duval body
も 多 数 認 め ら れ た． 免 疫 染 色 で は SALL4(+），
AFP(+），CK7(-），EMA(-)，D2-40(-) で あ っ た．
最終診断は卵巣卵黄嚢腫瘍，手術進行期は FIGO
Ⅲ C 期であった．術後 BEP 療法を開始した．現在

高円柱状異型上皮の乳頭状ないし管状の増殖像がみ

染色性が典型的でないこと，臨床的に精査を行った

も治療継続中である．

ところ原発に相当する腫瘍が確認できないことから

【考察】卵巣腫瘍においては，腹水中に組織像を反
映した特徴的な細胞が出現する場合があり，それら

られた．免疫組織化学染色では CK 7 陰性，CK 20
陽性，CDX-2 陽性，TTF-1 陰性，Napsin A は異
型細胞の頂部付近に陽性像がみられた．細胞形態か
らは大腸癌からの転移が疑われるが，Napsin A の

肺原発腸型腺癌と診断した．
【まとめ】今回の症例の組織所見ではほぼ純粋型の

を認めた際は診断価値が高い．組織診断に迷う場合

腸型腺癌であったが，細胞診では通常の肺腺癌と，

などに細胞診が確定診断の一助となりうるため，腹

腸型腺癌を示唆する細胞の両者の移行像が認められ

水細胞診を行うことは重要である．

た．既往歴や現病歴の確認，免疫組織化学染色の検
索はもとより，今回のような細胞診所見を拾いあげ
ることが組織型推定への手がかりとなると思われ
た．
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呼吸器

心嚢水細胞診およびセルブロックで
は組織型推定が困難だった肺扁平上
皮癌の 1 症例

体腔液

胸水細胞診において診断に苦慮した
中皮腫の一例
○藤井 麻帆 1），落合 剛史 1），黒川 敬男 1），
天野 雄介 2），仁木 利郎 2）
1）芳賀赤十字病院検査部，
2）自治医科大学病理学講座

○浅野 功治 1），清水 陽平 2），北原 幸長 2）
1）諏訪中央病院病理診断科，
2）諏訪中央病院中央検査科

【はじめに】細胞診とセルブロックの併用は，肺癌

【はじめに】中皮腫の診断には体腔液細胞診が有用

による癌性胸水や心嚢水を試料とした，組織型推定

である．しかしながら，反応性中皮細胞との鑑別が

にも多くの場合有用であるが，そう上手くはいかな

しばしば問題となる．今回，我々は胸水細胞診にお

かった肺扁平上皮癌心膜浸潤の 1 症例を報告する．

いて診断に苦慮した中皮腫の一例を経験したので報

【症例】60 歳台後半男性．1 ヶ月前からの心窩部痛，

告する．

全身倦怠感を主訴に受診．CT 上心嚢水貯留，左肺

【症例】70 歳，男性．職業アルミ加工，17 年前ま

上葉腫瘍（5cm 大），左副腎腫瘍（4cm 大），腹腔，

で溶接業．粉塵吸入あり．アスベスト暴露なし．近

鼠径，縦隔リンパ節腫大あり．肺癌の心膜浸潤，副

医での CT において胸水貯留および胸膜肥厚と，

腎・リンパ節転移を疑い，まず心嚢水細胞診とセル

PET-CT において胸腔内に集積像が指摘された．中

ブロックで，次に気管支鏡下肺生検で病理診断を試

皮腫の疑いとなり，胸腔鏡下胸膜生検目的に当院へ

みた．

紹介受診となった．

【心嚢水細胞診】類円形の核と泡沫状の細胞質を有

【細胞所見】血性背景に，平面的な集塊の中皮細胞

する異型細胞から成り，細胞相互の結合性が強い大

が出現していた．軽度な核の大小不同や明瞭な核小

小の乳頭状集塊を多数認め，腺癌を推定した．

体を認めたが，細胞量は少なかった．明らかな 2 核

【心嚢水セルブロック】小型で不整形の核と淡明な

以上の多核細胞を認めなかったことから，反応性中

細胞質を有する異型細胞から成る，乳頭状集塊を多

皮細胞との鑑別困難であり，Class Ⅲと判定した．

数認めた．腺癌を疑ったが，免疫染色で異型細胞は，

【組織所見】検体は胸膜および筋肉内結節．胸膜は

TTF-1 陰性，Napsin A 陰性，p40 ごく少数陽性で

硝子性に肥厚していた．核の大きさは小型で均一だ

あり，肺腺癌とも扁平上皮癌とも推定し得なかった．

が，管状あるいは索状配列をとる腫瘍細胞が胸膜お

また，CK7 陽性，CK20 陰性，uroplakin Ⅱ陰性，

よびその周囲組織に浸潤していた．筋肉内結節にお

PAX8 陰性，であり，副腎皮質癌，尿路上皮癌，腎

いても，同様の腫瘍細胞が線維性間質を伴い，浸潤

細胞癌の転移は考え難かった．

性に増殖していた．浸潤は胸壁の筋組織にもおよん

【気管支鏡下肺生検】腫大した核と弱好酸性の豊か

でいた．免疫組織化学的検索では，Calretinin(+)，

な細胞質を有する異型細胞が，扁平上皮癌を思わせ
るような層状に配列して増殖していた．免疫染色で

D2-40(+) ， AE1/AE3(+) ， EMA(+) ， TTF-1(-) ，
CEA(-) であった．HE 所見と免疫組織化学所見か

異型細胞は TTF-1 陰性，p40 陽性で，CK7 につい

ら，上皮型中皮腫と診断した．

ては陽性細胞集団と陰性細胞集団を認めた．以上の

【まとめ】胸水細胞診において診断に苦慮した中皮

所見から，
”非小細胞癌，扁平上皮癌を示唆”と生

腫の一例を経験した．組織診断を踏まえて細胞診標

検診断し，心嚢水中の細胞は p40 発現に何らかの

本を再鏡検した．組織像と類似した細胞像が見られ

修飾が加わった扁平上皮癌と考えた．

たが，量は少なく，形態は小型で異型が弱いため，

【まとめ】体腔液中では細胞形態だけでなく，免疫

反応性中皮細胞の可能性を除外できなかった．本症

組織化学的性質にも修飾が加わることがあり得るの

例では，組織診での浸潤所見と免疫組織化学所見か

で，細胞診やセルブロックのみによる肺癌組織型の

ら中皮腫の診断に至ったが，細胞診のみでの診断は

推定は，慎重に行うべきと考える．

困難な症例と思われた．中皮腫が疑われる臨床所見
がある体腔液細胞診において，細胞量が少ない場合
や明らかな中皮腫を示唆する所見が乏しい場合は，
組織診を併用し総合的に検討すべきである．
－ 24 －

P-7

P-8

甲状腺

パパニコロウ染色標本脱色後の免疫
組織化学染色が診断に有用であった
甲状腺髄様癌の２症例
1）

1）

頭頸部

耳下腺に発生したリンパ上皮癌の 1
例
○舟山 尚輝，桜井 貞広，角張

純

佐野厚生総合病院検査科

1）

○安達 輝樹 ，山川 百合代 ，渡邉 裕加 ，
佐藤 武 1），豊田 亮彦 2）
1）上都賀厚生農業協同組合連合会上都賀総合病院検査科，
2）上都賀厚生農業協同組合連合会上都賀総合病院病理診断科

【はじめに】甲状腺髄様癌は傍濾胞細胞への分化を

【はじめに】リンパ上皮癌（lymphoepithelial

は，甲状腺悪性腫瘍の１～２％とされ比較的稀な癌

carcinoma）は，著名なリンパ球浸潤を伴う未分化
癌で，唾液腺悪性腫瘍の 1％以下とされている稀な

である．当院で経験したカルシトニンの証明が診断

腫瘍である．今回，耳下腺に発生したリンパ上皮癌

に有用であった２症例を報告する．

の 1 例を経験したので報告する．

示す甲状腺悪性腫瘍である．本邦での髄様癌の頻度

【症例】＜症例 1 ＞ 57 歳，女性．小型の類円形や

【症例】80 歳代，男性．喫煙歴あり．弾性硬，可動

多角形の形態を示す疎な結合性の細胞が観察され

性良好な右耳下腺部の腫瘤を主訴に，精査目的のた

る．細胞質は比較的豊富で顆粒状，核は類円形で偏

め当院耳鼻咽喉科を受診した．CT 検査および MRI

在し極性はみられなかった．クロマチンはやや粗な

検査，頸部超音波検査，右耳下腺部からの穿刺吸引

顆粒状であった．髄様癌を疑ったが核異型が弱く，

細胞診が施行された．

背景にアミロイﾄﾞはみられず，判定は意義不明とし，

【画像所見】CT，MRI 検査では右耳下腺に長径 23

髄様癌も否定できずとした．＜症例 2 ＞ 62 歳，男性．

～ 25mm，左耳下腺に 8 ～ 13mm の腫瘤が認められ，

紡錘形を主体とした細胞が，疎な結合性で出現して
いる．細胞の極性は無く，核クロマチンはごま塩状

Warthin 腫瘍が疑われた．頸部超音波検査では，右
頸部に 22.8 × 17.9mm，左頸部に 12.8 × 8.8mm

であった．髄様癌と考えたが，背景にアミロイドは

の内部に血流のみられる充実性部分と嚢胞性部分を

みられなかった．神経鞘腫との鑑別が必要と考えた．

伴った低エコー腫瘤を認めた．

２症例とも Pap 染色を脱色後カルシトニン免疫染

【細胞像】穿刺吸引細胞診では，リンパ球主体の背

色を実施し，陽性像が得られ髄様癌とした．

景に，孤在性～不規則重積性のみられる異型細胞の

【考察】甲状腺髄様癌の診断ポイントは①細胞の結

集塊を多数認めた．一部の細胞集塊内にはリンパ球

合性は弱く，乳頭状，シート状，濾胞状配列を認め

が取り込まれているような所見も認めた．異型細胞

ない．②細胞質は淡染性，やや顆粒状で，細胞境界

は N/C 比がきわめて高く，核の大小不同や核形不

は不明瞭．③ごま塩状クロマチン．④アミロイド物

整，クロマチンの増量，明瞭な核小体を認めた．
【組織像】肉眼的に，42 × 45 × 25mm の，境界明

質が約半数の症例でみられる．とされており免疫組
織化学的に細胞質内のカルシトニンを証明すれば確

瞭な白色調の充実性腫瘍であった．組織学的には，

定診断となる．だが，細胞の極性がないため，核の

異型の強い細胞で構成された不規則な島状～充実性

位置はまちまちで，クロマチンの増量や核異型の程

の胞巣形成と，その周囲は形質細胞を主としたリン

度も比較的乏しいものから，強いものまで多彩であ

パ組織間質から構成されていた．腫瘍細胞は核が大

る．今回当院で経験した２症例も比較的異型が弱く，

型で，明瞭な核小体，好酸性の多角細胞質を認めた．

髄様癌が示唆されるものの細胞像のみでの確定は困

リンパ節には転移は認められなかった．腫瘍細胞の

難であった．カルシトニンを免疫組織化学的に証明

充実性の胞巣形成と周囲のリンパ球性間質から，リ

すべく，Pap 染色を脱色した標本でカルシトニンの

ンパ上皮癌と診断された．

免疫染色を実施した．結果，良好な染色結果が得ら

【まとめ】唾液腺腫瘍は一般的に悪性腫瘍に比べ，

れ，髄様癌との診断に至った．LBC 固定液等で保

良性腫瘍の発生頻度が高い．穿刺吸引細胞診におい

存された細胞にて免疫染色を実施するのが最も有効

て，リンパ球主体の背景に異型の強い細胞集塊を認

であるが，脱色後の標本でも有用な免疫染色結果が

めた場合には，リンパ上皮癌も念頭に注意深く観察

得られると考えられた .

することが重要であると考えさせられた貴重な症例
であった．
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リンパ・造血器 1

乳腺原発悪性リンパ腫の 1 例
1）

1）

リンパ・造血器 1

胸水中に出現した単形性上皮向性腸
管 T 細胞リンパ腫の 1 例

1）

○黒川 敬男 ，藤井 麻帆 ，落合 剛史 ，
天野 雄介 2），仁木 利郎 2）
1）芳賀赤十字病院検査部，
2）自治医科大学病理学講座

○川又 圭太 1），石崎 幹子 1），兼崎 真由美 1），
廣瀬 英俊 1），青木 律子 1），湯澤 浩子 1），
若松 早穂 2），江本 桂 4），下田 将之 4），
廣瀬 茂道 3），西川 秋佳 2）
1）済生会宇都宮病院病理検査課，
2）済生会宇都宮病院病理診断科，
3）済生会中央病院病理診断科，
4）慶應義塾大学医学部病理学教室

【はじめに】乳腺原発の悪性リンパ腫は比較的稀な

【はじめに】腸管 T 細胞性リンパ腫 Intestinal T-cell

腫瘍である．今回我々は乳腺原発の高悪性度 B 細

lymphoma は，腸管上皮内のリンパ球を起源とする
T 細胞リンパ腫である．本邦における発生頻度は
T/NK 細 胞 腫 瘍 の 1.4% と 稀 で あ る． 本 邦 で は，
celiac 病に関連しない単形性上皮向性腸管 T 細胞リ
ン パ 腫 Monomorphic epitheliotropic intestinal
T-cell lymphoma (MEITL) がほとんどである．今
回われわれは胸水中に腫瘍細胞が出現した MEITL

胞性リンパ腫の１例を経験したので報告する．
【症例】58 歳，女性．自己検診にて左乳房腫瘤に気
付き当院を受診した．左乳房 C 領域に 3㎝大の腫瘤
が認められ，マンモグラフィでは石灰化や明らかな
スピキュラは認められなかった．超音波検査で低エ
コー域が認められ，穿刺吸引細胞診が施行された．

CT において明らかなリンパ節転移や遠隔転移は指
摘されず，左乳癌が疑われた．MRI では左乳腺の

を経験したので報告する．
【症例】60 歳代，女性．上部消化管穿孔疑いで当院

中央に分葉状の腫瘤性病変を認め，左浸潤性乳管癌

に救急搬送され緊急手術を施行された．浮腫を伴う

疑いとされた．

結節が小腸全体に散在し，穿孔部は空腸部であった．

【細胞所見】穿刺吸引細胞診において，異型上皮細

胸腹水貯留があり，胸水検体は治療開始時期に提出

胞は認められず，やや汚い背景に小型～中型の異型

された．

リンパ球が散見された．核はクロマチンが粗く，核

【細胞所見】Pap 染色では N/C 比上昇した中型リン

形不整や小さな核小体が見られた．以上の所見より，

パ球が単調にみられた．核は円形～類円形で異型の

悪性リンパ腫の可能性を疑い，要生検とした．

度合いは強くはなく，小型の核小体がみられた．ク

【組織所見】左乳腺針生検において，びまん性に異

ロマチンは粗顆粒状で増加していた．Giemsa 染色

型リンパ球が浸潤していた．異型リンパ球としては

では，組織球や好中球を背景に，好塩基性～淡明で

小型～中型で間質に細い血管が目立ち，明らかな乳

豊富な細胞質にアズール顆粒を多数有する特徴的な

管 病 変 は 見 ら れ な か っ た． 免 疫 染 色 に お い て，

細胞像であった．セルブロックを作製し免疫染色を

CD20(+)，CD79a(+)，CD10(+)，CD3(-)，CD5()，cyclin D1(-)，bcl-2(+) の 形 質 を 示 し，Mib1
index（＞ 90 ％）は非常に高く，高悪性度の B 細
胞 性 リ ン パ 腫 の 所 見 で あ り Malignant B-cell
lymphoma と診断された．その後セカンドオピニオ
ンされ，HE 所見と Mib1 index がほぼ 100 ％であ
ることから Compatible with Burkitt lymphoma と

施行した結果，下記の MEITL 由来の腫瘍細胞と診
断した．
【組織所見】潰瘍部では比較的小型・単調な異型リ
ンパ球の増生を認め，さらに潰瘍部に隣接した小腸
粘 膜 内 に intraepithelial lymphocytosis を 認 め た．
免 疫 染 色 で，CD3+，CD4－，CD8+，CD56+，

【まとめ】本症例の組織像は，バーキットリンパ腫

CD5－，CD20－，CD10－，CD30－ を 示 し た こ
とから MEITL と診断した．
【考察・まとめ】今回胸水中に出現した MEITL の 1

としては典型的ではなく，apoptotic body が少なす

例を経験した．稀な症例であり，細胞の特徴，頻度

ぎる印象で，核分裂像はまれにしか認められなかっ

等について自験例や文献検索を加えて考察する．

診断された．

た．細胞診においても再鏡検したが組織と同様の細
胞像であった．本症例は，高悪性度に分類されるリ
ンパ腫であり，早急な治療が望まれた．乳腺原発の
高悪性度リンパ腫は稀ではあるが，その可能性を考
慮した鏡検が有用であると再認識させられた．
－ 26 －
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リンパ・造血器 1

腹水中に emperipolesis がみられ
た悪性リンパ腫の 1 例

リンパ・造血器 2

血管免疫芽球性Ｔ細胞リンパ腫患者に
生じた胸水の診断にセルブロックを用
いた免疫染色が有用であった一例
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福嶋 敬宜
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2）獨協医科大学病院病理診断科

自治医科大学病理診断部

【緒言】血管免疫芽球性Ｔ細胞リンパ腫

【はじめに】リンパ腫細胞が腹水中に出現すること
は稀ではない．その出現形態は非上皮性の特徴であ

（angioimmunoblastic T-cell lymphoma, AITL）は，

る孤立性が主体であるが，本例ではリンパ腫細胞を

多様な全身症状を呈し急速に進行する．特に胸腹水

胞体内に内包する大型細胞も観察された．この大型

の貯留は，反応性と腫瘍性の可能性があり，その鑑

細胞について免疫染色や電顕検索を行い検討した．

別は臨床的に困難である．我々は，AITL 患者に生

【症例】66 歳男性．全身性のリンパ節腫脹，脾腫，

じた胸水の診断にセルブロックを用いた免疫染色が

腹水貯留で当院を受診．頭頚部のリンパ節生検で中

有用であった一例を報告する．
【症例】患者は 60 歳代の女性で，咳，喀痰，左肩～

型主体のリンパ球様異型細胞のびまん性増殖を認

背部痛を主訴に前医を受診し，肺炎疑いにて当院に

め，マントル細胞リンパ腫と診断された．
【腹水細胞診】反応性中皮細胞の混じる血性背景に，

紹介された．全身リンパ節腫脹と血中ヒト可溶性

核形不整で核小体明瞭な異型細胞が孤立性に多数認
められた．さらに，複数の異型細胞を胞体内に含む

IL-2 レセプター高値を認めたため，頸部リンパ節
生検が実施された．CT では右胸水が認められ，細

大型細胞も散見され，胞体内では一部の異型細胞の

胞診に胸水が提出された．

核周囲に明庭がみられた．セルブロック切片の免疫

【頸部リンパ節生検検体の組織診】淡明な細胞質を

染色では大型細胞の多くは D2-40 陽性，calretinin

有する中型異型リンパ球が，リンパ節を置換するよ

陽性で中皮細胞が示唆され，一部は CD68 陽性で

うに増殖していた．背景には血管内皮の腫大した血

組織球と推測された．

管増生が目立ち，形質細胞の集簇巣が散見された．

【 電 顕 所 見 】 大 型 細 胞 に は tonoﬁlament や

中 型 リ ン パ 球 は CD3，CD5，CD10 が 陽 性 で，

desmosome 結合が観察され中皮細胞と考えられた．
大型細胞内には異型細胞に加え赤血球も観察された

CD20 が陰性であり，CD21 と CD23 にて濾胞樹
状細胞の増加が確認されたことから AITL と診断し

が，それらに核濃縮や崩壊像などの phagocytosis

た．

的な所見はみられなかった．

【右胸水の細胞診】多数の組織球と形質細胞を背景

【考察】大型細胞は中皮細胞や組織球であり，電顕

に，細胞質が好塩基性，核形不整を有した中型異型

的に貪食作用による消化像を認めなかった．よって

リンパ球が混在して見られた．セルブロックを用い

emperipolesis（細胞内細胞貫入現象）が起こって

た免疫染色では，異型リンパ球は明らかに CD3 と

いると考えられた．

CD5 が 陽 性 の T 細 胞 が 多 く， 一 部 に CD10 と
bcl-6 の陽性像が確認された．以上より AITL によ

【まとめ】体腔液中に emperipolesis が出現するこ
とは非常に稀である．Rosai-Dorfman 病と異なり，

る胸水貯留と診断した．

中皮細胞にも emperipolesis が認められた点は本例

【結語】胸水の細胞診およびセルブロックの免疫染

に特徴的であった．これからの細胞診鏡検で胞体内

色を用いて AITL の広がりを正確に把握することが

に複数の異型細胞を含む大型細胞をみるときは注意

可能であった．体腔液の診断にセルブロックを用い

深い観察が必要であると考えられた．

ることは，悪性リンパ腫の診断確定とその組織型の
推定に有用である．体腔液を診断する際にはセルブ
ロックの有用性を念頭におき，常にセルブロック作
成を意識した検体処理が大切である．
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EUS-FNA によるホジキンリンパ

末梢血検体に対するセルブロックの
有用性
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腫の細胞診断（症例報告）

【はじめに】超音波内視鏡下穿刺吸引法（endoscopic

【はじめに】造血器疾患では血液検査，病理検査，

ultrasound-guided fine needle aspiration: EUSFNA）の普及により，細胞診の対象臓器は拡大し

細胞表面マーカー分析や染色体検査などの総合的判

ている．今回，既往の上皮性悪性腫瘍の転移が疑わ

の骨髄検査は重要であるが，骨髄液が採取できない

れた腹腔内リンパ節に対し行われた EUS-FNA で，

場合は骨髄生検となることもあり患者負担が大きく

定により診断が行われる．悪性度の判定などのため

なる．骨髄採取が困難な症例では末梢血のセルブ

ホジキンリンパ腫と診断された 1 例を経験したので

ロック標本による病理学的診断が有用な場合もある

細胞所見，組織所見，EUS-FNA の有用性を報告す

と思われることから，骨髄検査とセルブロック標本

る．

の診断結果などを比較し，セルブロック作製の有用

男性．X-5 年に食道癌（扁平上皮癌）
【症例】80 歳代，
に対して内視鏡的切除，X-3 年に胃癌（高分化管状
腺癌）に対して内視鏡的切除が行われている．X 年，

性について検討した．
【症例および方法】症例は 2011 年 4 月から 2020 年

5 月の間に末梢血のセルブロック標本が作製された
11 例で，臨床診断は白血病疑い 4 例，悪性リンパ
腫 2 例，リンパ球増多 2 例，その他 2 例であった．

歯肉癌（扁平上皮癌）に対する精査中，CT，MRI
で傍大動脈リンパ節の腫大が認められ，転移評価を
目的に EUS-FNA が施行された．

骨髄検査は定法により標本を作製し，末梢血による

【細胞所見】成熟リンパ球や血液成分を背景に，豊

セルブロックの作製はアルギン酸ナトリウム法によ

富な細胞質を有する大型異型細胞が孤在性にみられ
た．核は偏在し，しばしば２核や多核化を示し，核
小体の明瞭化が認められた．判定は悪性とし，推定

り行われた．
【結果】骨髄検査が行われた 9 例のうち 7 例で結果
が得られ，結果が得られなかった 2 例はドライタッ

組織型に癌もしくは肉腫の転移，ホジキンリンパ腫

プが原因であった．セルブロック検体の組織診断は

を鑑別に挙げた．

白血病 3 例，悪性リンパ腫 2 例，悪性リンパ腫疑い

【組織所見】多数の成熟小型リンパ球とともに好酸
性核小体の腫大した大型異型細胞（Hodgkin 細胞，

Reed-Sternberg 細胞）がみられた．免疫染色では
大型異型細胞に CD15(+)，CD30(+)，cytokeratin
(AE1/AE3) (-) であった．組織所見，免疫形質より

3 例，白血病疑い 1 例，その他 2 例であった．
【考察】骨髄検査とセルブロックの結果を異常所見
のありとなしに分類して比較すると，8 例すべてが
一致したことから，末梢血のセルブロックによる検
索は骨髄検査を反映する結果が得られる可能性があ

ホジキンリンパ腫と診断された．

ると思われた．セルブロック標本では HE 染色によ

【考察および結語】EUS-FNA の対象病変は消化管

る形態診断に加え，免疫組織学的検索として細胞表

粘膜下病変，膵腫瘤性病変，肺・縦隔病変および腹

面マーカーの検出が可能であり，造血器疾患の診断

腔内リンパ節など多岐に行われている．本症例は，
臨床経過から既往の胃癌や食道癌の腹腔内リンパ節
転移が疑われたが，EUS-FNA による細胞診，組織

に有効と思われた．
【まとめ】末梢血のセルブロックによる検索は造血

診により転移ではなくホジキンリンパ腫と診断され
た．腹腔内リンパ節腫脹に対する EUS-FNA 細胞
診検査は診断的価値が高いと考える．

器疾患の診断に有効であり，ドライタップなどで骨
髄検査が困難な症例では，末梢血のセルブロック作
製は低侵襲で診断精度向上につながる可能性がある
と思われた．
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脳脊髄液中に腫瘍細胞が見られた脳
原発胚細胞性腫瘍の一例

骨・軟部

胞巣型横紋筋肉腫の 1 例
○川村 政人 1），中村 雅哉 1），廣瀬 芳江 1），
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○明賀 伊織，竹内 裕子，西東 瑠璃，池村 雅子
東京大学医学部附属病院病理部

【初めに】髄液中に異型細胞が出現した脳原発胚細

【はじめに】横紋筋肉腫は骨格筋への分化を示す非

胞性腫瘍の一例を経験したので報告する．

上皮性悪性軟部腫瘍であり，極めて悪性度が高く発

【症例】19 歳男性．2017 年 9 月頃より全身倦怠感

生頻度の稀な腫瘍である．今回我々は，鼻根部皮下

で臥床傾向となり，他院の頭部 CT にて松果体腫瘍

軟部組織より発生した胞巣型横紋筋肉腫の 1 例を経

が指摘された．手術目的に当院紹介受診，閉塞性水

験したので報告する．

頭症を来しており直ちに脳室ドレナージ施行，検体

【症例】50 代，女性．頭痛を主訴に他院を受診し，

はその際のドレーン排液である．その後，内視鏡下

頭部 CT にて軽度篩骨洞炎を認め，抗生剤を服用し

第三脳室開窓術，腫瘍生検術が施行された．

たが改善がみられず，その後，鼻根部圧痛を伴う腫

生化学検査：α -FP：5ng/mL，β -HCG：6.6mIU/

脹が出現し，精査のため当院に紹介．当院 CT にて

mL，HCG：3.2 mIU/mL ．

鼻根部に 2cm 弱の低濃度腫瘤を認め悪性腫瘍が疑

【細胞所見】赤血球やリンパ球，単球，形質細胞ら

われた．頭痛の主訴から 4 ヶ月後，腫瘤摘出術が施

多くの細胞と共に大型異型細胞を孤立散在性に認め

行され，病理組織診断にて胞巣型横紋筋肉腫と診断

た．これらは泡沫状細胞質と核縁不整を伴う類円形

された．術後，同部位に腫張が出現し再発疑いにて

腫大核を呈し，細顆粒状クロマチンと複数個の明瞭

穿刺吸引細胞診が施行された．
【細胞像】N/C 比の高い小型円形細胞が集塊状ある

な核小体が観察された．また一部は核偏在し，二核
以上の細胞や少数だが核分裂像も見られた．細胞形

いは孤立性に多数出現し集塊の細胞結合性は緩く，

態と共に患者年齢や発生部位，生化学的検査値など

孤立性細胞に移行する所見もみられた．核は大小不

と併せ胚細胞性腫瘍が推定された．

同を伴い，クロマチンは顆粒状に増加し 1 ～数個の

【組織所見】好酸性あるいは泡沫状の胞体と歪な腫

核小体を認めた．細胞質は狭く淡明ないしライトグ

大核を有する腫瘍細胞が密に増殖しており，リンパ

リーンに淡染し，核分裂像も散見された．以上より

球の介在が目立った．核偏在する細胞も散見された．

小円形細胞腫を推定し，既往より，横紋筋肉腫と判

免疫染色では PLAP，c-kit, D2-40 に陽性，MIB1

定した．後日，細胞転写法にて PAS 染色および免

陽性率は 90 ％以上．以上より Germinoma と診断

疫 細 胞 化 学 を 施 行 し，PAS(+)，Myogenin(+)，

された．CARE 化学療法，放射線療法の後，腫瘍
腫であり Germinoma の成分は認めなかったが，生

desmin(+) を確認した．
【組織像】N/C 比の高い小型円形細胞が充実性に大
小の胞巣を形成し，一部 ﬁbrovascular septa に沿っ

検時腫瘍と同一のものであるとすれば混合型胚細胞

て腫瘍細胞が一列に配列して腫瘍細胞間に隙間がで

性腫瘍（germinoma + teratoma）の可能性が考え

きる像もみられた．PAS 染色にて細胞質顆粒状の陽

られた．

性像を認め，免疫組織化学にて desmin (+, diffuse)，

残存が疑われ腫瘍摘出術施行．残存病変は成熟奇形

【まとめ】日常業務において脳腫瘍はなじみの薄い
領域であるが，脳腫瘍の術前に髄液検体が供される
数は少なくはなく，髄液細胞診で異型細胞を指摘で

CK AE1/AE3(+, focal)，CD99(-)，chromogranin
A(-) ， synaptophysin(-) ， NSE(-) ， S-100(-) ，
MIB-1 陽性細胞の割合は約 50% であった．

きれば髄腔内播種の可能性を考慮する上での一助と

【まとめ】小円形細胞腫の範疇に入る，胞巣型横紋筋

なりうる．日頃より各腫瘍の細胞像や組織像，臨床

肉腫を細胞像だけで推定するには困難である．小円

的所見や画像所見の特徴等をよく理解しておくこと

形細胞腫を鏡検する場合，年齢や既往を念頭に置き，

が重要であると再認識した．

限りある細胞検体を有効に使用して，特殊染色，免
疫細胞化学を併用して判定を行うことが望ましい．
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【はじめに】EUS-FNA の細胞診の診断結果につい
て検討したので報告する．
【対象と方法】2015 年 5 月から 2020 年 4 月までに

【症例】70 歳代，男性．
【現病歴】腰痛にて当院整形外科を受診．CT にて
前縦隔に不均一な造影増強効果のある，内部に石灰

施行された EUS-FNA 74 例を対象とし，併用した

化を伴った 37 × 45 × 75mm の腫瘤を認めた．そ

組織診の診断結果，目的細胞の有無，穿刺回数，所

の他，胸骨や仙骨など多発骨転移を疑った．前縦隔

要時間につき比較検討した．当院では開始当初から，

腫瘍の疑いにより腫瘍摘出生検を施行．組織学的に

EUS-FNA 時にオンサイト迅速細胞診（rapid onsite evaluation of cytological sample: ROSE） を

goblet cell carcinoid と診断された．胃内視鏡では
悪性を示唆する所見はなかった．また虫垂にも画像

実施している．細胞検査士と病理医が内視鏡室に出

的に腫瘍を疑うような所見はなかった．その後容体

向き，圧挫法にて 2 枚標本を作成し，1 枚はサイト
クイック染色（cyto. 染色）を施し ROSE にて目的
細胞の確認を，1 枚は後にパパニコロウ染色（Pap.

が悪化し，永眠された．解剖は行われなかった．
【捺印細胞像】ライトグリーンに淡染する粘液を伴っ
て類円形の腫瘍細胞が小集塊から散在性に認められ

染色）を施し合わせて診断している．

た．集塊の配列は不整で軽度の重積性を認めた．細

【結果】穿刺部位は，膵臓 53 件，腫瘍部 17 件，リ

胞境界は不明瞭で核は偏在し，一部印環細胞様の細

ンパ節 6 件（重複含む）であった．平均穿刺回数は

2.5 回，平均所要時間は 39 分，目的細胞は記録の
ある 66 件中 59 件で ROSE にて確認された．所要
時間 60 分超の 11 件には穿刺困難例，目的細胞が
得られず多数回穿刺した例があった．穿刺回数 6 回
以上の症例で目的細胞は得られず細胞診で陰性，組

胞像を示した．核形は不整でクロマチンは顆粒状に
増量し，大型の核小体を 1 個有していた．核分裂像
も少数観察された．レース状の淡い細胞質を有して
いた．
【組織像】粘液を背景に細胞質に粘液を有する腫瘍
細胞が小胞巣状，索状にみられた．充実性を示す部

織診で検体不適正となった．74 件の細胞診判定は

分もあり，印環細胞の形態を示す腫瘍細胞も観察さ

陰性 7 件，疑陽性 21 件，陽性 46 件だった．組織

れ た． 免 疫 組 織 学 的 に CK20，Synaptophysin，

診との比較は陰性 7 件中，組織診は採取不良 4 件，
良性 3 件（正常 2 件，肉芽腫 1 件），疑陽性 21 件中，
組織診は良性（正常）4 件，採取無し 1 件，GIST

9 件，神経内分泌腫瘍 1 件，疑陽性 2 件，神経鞘腫
1 件，悪性 3 件，陽性 46 件中，組織診は悪性 39 件，
悪性疑い 5 件，異型細胞 2 件だった．
【考察】ROSE にて目的細胞の有無は 9 割程度の症
例で確認できており，概ね良好と考える．Cyto. 染
色標本のみでの評価に苦慮することがあり，ROSE
では腺癌や Carcinoma としたが，後に Pap. 染色標

NCAM 陽性，Chromogranin 陰性であった．
【考察】goblet cell carcinoid は虫垂原発の報告が多
く，その他に卵巣などがある．大腸癌取扱規約第 9

本で扁平上皮癌と診断される症例があった．さらに
正確な検査結果を得るためには，ROSE での Pap.
と類似した染色態度をとる染色の導入検討も今後の
課題である．加えて技師の技術や知識の向上にも努
めたい．更に ROSE 結果との比較，細胞像，組織
像の検討を加え報告する．
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版では腺癌の一亜型としている．今回の症例は画像
的に多くの骨転移が示唆されたが，虫垂には明らか
な腫瘍性病変は指摘されていない．また解剖は施行
されず原発は不明である．細胞学的には腺癌様の細
胞像を示すもクロマチンは顆粒状で神経内分泌の特
徴を示していた．腺癌特に印環細胞癌を推定する細
胞像ではあるが，神経内分泌の特徴を有する腫瘍が
あることを念頭において鏡検する必要があると考え
られた．

