
ICD-O 診断名（英） 診断名（和） 旧分類(第7版） 定義 解説

Tumours of the lung 肺腫瘍

Epithelial tumours 上皮性腫瘍

8140/3 Adenocarcinoma 腺癌 腺癌

浸潤性腺癌は悪性の上皮性腫瘍で、乳頭状・腺管状
増殖や粘液産生、または肺胞上皮細胞マーカーが陽
性を示すものと定義される。形態の亜分類としては腺
房状、乳頭状、微小乳頭状、肺胞置換性、充実性増殖
があり、5-10%間隔で亜分類して、一番優位な亜分類
で最終診断する。

日本人腺癌の腫瘍細胞ではTTF1、 Napsin Aが陽性
になることが多いが、他組織や他腫瘍でも陽性になる
ことが希にあるので注意を要する。TTF1陽性腫瘍と
EGFR遺伝子変異陽性腫瘍との関連が報告されてい
る。

8250/3* Lepidic adenocrcinoma 置換型腺癌

II型肺胞上皮細胞やClara細胞に類似する腫瘍細胞が
肺胞壁表面に沿って増殖する像が優位の腫瘍。杯細
胞・高円柱状で粘液産生型の腫瘍細胞の場合は
Invasive mucinous ademocarcinomaに分類する。

置換性増殖は微少浸潤性腺癌や上皮内腺癌にもみら
れるため、置換型腺癌と診断するには5mmを超える浸
潤部分を認めることが必要である。浸潤として考える
所見は以下の４点である。１：置換性増殖以外の腺房
状、乳頭状、微小乳頭状、充実性増殖が１つ以上みら
れること、２：筋線維芽細胞の増生する間質内に腫瘍
細胞の浸潤を認めること、３：脈管、胸膜浸潤を認める
こと、４：肺胞腔内に拡散していること。

8551/3* Acinar adenocarcinoma 腺房型腺癌
腫瘍細胞で囲まれた管腔を有する円形から楕円形の
腺管構造を呈する像が優位の腫瘍。腫瘍細胞内や腫
瘍腺管内に粘液を有するものもある。

腺房状増殖はしばしば置換性増殖が虚脱したものと
誤認されやすいが、肺胞構造の消失や線維芽細胞の
増生を伴う間質の存在があることで腺房状増殖とする
ことができる。なお、篩状構造を呈する腫瘍も腺房状
増殖と分類するが予後は悪い。

8260/3 Papillary adenocarcinoma 乳頭型腺癌
腺上皮細胞が線維血管間質（弾性線維を欠く）を取り
巻くように増殖する像が優位の腫瘍。

腫瘍腺管内や肺胞内を充満するように乳頭状増殖や
微小乳頭状増殖が見られた場合はそれぞれ、乳頭状
や微小乳頭状の増殖ととる。これらの像は線維芽細胞
の増生がなくとも浸潤とみなされる。肺胞中隔を腫瘍
細胞が置換性増殖する像を乳頭状パターンと誤認しな
いように注意が必要である。

8265/3 Micropapillary adenocarcinoma 微小乳頭型腺癌
腺上皮細胞が花冠状に配列し、中心に線維血管間質
を欠く腫瘍細胞塊として増殖する像が優位の腫瘍。

微小乳頭状増殖の腫瘍細胞塊は肺胞壁から非接着、
接着いずれの場合もある。小花冠様や指輪状管腔構
造を有し肺胞内に浮遊している。

8230/3 Solid adenocarcinoma 充実型腺癌
腺上皮としての極性を持たない多角形の腫瘍細胞が、
乳頭構造・腺腔構造を作らず、シート状に増殖する像
が優位の腫瘍。

腫瘍全てが充実性増殖であった場合、400倍視野２箇
所で５個以上の腫瘍細胞内に粘液を確認できれば腺
癌の充実性増殖となる。もし粘液がみられなくても
TTF1やNapsin Aなど肺胞上皮細胞マーカーが陽性に
なれば大細胞癌でなく腺癌の充実性増殖と分類する。

Variant of adenocarcinoma 特殊型腺癌 特殊型

8253/3*
Invasive mucinous
adenocarcinoma

浸潤性粘液性腺癌
細気管支肺胞上皮癌　粘
液産生性の多くの症例

高円柱状で豊富な細胞質内粘液を有する、気管支上
皮の杯細胞に類似する腫瘍細胞から構成される腺癌
で、核は小型で粘液球の存在により基底部に位置して
いる。核異型は通常目立たない。手術検体において浸
潤成分が認められない症例は上皮内癌に、5mm以下
の浸潤巣にとどまる場合は微少浸潤腺癌に、それぞ
れ分類されるが、それらはきわめて希と考えられる。周
囲肺胞腔は豊富な粘液で満たされていることが多い。
肺胞上皮置換性に増殖することが多いが、充実性増
殖以外のいかなる増殖パターンも認められる。非粘液
成分が10%を超える場合は粘液産生性・非産生性混合
型と診断される。

浸潤性粘液性腺癌はIASLC/ATS/ERS分類で新たに
導入された概念で、本腫瘍の多くは、以前のWHO分類
では粘液性細気管支肺胞上皮癌に分類されていたも
のである。本組織型は非粘液性細気管支肺胞上皮癌
と臨床像、画像所見、病理像、遺伝子学的背景が異
なっていること、広範に検索を行えば浸潤性成分が同
定されることが多いことから、通常型腺癌とは別の、浸
潤癌の特殊型に分類されることとなった。肺胞上皮置
換性、乳頭状、微小乳頭状に増殖する腺癌で粘液を
産生する腫瘍とは特徴的な形態(杯細胞や高円柱状
細胞形態)の有無で鑑別する。免疫染色ではCK7、20
に陽性となる。但し、CK7はほぼ全例に陽性となるが
CK20は80%程度にとどまり局所的なこともある。通常の
腺癌に陽性となるTTF1やNapsin Aは通常陰性で、
HNF4α がびまん性に陽性となる。

8254/3*
Mixed invasive mucinous and
non-mucinous adenocardinoma

粘液・非粘液混合腺癌
粘液産生性・非産生性混
合型の多くの症例

浸潤性粘液性腺癌で非粘液成分が10%を超える場合
は粘液産生性・非産生性混合型と診断される。

腺房型、乳頭型、粘液産
生充実型、混合型
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8480/3 Colloid adenocarcinoma コロイド腺癌
膠様(コロイド)腺癌・粘液
嚢胞腺癌

膠様（コロイド）腺癌は、 豊富な細胞外粘液により気腔
が破壊される粘液産生性腺癌。

豊富な細胞質外粘液の貯留により既存構築が破壊さ
れ、時に嚢胞状になる浸潤性腺癌である。杯細胞に類
似する腫瘍細胞が肺胞隔壁または線維性隔壁に沿っ
て増殖するが、腫瘍細胞の出現が非連続性のことや
極小領域にとどまることがあり注意が必要である。ま
た、豊富な背景粘液に腫瘍胞巣が浮遊性に認められ
ることもある。粘液結節の大きさをもって腫瘍径とす
る。免疫組織学的にCDX2、MUC2、CK20に陽性とな
る。TTF1やCK７は弱陽性や局所的陽性を示す。
Napsin Aは陽性となることがある。

8333/3 Fetal adenocarcinoma 胎児型腺癌 高分化胎児型腺癌

胎児肺に類似した成分より構成される腫瘍。低悪性度
型は胎児肺類似成分のみから構成されるが、高悪性
度型は少なくとも50%が胎児肺類似成分から構成され
るもの。

腺様期(5-16週)の胎児肺に類似したｸﾞﾘｺｰｹﾞﾝの豊富
な非線毛円柱上皮が複雑な分岐腺管を形成する。低
悪性度型は核異型が乏しく、モルラ形成を認め腺管は
典型的にはfibromyxoidな間質を伴う。免疫組織学的
に腺管成分はTTF-1に陽性、ビオチンに富む核にβ カ
テニンの核への移行像やERβ が陽性となる。また、
90%近くの症例でNSE、NCAM、ｸﾛﾓｸﾞﾗﾆﾝ、ｼﾅﾌﾟﾄﾌｨｼﾞﾝ
等の神経内分泌マーカーが陽性となる。高悪性度型
は著明な核異型を伴う腺管から構成されモルラの形
成を欠く。また、通常型腺癌との移行を見る。免疫組織
学的に約半数の症例で神経内分泌マーカーに陽性と
なる。しばしばAFP、Glypican 3、SALL4に陽性を示す。

8144/3 Enteric adenocarcinoma 腸型腺癌 なし
大腸癌類似の形態を示す腺癌で本成分が50%以上認
められるもの

腺管状・篩状の構造を有する腺癌で、乳頭腺管状構造
も認められる。構成細胞は刷子縁構造を有する好酸
性高円柱状上皮よりなる。中心部の地図状壊死やドッ
ト状の壊死、中心線維化や胸膜陥入が認められること
がある。免疫組織学的に腸管分化マーカーである
CDX2、CK20に陽性となり、CK7に陽性を示すものも認
められるが、腸管分化マーカ陰性で腸管形態のみのも
のも存在する。

印環細胞癌　淡明細胞癌

腺癌における印環細胞ならびに淡明細胞は充実性増
殖部で認めやすいが、腺管形成や乳頭状、微小乳頭
状増殖領域で見られるために、組織学的な亜型という
よりは細胞学的な亜型と考えるべきである。これらの
成分が出現した場合には量の多寡を問わずに診断名
の最後にwith signet ring featuresや with clear cell
featuresと記載することが望ましい。

Minimally invasive
adenocarcinoma

微少浸潤性腺癌 なし
置換性増殖を優位とする3cm以下の孤立性腫瘍で、
5mm以内の浸潤部分を有する。

本腫瘍での浸潤部は置換性増殖以外の腺房状、乳頭
状、微小乳頭状、充実性を呈する部分や筋線維芽細
胞性の間質へ腫瘍細胞の浸潤が見られる部分であ
る。浸潤部分の最大径が5mm以内であることが微少
浸潤性腺癌とされる。微少浸潤性腺癌の除外規定とし
ては、リンパ管、血管、気腔内（肺胞腔や気管支腔）、
胸膜への浸潤、腫瘍壊死、気腔内への広がり
（STAS？）がある。非粘液産生性腫瘍細胞ではTTF1
やNapsin Aなどの肺胞上皮細胞マーカーが陽性であ
る。粘液産生性腫瘍細胞では、肺胞上皮細胞マーカー
が陰性でCK20やHNF4Aが陽性になることがある。

8250/2* Non-mucinous 非粘液性 本腫瘍の大部分である。 II型肺胞上皮細胞型やClara細胞型

8257/3* Mucinous 粘液性 稀にみられる。
円柱状ないし杯細胞で豊富な粘液を胞体内に有し、核
は小型で基底側に位置することが多い。

Preinvasive lesions 前浸潤性病変 前浸潤性病変
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8250/0*
Atypical adenomatous
hyperplasia

異形腺腫様過形成 異型腺腫様過形成

通常0。5cm以下の小型の増殖性限局性病変である。
軽度から中等度異型を有するII型肺胞上皮細胞や
Clara細胞が単層性に肺胞壁ないしは呼吸細気管支を
比較的まばらに置換している。

本腫瘍は終末呼吸細気管支近傍から小葉中心性にみ
られる。腫瘍細胞の核には好酸性の核内封入体や、２
核がみられ、TTF1で陽性になる。核分裂像はほとんど
観察されない。完全切除すれば、無再発生存率は
100%である。この腫瘍にはTNMの病期を用いない。

8140/2 Adenocarcinoma in situ 上皮内腺癌 細気管支肺胞上皮癌

3cm以下の限局性腺癌で、既存の肺胞構造を置換し
てII型細胞・クララ細胞様の腫瘍細胞が比較的密に増
殖する。置換性増殖のみを示し、間質浸潤、脈管浸
潤、胸膜浸潤は示さない。浸潤と定義される腺房状、
乳頭状、充実性、微小乳頭状や、肺胞腔内に腫瘍細
胞塊は認めない。

上皮内腺癌は1999/2004のWHO分類では細気管支肺
胞上皮癌（BAC)や野口分類のType A、 Bとされてい
た。上皮内腺癌では肺胞隔壁の硬化や弾性線維の増
生で肥厚することが多く、特に非粘液産生性の細胞で
多く、TTF1、 Napsin Aが陽性になる。

8410/2 Non-mucinous 非粘液性 粘液非産生性 上皮内腺癌の大部分である。 II型肺胞上皮細胞型やクララ細胞型

8253/2 Mucinous 粘液性 粘液産生性 稀にみられる。
円柱状ないし杯細胞で豊富な粘液を胞体内に有し、核
は小型で基底側に位置することが多い。浸潤は見られ
ない。

8070/3 Squamous cell carcinoma 扁平上皮癌 扁平上皮癌
角化または細胞間橋を伴う悪性上皮性腫瘍、あるい
は、形態学的に未分化な非小細胞癌で、免疫組織化
学的な扁平上皮癌マーカーに陽性を示す腫瘍。

主気管支から末梢の気管支まで発生する。肉眼的に
は、通常、灰白色調で柔らかく、もろい。しかし、末梢型
でdesmoplasiaが強い場合は硬く、炭粉沈着を伴う。腫
瘍が大きくなれば空洞形成しうる。中枢型では気管支
内腔を占め、末梢肺に閉塞性肺炎を合併することがあ
る。扁平上皮癌には角化型と非角化型がある。極少数
の細胞に細胞内粘液を認めても扁平上皮癌を除外す
る根拠とならない。旧WHOに特殊型として記載されて
いた乳頭型、淡明細胞型、小細胞型は予後や分子生
物学的な意義が乏しく分類から廃された。

8071/3
Keratinizing squamous cell
carcinoma

角化型扁平上皮癌
角化型は角化、癌真珠、細胞間橋の存在が特徴的で
ある。これらの所見は種々の程度にみられる。

8072/3
Non-keratinizing squamous cell
carcinoma

非角化型扁平上皮癌

非角化型では大細胞癌との鑑別に免疫組織化学が必
要である。すなわち、扁平上皮癌マーカー（p40、p63、
CK5 or CK5/6）がびまん性に陽性で、TTF-1は陰性を
示す。

8083/3
Basaloid squamous cell
carcinoma

類基底細胞型扁平上皮癌 類基底細胞型

純粋型では小型細胞が胞巣を形成し、胞巣周辺で核
の柵状配列を示す低分化な悪性上皮性腫瘍。明らか
な角化を欠くが、免疫組織化学では扁平上皮癌マー
カーが陽性となる。角化あるいは非角化型扁平上皮癌
の成分を伴うことがあるが、類基底細胞成分が50％を
超えるものは類基底細胞癌と分類される。

組織学的には、充実結節性、吻合状の柵状索状配列
からなり、胞巣周辺部で柵状配列を伴う。腫瘍細胞は
比較的小型、単調、立方状あるいは紡錘形を示す。細
胞質はほとんどないが認識できる。核のmouldingはみ
られない。核分裂像は多く、Ki-67による増殖能は50-
80%におよぶ。約1/3の例でロゼット様配列を見られる。
多くの例で硝子性あるいは粘液性の間質を伴う。本腫
瘍は報告数が少なくデータは限られているが、通常の
非小細胞性癌より予後は予後不良とされている。形態
で扁平上皮への分化を示さなくても免疫染色で扁平上
皮癌マーカー陽性のものは扁平上皮癌の一亜型に分
類されることになった。

Preinvasive lesion 前浸潤性病変 前浸潤性病変
前浸潤病変には、異形成（軽度、中等度、高度）と上皮
内扁平上皮癌が含まれる。

8070/2
Squamous cell carcinoma in
situ

上皮内扁平上皮癌 上皮内(扁平上皮）癌

異形成は気管支上皮に発生する扁平上皮癌の前駆
病変である。扁平上皮異形成と上皮内癌は大型の気
道では組織学的な連続性がある場合がある。異形成
は、すべての気管・気管支樹に、単独で、あるいは、多
発性に生じうる。

気道上皮は外的な刺激に応じて、基底細胞過形成、
扁平上皮化生を示す。特にたばこ煙は、異形成の発
生に関連している。前浸潤性気管支病変の種々の程
度の（軽度、中等度、高度）異形成、上皮内癌の鑑別
は、細胞の大きさ、成熟度、核の特徴、細胞極性、上
皮細胞層の厚さなどにより鑑別される。
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Neuroendocrince tumours 神経内分泌性腫瘍 神経内分泌性腫瘍
形態学的特徴と免疫染色あるいは電子顕微鏡的検索
による神経内分泌形質が証明される上皮性腫瘍の一
群として定義される。

小細胞癌、大細胞神経内分泌癌、定型および異型カ
ルチノイドの４つが含まれる。前２者は高悪性度、後２
者は低悪性度から中間悪性度の腫瘍である。形態が
伴わず免疫染色単独で神経内分泌形質を表現する場
合は含まれない。神経内分泌分化マーカーは、
NCAM/CD56、chromogranin A、synaptophysinの３つ
をパネルで実施する。小細胞癌、大細胞神経内分泌
癌ではTTF1陽性となることが多い。消化管NETとは異
なり診断基準にKi67陽性率は採用されていない。

8041/3 Small cell carcinoma 小細胞癌 小細胞癌
核クロマチンが繊細で、核小体が目立たず、細胞質が
乏しい（N/C比の高い）小型の腫瘍細胞が密に増殖す
る腫瘍。

細胞質が乏しく、細胞境界はやや不明瞭である。核の
微細クロマチンが特徴の一つで、核小体はないか目立
たない。核形は類円形、卵円形、紡錘形で、緻密な増
殖の結果、木目込み状構造 (molding) をとる。ロゼッ
ト、胞巣辺縁騎兵配列、オルガノイド形態は神経内分
泌分化形態である。多数の核分裂像が観察されること
は組織型の診断基準の一つである（>10/2mm2)。壊死
を伴い、しばしば高度である。核所見は重要であるが、
固定の影響で特徴の減弱がありうるので注意が必要
である。一般的な神経内分泌マーカーに加え、TTF1陽
性率が高い（約90％）。Ki67陽性率は非常に高く（通常
50％以上で100%近い）、生検などの微小検体でカルチ
ノイドとの鑑別診断に有用である。

8045/3
Combined small cell
carcinoma

混合型小細胞癌 混合型小細胞癌 小細胞癌以外の組織型と小細胞癌が混在する腫瘍。

扁平上皮癌、腺癌、大細胞癌、大細胞神経内分泌癌
（LCNEC）、紡錘細胞癌、巨細胞癌と混在しうる。大細
胞癌およびLCNECの場合は、腫瘍全体の一定の領域
（10％以上）で大細胞癌の出現がある場合に混合型小
細胞癌に分類される。それ以外の組織型は形態学的
に認識できることで診断され、数量的定義はない。

8013/3
Large cell neuroendocrine
carcinoma

大細胞神経内分泌癌 大細胞神経内分泌癌
小細胞癌よりも大型で細胞質のある腫瘍細胞が形態
的、形質的に神経内分泌分化を示す腫瘍。

小細胞癌との鑑別はHE染色の形態学により行う。
LCNECは小細胞癌に比較して、細胞が大型、少量か
ら中等量の細胞質がありN/C比が比較的低く、核クロ
マチンがやや粗造で核小体の出現がある。特にN/C
比、クロマチンパターン、核小体の有無が鑑別の要点
である。異型カルチノイドとの鑑別は、核分裂像の数で
定義される（>10/2mm2)。壊死はしばしば広範囲であ
る。免疫染色：小細胞癌と比較すると、TTF1陽性率が
低く（約50％）、Ki67陽性率が低い傾向（40-80％程度）
がある。基底細胞癌との鑑別には、扁平上皮癌マー
カー、神経内分泌マーカーを用いる。

8013/3
Combined large cell
neuroendocrine
carcinoma

混合型大細胞神経内分
泌癌

混合型大細胞神経内分
泌癌

腺癌、扁平上皮癌、巨細胞癌、紡錘細胞癌と混在する
大細胞神経内分泌癌。

大細胞神経内分泌癌以外の組織型は形態学的に認
識できることで診断され、数量的定義はない。共存す
る組織型を明記する。小細胞癌との共存は、混合型小
細胞癌に分類する。

Carcinoid tumours カルチノイド腫瘍 カルチノイド腫瘍
円形ないし紡錘形の神経内分泌細胞からなる、低ない
し中間悪性度の上皮性腫瘍。



ICD-O 診断名（英） 診断名（和） 旧分類(第7版） 定義 解説

8240/3 Typical carcinoma 定型カルチノイド 定型カルチノイド
円形ないし紡錘形の神経内分泌細胞からなる、低悪
性度の腫瘍。

カルチノイド腫瘍の大部分を占める。比較的均一な多
角形、類円形、時に紡錘形の形態を示す腫瘍細胞が、
オルガノイド、索状、ロゼット状などの構築を示す。核ク
ロマチンは粒状で、いわゆるsalt and pepperパターン
を示す。細胞質は時に顆粒状で豊富な場合もある。核
分裂像が少なく（<2/2mm2)、壊死はないことが異型カ
ルチノイドとの鑑別点である。間質に毛細血管が豊富
である。増殖形態は気管支、細気管支と関連して発生
し、気管支内にポリープ状増殖を示す場合も多い。免
疫染色：一般に、神経内分泌マーカーに強い陽性所見
を示す。Ki67陽性率は低い（数％程度）。消化管の神
経内分泌性腫瘍とは異なり診断基準にKi67陽性率は
採用されていない。小細胞癌、LCNECとは異なりTTF１
は陰性のことが多い。

8249/3 Atypical carcinoma 異型カルチノイド 非定型カルチノイド
カルチノイドのうち、核分裂像が目立つか、壊死の存
在する腫瘍。

核分裂像は定型カルチノイドより多い（2-10/2mm2)
か、あるいは壊死がある腫瘍。Ki67陽性率は定型カル
チノイドよりも高い傾向があるが、明確な基準はない。

　 Preinvasive lesion 前浸性潤病変 前浸潤病変

8040/0*
Diffuse idiopathic pulmonary
neuroendocrine cell
hyperplasia

びまん性特発性肺神経
内分泌細胞過形成

びまん性特発性肺神経
内分泌細胞過形成

肺神経内分泌細胞のびまん性増生で、気管支粘膜上
皮の基底側に増生巣を形成する。間質に浸潤し、塊を
作っている病変はチューモレット、カルチノイドとする。

1992年に初めて報告された稀な病態である。カルチノ
イドの背景肺に偶然診断されることがある。しばしば軽
度の細気管支周囲のリンパ球浸潤や線維化と併存す
る。

8012/3 Large cell carcinoma 大細胞癌 大細胞癌
小細胞癌、腺癌、扁平上皮癌の性質を、形態学的にも
免疫組織化学的にも示さない低分化の癌腫。

乳頭状・腺腔状の構造や粘液産生といった腺癌の性
質を示さず、角化や細胞間橋などの扁平上皮癌の性
質を示さず、かつ、腺癌マーカー（TTF-1、 napsin A）お
よび扁平上皮癌マーカー（p40、 CK5/6など）が陰性で
あることが条件となる。腫瘍全体を十分に検索した場
合につける診断名であり、生検や細胞診では用いな
い。

8560/3 Adenosquamous carcinoma 腺扁平上皮癌 腺扁平上皮癌
扁平上皮癌と腺癌成分の両者から構成され、それぞ
れの成分が少なくとも腫瘍全体の10％以上を占めて
いる癌腫。

扁平上皮癌と腺癌の成分が明確に分かれているもの
もあれば、両者が連続的に移行、混在しているものも
ある。従って、10％の基準はあくまで便宜的なものであ
る。一方の成分が10％未満の場合には、所見の記載
にとどめる。扁平上皮癌あるいは腺癌としての形態が
不明確な場合には、粘液染色およびTTF-1、 p40など
の免疫染色が診断上有用である。生検や細胞診では
用いない。

Sarcomatoid carcinoma

8022/3 Pleomorphic carcinoma 多形癌 多形癌

8032/3 Spindle cell carcinoma 紡錘細胞癌 紡錘細胞癌

8031/3 Giant cell carcinoma 巨細胞癌 巨細胞癌

8980/3 Carcinosarcoma 癌肉腫 癌肉腫
扁平上皮癌や腺癌などの非小細胞癌と横紋筋肉腫、
軟骨肉腫、骨肉腫など異所性成分を含む肉腫との混
在からなる悪性腫瘍である。

定義上、横紋筋肉腫、軟骨肉腫、骨肉腫などの成分を
認める。異所性成分のない腫瘍は多形癌に分類され
る。単にケラチン陰性、ビメンチン陽性の部分があるだ
けでは、異所性成分と確定しないので、本腫瘍とは診
断されない。

多形癌の「多形」は、多形細胞の多形ではなく、多形腺
腫の多形である。多形性に富む細胞からなる癌腫とは
限らない点に注意が必要である。構成成分の組織型
を記載する。紡錘形細胞と巨細胞のみからなる腫瘍は
多形癌とする。紡錘形細胞は肉腫様の束状、花むしろ
状の配列を示す。巨細胞は多核あるいは単核で、好
酸性の大型多角形の胞体、多形性に富む核を有し、
腫瘍細胞間の結合性が低下している。多形癌、紡錘
形癌、巨細胞癌では、腫瘍組織内に多核白血球やリ
ンパ球の浸潤をみることが多い。純粋な紡錘形癌と巨
細胞癌は極めて稀である。

多形癌とは、紡錘細胞あるいは巨細胞を含む扁平上
皮癌、腺癌、大細胞癌、あるいは紡錘細胞と巨細胞の
みからなる癌である。定義上、紡錘細胞、巨細胞の成
分は腫瘍全体の10％以上を占めるものとされる。紡錘
形癌は紡錘形の腫瘍細胞のみからなる癌、巨細胞癌
は巨細胞性腫瘍細胞のみからなる癌である。
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8972/3 Pulmonary blastoma 肺芽腫 肺芽腫
低悪性度胎児型腺癌と未熟な間葉細胞成分からなる
二相性の腫瘍である。

低悪性度胎児型腺癌の解説については、その項を参
照。上皮成分が高悪性度胎児型腺癌の場合は癌肉腫
に分類されるので注意が必要である。間葉成分は核/
細胞質比の高い小型で未熟な細胞の密な増殖からな
るが、ときに骨、軟骨、横紋筋などへの分化を示す肉

Other and unclassfied carcinoma 分類不能癌

8032/3
Lymphoepithelioma-like
carcinoma

リンパ上皮腫様癌 リンパ上皮腫様癌
高度のリンパ球浸潤を特徴とする低分化ないし未分化
な癌である。EBER1が腫瘍細胞の核内に証明される。

分化傾向に乏しい腫瘍細胞の充実性増殖からなり、
腫瘍細胞間に強いリンパ球浸潤をみる。腫瘍細胞は
大型で明るい核、好酸性で明瞭な核小体を有すること
が特徴である。EBウイルスの関与が証明されない場
合は、本腫瘍であると確定することはできない。

8023/3* NUT carcinoma NUT転座癌 なし
NUT遺伝子の転座（t(15;19)）により定義される未分化
な癌である。

NUT midline carcinomaとも呼ばれる。分化傾向に乏し
い未分化な癌細胞のシート状、胞巣状増殖からなる。
胞巣内に明瞭な角化巣が突然出現することがあり
(abrupt keratinization)、本腫瘍の特徴とされる。小児、
若年成人の腫瘍とされていたが、どの年齢にも発生し
うる。NUT抗体を用いた免疫染色が診断上有用であ
る。

Salivary gland-type tumours 唾液腺型腫瘍 唾液腺型腫瘍

気管・気管支・肺からは、唾液腺腫瘍に類似した腫瘍
がまれに発生する。これらの腫瘍は、気道上皮下に局
在する気管・気管支腺に由来すると考えられており、
唾液腺型腫瘍と呼ぶ。本腫瘍には、粘表皮癌、腺様嚢
胞癌、上皮-筋上皮癌、多形腺腫を含む。いずれの腫
瘍も喫煙との関連は認められない。

8430/3 Mucoepidermoid carcinoma 粘表皮癌 粘表皮癌
粘液産生細胞、扁平上皮細胞(あるいは扁平上皮様細
胞)、中間細胞から構成された唾液腺型癌である。同
名の唾液腺腫瘍と同様の組織学的特徴を示す。

気管･気管支内、特に主気管支、葉気管支、区域気管
支といった中枢気管支に発生する。低悪性度と高悪性
度の2段階に分類されるが、大部分が低悪性度病変で
ある。低悪性度病変は肉眼的に境界明瞭な柔らかい
腫瘍であり、割面では粘液様外観や嚢胞形成を示す
こともある。高悪性度病変では周囲に浸潤をきたす。
組織学的には、低悪性度病変では、粘液産生細胞、
扁平上皮細胞(あるいは扁平上皮様細胞)、中間細胞
から構成される。高悪性度病変は、異型扁平上皮様
細胞と中間細胞が主体であり、粘液細胞は乏しく、そ
の確定診断に際しては腺扁平上皮癌の除外診断が必
須である。免疫組織化学的に、TTF1とnapsin Aは陰性
を示す。

8200/3 Adenoid cystic carcinoma 腺様嚢胞癌 腺様嚢胞癌

小型の核を持つ上皮様細胞と筋上皮細胞から構成さ
れる唾液腺型癌である。管状、篩状、充実型構造を呈
する。同名の唾液腺腫瘍と同様の組織学的特徴を示
す。

気管支内に発生する。肉眼的に境界明瞭で、割面で
は均一な外観を示すが、実際には癌は肉眼的な腫瘍
境界を越えて浸潤を来たしていることが多い。組織学
的には、導管上皮様の小型細胞と筋上皮細胞から構
成され、管状、篩状、充実型構造を呈し、篩状構造が
定型像である。免疫組織化学では、cytokeratinととも
に、vimentin、actin、S-100、CD117が陽性を示す。篩
状構造では、真の腺腔と偽腺腔があり、偽腺腔内には
粘液と硝子様物が認められ、免疫組織化学的にⅣ型
collagenやlamininが陽性を示す。

8562/3
Epithelial-myoepithelial
carcinoma

上皮筋上皮癌

低悪性度の唾液腺型癌であり、唾液腺の介在部導管
に類似した二相型配列を示す腺管形成を特徴とする。
腺管の内腔側は円柱上皮細胞から構成され、その周
囲には紡錘形・形質細胞様あるいは淡明な細胞質を
有する筋上皮細胞が認められる。同名の唾液腺腫瘍
と同様の組織学的特徴を示す。

中枢部の肺実質に発生し、気管支内に認められる。肉
眼的には境界明瞭な充実性腫瘍である。組織学的に
は、上述の二相型配列を示す腺管形成が主体であ
る。免疫組織化学的に、円柱上皮細胞はcytokeratin
が陽性で、vimentin、S100陰性である。一方、筋上皮
細胞はcytokeratin、CD117、GFAP、actin、S100が陽
性である。

なし
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8940/0 Pleomorphic adenoma 多形腺腫

上皮細胞、筋上皮細胞からなる腺管ないし充実性胞
巣、および粘液腫様あるいは軟骨様基質からなる、非
常に稀な良性腫瘍である。同名の唾液腺腫瘍と同様
の組織学的特徴を示す。

多くは中枢気管支あるいは気管内に発生する。気管
支内に発生した場合にはポリープ様形態を示し、末梢
肺に生じた場合には境界明瞭な腫瘤性病変として認
められる。割面は粘液腫様を呈する。組織学的には、
軟骨粘液腫様間質の中に腺・腺管が増殖し、充実性
胞巣も認められる。多様な組織像なので「多形」の名
がついている。診断に際しては、肺での発生が極めて
稀なので、唾液腺に発生した本腫瘍の肺転移を除外
する必要がある。

Papillomas 乳頭腫 乳頭腫

8052/0 Spuamous cell papilloma 扁平上皮乳頭腫 扁平上皮乳頭腫
繊細な葉状の結合織を有して乳頭状に増殖する扁平
上皮に覆われた腫瘍。単発性、多発性の両者が認め
られ、外向性、内反性も認められる。

単発性の扁平上皮乳頭腫は非常に稀な良性腫瘍であ
る。約半数にHPVの関与が考えられている。基底から
表層への分化傾向が認められ、著明な上皮の肥厚や
錯角化を伴う場合もある。約25％の症例に、HPV感染
でみられる核の皺壁や二核化、核周囲の空洞化(コイ
ロサイト)などが認められる。異角化細胞や大型異型細
胞、基底細胞層より上層での分裂像の出現などの異
型が稀に認められ、その場合はWHO分類の扁平上皮
異形成に準じて分類を行う。悪性化は2%未満に認めら
れる。

8052/0 Exophｙtic 外向性 外向性

8053/0 Inverted 内反性 内反性

8260/0 Glandular papilloma 腺上皮乳頭腫 腺上皮性乳頭腫
線毛円柱状あるいは非線毛円柱状の細胞が乳頭状に
増殖する腫瘍で、立方上皮や粘液産生細胞を種々の
程度に混在している。

血管性･硝子様の間質を有して重層または偽重層状に
高円柱状が乳頭状に増殖している。線毛細胞や粘液
細胞が混在し、多様な腺系細胞から成る。悪性化の報
告はない。

8560/0
Mixed squamous cell and
glandular papilloma

扁平上皮腺上皮混合型乳
頭腫

扁平上皮腺上皮性混合型
乳頭腫

扁平上皮と腺上皮が混在し気管支内を乳頭状に増殖
する腫瘍で、腺上皮成分が1/3以上含まれることが診
断基準となっている。

被覆上皮は腺上皮が主体で扁平上皮島を混在してい
る。腺上皮細胞には異型や壊死は認められない。しか
し、扁平上皮成分には軽度から高度の異型を伴うこと
があるが、ウイルス感染を示唆するような変化の報告
はなく、HPVは陰性と考えられている。

Adenomas 腺腫 腺腫

8832/0 Sclerosing pneumocytoma
硬化性肺胞上皮腫

硬化性血管腫

肺胞上皮への分化を示す細胞が、充実性、乳頭状に
増殖し、硬化（線維化）、出血を伴う腫瘍。II型細胞に
類似する表層細胞と円形細胞の二種類の細胞から構
成される。

以前に硬化性血管腫と呼ばれた腫瘍で、これらの構
成細胞が肺胞上皮由来であることが明らかとなったた
めに、硬化性肺胞上皮腫と名称が変更された。本腫瘍
は中年女性、人種別ではアジア人に多い。好塩基性
の細胞質を有する円形細胞の集簇巣を取り囲むよう
にII型肺胞上皮に類似する表層細胞が増殖している。
表層細胞には多核のものや淡明化・泡沫状となり、核
内封入体を見る事がある。多くの腫瘍は左記4パター
ンのうちの少なくとも3パターンを有している。

8251/0 Alveolar adenoma 肺胞腺腫 肺胞腺腫

単発性、境界明瞭な末梢肺に発生する腫瘍で、紡錘
形細胞に富む間質を単層のII型肺胞上皮細胞が裏打
しネットワーク状に多房性に増殖する腫瘍。間質の厚
さは様々で粘液調のこともある。

様々なサイズの嚢胞から形成される多嚢胞性の非常
に希な病変で、嚢胞は腫瘍中心部で大きくなる傾向が
ある。リンパ管腫と誤診されやすいが、上皮はTTF1陽
性でⅡ型上皮由来である。

8260/0 Papillary adenoma 乳頭腺腫 乳頭腺腫
異型に乏しい立方状から円柱状の細胞が線維血管性
間質を伴い単層、乳頭状に増殖する、境界明瞭な腫
瘍。

非常に希な病変である。核異型や分裂像は認めない。
上皮はTTF1陽性でII型上皮への分化を示す。

8470/0 Mucinous cystadenoma 粘液嚢胞腺腫 粘液嚢胞腺腫
粘液を貯留する限局性の結節を呈し、線維性被膜に
より囲まれ、内部は分化の良い高円柱状の粘液上皮
に裏打ちされた腫瘍。

非常に稀な病変。過去に報告されている粘液嚢胞腺
腫の多くはWHOの定義を厳密に当てはめると当ては
まらないことが指摘されている。また、これらの腫瘍は
低悪性度粘液性腺癌とすべきとの意見も見られ、膠様
腺癌との異同が問題となる。

なし
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8480/0 Mucous gland adenoma 粘液腺腺腫 粘液腺腺腫

主に外向性に気管･気管支の漿粘液腺や導管から発
生する良性腫瘍。粘液貯留による嚢胞形成や腺管形
成、乳頭状増殖がみとめられる。腫瘍細胞は高円柱状
上皮、平坦化した立方上皮、杯細胞、好酸性細胞や淡
明細胞からなる。

気管支軟骨より内腔側に存在する外向性発育腫瘍で
ある。

Mesenchymal tumours 間葉系腫瘍

8992/0 Pulmonary hamartoma 肺過誤腫 過誤腫
軟骨、脂肪、結合織、平滑筋など間葉系の少なくとも2
種類の成分が種々の程度に含まれた良性腫瘍で、腫
瘍に取り込まれた呼吸上皮が混じり合う。

通常、肺の末梢に境界明瞭で円形又は分葉状の硬い
白色結節として発生する。約10%は中枢側の気管支腔
内に無茎性ポリープとして発生する。多くは4cm未満で
空洞形成は少ない。組織学的には、軟骨又は粘液腫
状軟骨が主体で、種々の程度に脂肪、結合織、平滑
筋、骨といった間葉系成分が混ざり、取り込まれた呼
吸上皮は間葉成分の圧排により裂隙状に分布する。
高頻度にt(3;12)(q27-28;q14-15)を示すことから、本腫
瘍は病理総論的意味の「過誤腫」ではなく、真の腫瘍
である。再発や悪性転化は極めて稀である。

9220/0 Chondroma 軟骨腫 軟骨腫
硝子軟骨、又は粘液腫状硝子軟骨で構成された良性
腫瘍である。

典型的にはCarney三徴の一つとして若年女性に発生
し、肺の末梢に多発腫瘤を来す。稀に孤発例もある。
線維性偽被膜を有する境界明瞭かつ分葉状の腫瘤が
形成され、中等度の細胞密度を示す異型性の乏しい
硝子軟骨、又は粘液腫状軟骨で構成される。石灰化
や骨化がよくみられる。肺過誤腫と異なり上皮の湾入
を欠き、脂肪など軟骨以外の構成成分を持たない。
又、軟骨肉腫より細胞密度は低く細胞異型は弱い。転
移や死亡例は報告されていない。

PEComatous tumours
血管周囲類上皮細胞腫瘍

（PEComa)群
なし

9174/1 Lymphangioleiomyomatosis リンパ脈管平滑筋腫症 なし

8714/0 PEComa、 benign
良性血管周囲類上皮細
胞腫

なし

8005/0 Clear cell tumour 淡明細胞腫 淡明細胞腫

8714/3 PEComa、 malignant
悪性血管周囲類上皮細
胞腫

なし

8827/1
Congenital peribronchial
myofibroblastic tumour

先天性気管支周囲性筋線
維芽細胞腫

先天性気管支周囲性筋線
維芽細胞腫

丸みのあるものから短紡錘形の単調な細胞が、気管
支血管周囲間質で、交差するような束状配列を示しつ
つ増殖した腫瘍である。細胞密度が高い場合や核分
裂像が目立つ場合がある。先天性乳児線維肉腫を想
起させる様な組織像である。

表面平滑あるいは多結節状の境界明瞭な腫瘤で、割
面は黄褐色調で肉質、時に出血や壊死を伴い、大きさ
は5～10cm。組織学的に気管支血管鞘や胸膜、小葉
間隔壁、肺胞壁といったリンパ流路に沿って増殖・浸
潤し、取り残された肺実質で隔てられて腫瘍島や小結
節を形成する。腫瘍細胞の核異型は弱い。核分裂像
は種々の程度にみられるが異常核分裂像はない。免
疫染色や電顕上、腫瘍細胞は筋上皮への分化を示

Diffuse pulmonary
lymphangiomatosis

びまん性肺リンパ管腫症 びまん性肺リンパ管腫症
リンパ管腔と平滑筋のびまん性増殖症であり、肺、胸
膜、あるいは縦隔の正常なリンパ流路に沿って発生す
る。

好酸性無構造物質を含む、様々な大きさの管腔が吻
合しながらリンパ流路に沿って分布する。嚢胞や腫瘤
の形成はない。内腔は平坦なリンパ内皮細胞層に覆
われるが、これらはD2-40、CD31、第Ⅷ因子関連抗
原、UEAの各染色に陽性となる。管腔間には膠原線維
や平滑筋に類似した紡錘形細胞が存在するがHMB45
染色は陰性でリンパ脈管筋腫症と鑑別される。リンパ
管拡張、血管腫症も鑑別に挙げられる。予後は不良で
ある。

血管周囲類上皮細胞より発生したと考えられている腫
瘍で、肺では1) リンパ脈管筋腫症（LAM）と名付けられ
たびまん性多嚢胞状増殖症、2) 稀に、淡明細胞で構
成された、血管周囲類上皮細胞腫と名付けられた良
性限局性腫瘤、3) そして極めて稀であるが、リンパ脈
管筋腫症と淡明細胞腫が重なり合う像を呈するびまん
性増殖性病変、がある。

LAMでは、丸みを帯びた紡錘形の筋様細胞が嚢胞壁
で結節状に認められることが多いが、浸潤性で不明瞭
なこともある。TSC遺伝子変異が関与する。血管周囲
類上皮細胞腫は淡明ないし好酸性で豊富な胞体を示
す円形から卵円形の細胞で構成され、核の大小不同
や時に明瞭な核小体を呈するが、核分裂像は乏しく、
壊死も極めて稀である。特徴的な薄壁の類洞状血管
が認められる。共にHMB45、メランA、MITFの各免疫染
色が陽性である。
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8825/1
Inflammatory myofibroblastic
tumour

炎症性筋線維芽細胞腫
炎症性偽腫瘍（炎症性筋
線維芽細胞腫）

紡錘形の筋線維芽細胞で構成される病変で、形質細
胞やリンパ球を主とした炎症細胞浸潤を伴う。

通常、肺の末梢に孤立性に発生するが、10～20%は中
枢性で気管・気管支腔内に発生する。大きさは1～
15cm（平均4cm）で硬く境界明瞭な腫瘤を形成し、割面
は肉質で白色、灰色、黄褐色調である。組織学的に
は、筋線維芽細胞に分化した核異型の乏しい紡錘形
細胞が整然とした束状配列を示し、核分裂像は様々
で、形質細胞優位な慢性炎症細胞浸潤を伴う。約半数
（特に小児や若年成人）でALK遺伝子再構成に関連し
てALK染色が陽性になる。非腫瘍性（偽腫瘍）と判明し
たものは、本腫瘍に含めない方が良い。

9133/3
Epithelioid
haemangioendothelioma

類上皮性血管内皮腫 類上皮性血管内皮腫
粘液腫状硝子様間質を持ち、類上皮様の細胞が充実
胞巣状あるいは索状に増殖する腫瘍。血管内皮マー
カーが陽性となる。

6割を超える症例では境界明瞭で灰白色調の軟骨様
結節が両肺の血管周囲に多発性（2cm未満）に、1～2
割は孤立性（5cmまで）に認められる。組織学的には結
節辺縁でより細胞密度が高く、中心は硬化性で時に石
灰化や骨化を伴う。しばしば肺胞腔内増殖を示す。腫
瘍細胞は円形からやや紡錘形で異型は弱く、核分裂
像も乏しい。赤血球を容れた細胞質内管腔を有し、時
に印環細胞様である。血管マーカーであるCD31、
CD34、FLI1染色の陽性率が高い。

8973/3 Pleuropulmonary blastoma 胸膜肺芽腫 胸膜肺芽腫

幼児、小児早期の悪性腫瘍であり、嚢胞性、充実性、
あるいは両方を示す肉腫様の新生物として肺又は稀
に胸膜に発生する。嚢胞内腔面は既存の上皮、時に
線毛上皮で覆われている。この胚様あるいは発生異
常の様にも見える肺・胸膜腫瘍は、ウィルムス腫瘍や
神経芽細胞腫、肝芽腫、網膜芽細胞腫と並ぶ小児期
新生物の一型である。

腫瘍は以下の3型に分けられる。I型（嚢胞型）は気道
上皮で被覆された多数の薄壁嚢胞を形成し、上皮下
には小型の未熟腫瘍細胞が分布する。未熟な横紋筋
や軟骨への分化を伴うことがある。II型（混合型）は嚢
胞形成に加え、未熟腫瘍細胞のシート状増殖や胎児
型横紋筋肉腫あるいは紡錘型細胞肉腫の増殖で嚢胞
壁の一部又は全体が肥厚する。III型（充実型）は未熟
細胞及び肉腫領域が混在しつつ充実性に増殖し、肺
葉又は肺全体を占拠することがある。

9040/3 Synovial sarcoma 滑膜肉腫 なし

単調な長紡錘型細胞のシート状ないし束状増殖からな
る部分と、上皮細胞とが種々の比率で混在している肉
腫。染色体転座t(X;18)(p11。2;q11。2)で特徴づけられ
る。

肺では紡錘型細胞からなる単相型が多い。二相型で
は紡錘型細胞と上皮細胞が種々の比率で混在してい
る。上皮成分は粘液を伴う管状・スリット状の構造、あ
るいは乳頭状構造を呈する。充実性、索状構造を示す
こともある。血管周皮腫様血管構築、硝子化あるいは
好酸性の間質、あるいは局所的な粘液腫様変化も見
られる。核分裂像の程度は様々で、多くの場合壊死を
伴う。TLE1染色は特異性が高い。

9137/3
Pulmonary artery intimal
sarcoma

肺動脈内膜肉腫 なし
肺弾性動脈の内膜を起源とし、完全に未分化か骨、軟
骨の様な異所性成分への分化を示す肉腫。

内膜由来の未分化多形肉腫といった様に、推定される
発生部位を付記した組織亜型を診断名とすることが望
ましい。

8842/3*
Pulmonary myxoid sarcoma with
EWSR1-CREB1 translocation

EWSR1-CREB1転座肺粘
液腫様肉腫

なし

軽度の異型を示す円形、紡錘形細胞が、明瞭な粘液
腫状間質を背景に、糸状、索状に配列し繊細なレース
状構造を形成する肉腫。EWSR1-CREB1融合遺伝子を
有する。

典型例は、気道内腔に発生する。肉眼的には4cmまで
の境界明瞭で分葉状の腫瘍で、組織学的には紡錘型
ないし星状から多型な細胞が、豊富な粘液腫状の間
質を背景にレース状構造を形成し増殖する。細胞異型
は一般的に軽度から中等度だが、まれに局所的に高
度異型や多核細胞を示す。細胞分裂像は5個/mm2以
下のことが多い。壊死が約半数の症例で見られる。免
疫組織学的には、ビメンチンが陽性で、60%の症例で、
EMAが弱く、部分的に陽性となる。

Myoepitheliar tumours 筋上皮性腫瘍 なし

8982/0 Myoepithelioma 筋上皮腫 なし

8982/3 Myoepithelial carcinoma 筋上皮癌 なし

肺末梢ないし中枢側の気管支腔内に発生し大きさは
1。5～13cmである。組織学的には、豊富な粘液腫様
間質に腫瘍細胞が索状から細網状に増殖する。腫瘍
細胞は上皮様ないし紡錘型で、単調な核、好酸性ない
し淡明な細胞質を持つ。時に形質細胞様、又は胞体に
硝子様封入体を持つ。筋上皮癌では多数の細胞分裂
像や壊死、核異型といった悪性所見がある。免疫染色
は主にケラチン、S-100、カルポニン、GFAPが陽性で、
SMAやp63も陽性となることがある。

筋上皮細胞への分化を示すまれな上皮性腫瘍。筋上
皮腫は腺腔分化を伴う混合腫瘍とは異なるものである
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Other mesenchymal tumours その他の間葉系腫瘍 その他

気管支･肺を原発部位とする間葉系腫瘍は稀で、軟部
発生ものと類似している。 それらは肺内の起源に関係
なく、軟部腫瘍の最新の診断基準に基づいて分類され
る。

原発性肺肉腫として多いのは、カポジ肉腫、線維肉
腫、平滑筋肉腫、未分化多型肉腫である。

Lymphohistiocytic tumours リンパ組織球系腫瘍

9699/3

Extranodal marginal zone
lymphoma of mucosaassociated
lymphoid tissue (MALT
lymphoma)

節外性濾胞辺縁帯粘膜関
連リンパ組織型リンパ腫
（MALTリンパ腫）

低悪性度辺縁帯B細胞リ
ンパ腫（MALT）

小型B細胞、単球様B細胞、散在する免疫芽球、およ
び中心芽球様細胞といった、形態学的に多彩な細胞
浸潤からなる節外性リンパ腫である。形質細胞分化が
生じる例もある。

腫瘍性B細胞は、反応性リンパ濾胞の濾胞辺縁帯に
主座をおき、濾胞間領域へと進展する。これらの細胞
はしばしば気管支粘膜上皮に浸潤し、リンパ上皮病変
を形成する。

9680/3 Diffuse large B-cell lymphoma
びまん性大細胞型B細胞リ
ンパ腫

なし

大型B細胞（核の大きさが正常マクロファージの核と同
等かそれより大きい、もしくは正常リンパ球の2倍以上
であるようなB細胞）のびまん性増殖からなるリンパ腫
である。原発性肺びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
は、発症時に腫瘍が肺に限局しているものをいう。

本腫瘍は単一疾患ではなく、非特定型以外にも形態
や発症機序の異なる種々のアグレッシブB細胞リンパ
腫を含んでいる。加齢性EBV陽性大細胞型B細胞リン
パ腫も一定頻度で肺に発生する。

9766/1 Lymphomatoid granulomatosis リンパ腫様肉芽腫症 リンパ腫様肉芽腫症
血管中心性ないし血管破壊性を示すリンパ球浸潤か
らなる肺結節を特徴とする稀な疾患である。

そのリンパ球浸潤は形態的に多様（polymorphus）であ
り、EBV陽性B細胞や多数の反応性T細胞を含み、通
常は後者が優勢を占める。EBV陽性B細胞の数や細
胞異型は様々である。EBV陽性B細胞の出現数や細
胞異型によって組織学的グレードが決められ、これが
予後と相関を示す。

9712/3
Intravascular large B-cell
lymphoma

血管内大細胞型B細胞リ
ンパ腫

なし

腫瘍性リンパ球が小血管内、とくに毛細血管内に認め
られることを特徴とする、節外性びまん性大細胞型B
細胞リンパ腫のうち極めてまれでアグレッシブな亜型
である。

9751/1
Pulmonary Largerhans cell
histiocytosis

肺ランゲルハンス細胞組
織球症

肺ランゲルハンス細胞組
織球症

ランゲルハンス細胞の増殖と、これに関連する間質変
化によって生じる疾患。

BRAF遺伝子の変異がみられる症例もあることから腫
瘍性と考えられているが、肺症例のほとんどではク
ローン性が明確でない。

9750/1 Erdheim-Chester disease エルドハイム・チェスター病 なし
脂質貪食組織球が骨格や内臓に浸潤する特徴をも
つ、稀な黄色肉芽腫性組織球症。

肺では、リンパ管周囲に分布する間質の線維化を来
す。

Tumours of ectopic origin 異所性起源の腫瘍

Germ cell tumours 胚細胞腫瘍 胚細胞性腫瘍

9080/0 Teratoma、 mature 成熟奇形腫

9080/1 Teratoma、 immature 未熟奇形腫

8580/3 Intrapulmonary thymoma 肺内胸腺腫 胸腺腫
肺内に生じる、組織学的には縦隔の胸腺腫と同様の
像を呈する稀な腫瘍。異所性胸腺遺残から発生すると
されている。

診断には、肺腫瘍部に縦隔成分がないことを示す必
要がある。

8720/3 Melanoma メラノーマ（悪性黒色腫） 悪性黒色腫
メラノサイト由来の肺原発悪性腫瘍。診断には、既往
または同時性他部位（皮膚、目、他の粘膜）原発巣を
臨床的に除外する必要がある。

単発の気管支内腫瘍が多い。末梢発生の場合は、ま
ずは転移を疑う。平坦病巣もあるが、分葉状のポリー
プ状のものが多い。junctional component像があっても
転移の可能性があり、他部位からの転移除外が診断
の基本である。また、オカルト癌もあるので、原発巣の
経過検索も必要である。

9530/0 Meningioma、 NOS
髄膜腫NOS

なし
頭蓋内髄膜細胞腫瘍と同様の組織像を呈し、肺内に
原発する腫瘍。中枢神経系の病変を欠く。

極めて稀な良性腫瘍。肺末梢に発生。単一、境界明
瞭、固く淡黄褐色～灰色。4-60mm中央値18mm。移行
型と砂粒腫型が多いが退形成型髄膜腫や脊索腫型髄
膜腫もある。転移性髄膜腫も稀にあり除外が求められ
る。免疫組織化学ではVimentin、 EMA、 PR陽性、
S100限局性陽性、CK陰性。他の間葉系腫瘍との鑑別
が必要である。

胚細胞から生じる腫瘍群。肺に生じる胚細胞腫瘍の多
くは奇形腫であり、少なくとも２つの胚葉に由来する組
織で構成される。肺原発とするには、生殖器や生殖器
外の原発を除外し、完全に肺内から発生していること
が基準になる。

奇形腫は成熟型と未熟型に分けられ、左上葉に多く、
しばしば気管支に連続し、通常は多房性の嚢胞を有す
る。稀に充実性優位のことがあり、未熟型が多い。各
胚葉成分が様々な割合でみられ、毛髪を含む扁平上
皮層に裏打ちされた嚢胞を呈し、骨、軟骨、胸腺、膵
組織も含む。多くは良性であるが悪性もみられ（35%）、
悪性成分としては、肉腫、癌腫および未分化神経外胚
葉組織がある。奇形腫以外の絨毛癌などは極めて稀
である。
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Metastases to the lung 肺転移 なし
肺外から種々の経路で、肺に転移した腫瘍。原発性肺
癌の不連続な増殖は病期・グレードとして議論される。

肺は肝に次ぐ２番目に頻度の高い転移臓器である。通
常は肺実質や胸膜に生じる。転移経路は、血行性、リ
ンパ行性、肺内経腔性、気管支行性、胸膜行性および
隣接臓器腫瘍直接浸潤性が挙げられている。肺内で
は、様々な増殖形態をとり、lepidicパターンを呈するこ
ともある。肺転移の組織病理学的形態は原発病巣と
類似することが多いが、甲状腺癌、乳癌、膵胆管系腺
癌はlepidicな様式で増殖することがある。免疫組織化
学的検査は転移診断に有用で、原発部を示唆し得る。
多くの肺原発の腺癌は（粘液型を除いて）TTF-1、
napsin A、 CK7に陽性で、結腸癌、乳癌、前立腺癌、
肝癌、胸腺癌などはCK20、CDX2、ER/PgR、
GCDFP15、GATA3、mammaglobin、PSMA、PSA、
androgen receptors、HEP-PAR1、CD5、PAX8、CD117
などの抗体で鑑別できることが多い。扁平上皮癌に関
しては原発巣と転移巣の鑑別に役立つ抗体は殆どな
いが、HPVの存在は転移を示唆する。p53遺伝子変異
パターン分析は扁平上皮癌の転移鑑別に役立ち得
る。KRAS遺伝子変異は膵癌を示唆する。

2 Tumours of
the pleura

胸膜腫瘍

Mesothelial tumours 中皮腫瘍 中皮細胞腫瘍

Diffuse malignant mesothelioma びまん性悪性中皮腫 びまん性悪性中皮腫
胸膜に沿ってびまん性に広がる、中皮細胞への分化
を示す悪性腫瘍。

9052/3 Epithelioid mesothelioma 上皮型中皮腫 上皮型中皮腫 上皮性の形態を示すびまん性悪性中皮腫。

上皮型中皮腫は細胞異型が目立たないことが多い。
構築としては、腺管乳頭状、索状、微小乳頭状、アデノ
マトイドといった形態を取り、細胞としては、淡明細胞、
脱落膜様、リンパ組織球様、小細胞などの形態をとる
場合がある。鑑別すべき疾患として、癌腫の転移（肺
腺癌、肺扁平上皮癌、乳癌の転移、腎癌の転移）およ
び、反応性中皮細胞過形成、悪性リンパ腫などが挙げ
られ、鑑別には免疫組織化学的染色が有用である。
陽性マーカーとしてはcalretinin、CK5/6、WT1、D2-40
を、陰性マーカーとしてはMOC31、Ber-EP4、B72。3、
CEAなどを用いる。肺腺癌との鑑別にはTTF-1、
Napsin Aを、乳癌との鑑別ではER、PgR、GCDFP15、
Mammaglobin、腎細胞癌との鑑別にはPAX8、PAX2、
RCC、CD15などが有用である。上皮型中皮腫と反応
性中皮細胞の鑑別には、p16のホモ接合性の欠失を
FISH法で確認することが有用である。

9051/3 Sarcimatoid mesothelioma 肉腫型中皮腫 肉腫型中皮腫 紡錘細胞の形態を示すびまん性悪性中皮腫。

細胞像に多様性があり、また、横紋筋肉腫、骨肉腫、
軟骨肉腫などの成分を伴うものもある。免疫組織化学
的には、サイトケラチン（AE1/AE3、CAM5。2など）が
様々な程度に陽性となるが、約5％の肉腫型中皮腫で
は陰性であることに注意が必要である。Calretininは約
30％、D2-40はそれ以上の症例が陽性となる。肺肉腫
様癌との鑑別にはTTF-1、Napsin A、p63、p40が有用
な場合がある。上皮型中皮腫よりも予後不良である。
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9051/3 Desmoplastic mesothelioma 線維形成型中皮腫 線維形成型中皮腫

密な膠原線維の増生を伴いつつ、悪性中皮細胞が花
むしろ状あるいはpatternless patternを示して増殖する
像により特徴付けられるが、少なくともこれらの膠原線
維が50%を超えなければならない。

線維形成型中皮腫では、特に器質化胸膜炎（線維性
胸膜炎）との鑑別が重要である。両者の鑑別には層形
成（zonation、胸膜炎に特徴的）の有無、胸膜表面に向
かって垂直に配列する毛細血管の増生（胸膜炎に特
徴的）の有無、細胞密度の高い間葉系細胞の結節状
増殖（中皮腫に特徴的）の有無、腫瘍細胞の胸壁の脂
肪組織への浸潤像（中皮腫に特徴的）の有無、壊死
（中皮腫に特徴的）の有無などが鑑別に有用である。
腫瘍が脂肪組織に浸潤しているか否かの判定に、サ
イトケラチンの染色が有用である。上皮型中皮腫より
も予後不良である。

9053/3 Biphasic mesothelioma 二相型中皮腫 二相型中皮腫
上皮型あるいは肉腫型を示す成分が少なくとも10％以
上存在するびまん性中皮腫。

二相型中皮腫は、肺多形癌や滑膜肉腫との鑑別を要
する。また、腫瘍に占める肉腫型の割合を記載すべき
である。

Localized malignant
mesothelioma

限局型悪性中皮腫 限局型悪性中皮腫

肉眼的に明瞭に限局化された結節性病変として認識
される悪性中皮腫。肉眼的、組織学的には、胸膜表面
へのびまん性の進展は見られない。しかし、腫瘍細胞
の組織学的、免疫組織化学的、そして超微形態学的
特徴は、びまん性中皮腫と同様である。

びまん性中皮腫と同様に、上皮型、肉腫型、二相型の
いずれの形態を示しうる。鑑別診断には、弧在性線維
性腫瘍、癌腫、滑膜肉腫などがある。びまん性中皮腫
より予後は良好とされ、手術的摘出のみで治癒した例
が報告されている。

9052/1*
Well-differentiated papillary
mesothelioma

高分化乳頭型中皮腫 記載なし

乳頭状構造、おとなしい細胞学的形態、浸潤を示さず
胸膜表面に向かう増殖パターンを特徴とする、稀な中
皮細胞由来の腫瘍である。本腫瘍は、乳頭状パターン
を示すびまん性上皮型悪性中皮腫とは、臨床的、形態
学的、そして、予後的に異なる別の腫瘍である。

異型性の乏しい扁平〜立方状中皮細胞が粘液腫様の
芯を伴って乳頭状に増殖する。核異型、核分裂像は目
立たない。一般に浸潤は見られないが、胸膜表面に軽
微な浸潤像を示す場合は、WDPM with invasive fociと
する。特に生検材料では、びまん性上皮型中皮腫で顕
著な乳頭状構造を示すものは、本腫瘍との鑑別が困
難な場合があるが、術中所見や画像所見が診断の助
けになる。完全切除をすれば多くは良好な経過を示
す。本腫瘍から悪性中皮腫が発生するかどうかは判っ
ていない。

9054/0 Adenomatoid tumour アデノマトイド腫瘍 アデノマトイド腫瘍

他部位（特に女性生殖器）に発生するアデノマトイド腫
瘍と、組織学的に同様の形態を示す、中皮細胞に由
来する稀は腫瘍である。臓側、壁側胸膜のいずれから
も発生しうる。

平坦あるいは立方状の細胞が、不整な腺管様配列を
示し、線維性間質をともなう。核は異型度が低く細胞質
は乏しい。細胞質内空胞をもつことがあり、空胞内に
は好塩基性物質を含む場合もある。上皮型中皮腫で、
アデノマトイド腫瘍様の形態を示す成分を伴うことがあ
るが、通常、アデノマトイド腫瘍は単発、限局性腫瘍で
あり、上皮型悪性中皮腫の増殖パターンとは異なる。
完全摘出により治癒する。

Lymphoproliferative disorders

9678/3 Primary effusion lymphoma 原発性体腔液リンパ腫 なし
human herpesvirus 8 (HHV8；Kaposi sarcoma-
associated herpesvirus、 KSHVとも呼ばれる）陽性の
大型異型B細胞からなる稀な腫瘍である。

この腫瘍は漿膜腔への浸出液貯留を来す。診断時に
は腫瘤は見られないのが通常であるが、経過中には
出現する場合がある。浸出液貯留がみられずに腫瘤
形成で発症する場合は、腔外性原発性体腔液リンパ
腫と称されてきた。ほとんどの患者は免疫不全状態に
ある。

9680/3
Diffuse large B-cell lymphoma
associated with
chronic inflammation

慢性炎症に伴うびまん性
大細胞型B細胞リンパ腫

なし
長期にわたる慢性炎症を背景として、通常は体腔やそ
のほか血管走行の乏しい閉鎖腔に生じる、EBV関連B
細胞腫瘍。

最もよく経験される部位は胸膜腔である。

Mesenchymal tumours 間葉系腫瘍
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9133/3
Epithelioid
haemangioendothelioma

類上皮性血管内皮腫 類上皮性血管内皮腫
索状の上皮様増殖形態を特徴とし、血管内皮細胞へ
の分化を示す腫瘍。

胸膜の限局性肥厚が多く、稀にびまん性もある。組織
像は粘液性および硝子様基質を背景とする内皮細胞
の索状や胞巣状の上皮様増殖で、比較的均一な類円
形から短紡錘形腫瘍細胞からなり、通常(原始管腔に
擬せる)細胞質内空胞をみる。多形性はめだたない。
免疫組織化学はCD31、 ERG、 CD34に陽性。1/3症例
でCKに陽性。EMA陽性もある。この腫瘍は中間群悪
性腫瘍とされているが、胸膜発生の多くは高度悪性経
過をとり、生存期間は一年以内のことが多い。本腫瘍
の多くはWWWTR1-CAMTA1融合遺伝子を有する。

9120/3 Angiosarcoma 血管肉腫 なし
内皮細胞に分化し、しばしば血管形成構造をとる悪性
腫瘍。

胸膜発生は極めて稀。びまん性胸膜肥厚をとる。豊か
な好酸性胞体で核小体明瞭な核よりなる大型の腫瘍
細胞が充実性または胞巣状に上皮様形態を有して増
殖。胞体内に微小管腔形成をみることあり。免疫組織
化学はCD31、 ERG、 CD34陽性。限局性染まりを含め
多くの例でCK陽性。悪性度が極めて高い。

9040/3 Synovial sarcoma 滑膜肉腫 なし
様々に間葉と上皮への分化を有する軟部組織の肉
腫。特異的な染色体相互転座t(X;18)(p11。2;q11。2)を
有する。

胸膜発生は稀。通常は限局性固形腫瘍だがびまん性
胸膜肥厚もあり。13cm（4〜21cm）。淡褐色から灰白色
調充実性。胸膜での組織学的形態は単相線維型が多
い。免染組織化学はEMA、CKに陽性、Vimentin、
CD99、 Bcl2陽性、Calretinin、 S100に部分陽性だが、
特異性が低い。TLE1は特異性が高く、有用とされる。
鑑別疾患に中皮腫、肉腫様癌、solitary fibrous tumor
などあり、診断は、臨床的、病理組織学的、免疫組
織、細胞遺伝学的所見の組み合わせによりなされ、診
断困難例はSY18-SSX融合遺伝子検出が有用。胸膜
発生は悪性度が高く平均生存はおよそ2年。

8815/1 Solitary fibrous tumor 孤在性線維性腫瘍
限局性（孤在性）線維性腫
瘍

8815/3
Malignant solitary fibrous
tumour

悪性孤在性線維性腫瘍 なし

8821/1 Desmoid-type fibromatosis デスモイド型線維腫症 なし
線維芽細胞よりなる腫瘍で、典型的には深部軟部組
織に生じる腫瘍で、局所侵襲性を示すが転移はしな
い。

胸膜発生は稀。他部位同様、先の外傷に伴っての発
症が見られる。基部に深く根をはり胸壁軟部組織に達
する傾向を示す腫瘤だが、ポリポイド状もある。辺縁不
整、弾性硬で渦巻き状白色調を示す。他部発生腫瘍と
同様、分化した比較的均質な線維芽細胞/筋線維芽
細胞の整然な束状の増殖を示す。核分裂は様々だが
異常核分裂はみない。間質の血管は顕著。壊死はな
い。免疫組織化学はVimentin、SMA、muscle specific
actin陽性。Desmin、CD34、STAT6陰性。70-75%で核
にβ -cateninが陽性となる。本腫瘍の多くはCTNNB1
遺伝子突然変異を有する。

8817/0 Calcifying fibrous tumor 石灰化線維性腫瘍 石灰化線維性腫瘍
臓側胸膜に生じる稀な良性腫瘍。乏細胞性で膠原線
維増生からなり、慢性炎症細胞や砂粒体および異栄
養性石灰化を伴う。

慢性的な炎症を基盤とした、特殊な反応性病変と考え
られているが原因は不明である。胸膜部に限局し、肺
実質浸潤はない。被膜はなく境界明瞭で、硬化した白
色調充実性腫瘤。大きさは平均5cm(1。5～12。5cm)。
全体に乏細胞成分の硝子化した密な膠原線維成分
で、線維芽細胞はまばらでリンパ球形質細胞を混じ、
砂粒体様の異栄養性石灰化をみる。免疫組織化学的
に、vimentin、CD34に陽性、β -catenin、ALKに陰性。
局所再発するが破壊性増殖はない。

稀な線維芽細胞性腫瘍で、血管周皮腫様血管増生像
を示し、良悪様々な態度をとる。形態的に同様の腫瘍
は肺、縦隔、胸郭外に生じ得る。

多くは臓側胸膜に発生し単発。境界明瞭、充実性、弾
性硬、白色で分葉状や渦巻き模様をみる。しばしば有
茎性。紡錘形から卵円形細胞が様々な細胞密度で
patternless- patternの増殖。硝子化が目立つ膠原線
維の増生と血管周囲腫様血管増生像を示す。細胞は
異型性に乏しく核分裂像は3個未満/2mm2、4個以上
/2mm2は悪性とされ高細胞密度だが細胞異型はあま
り強くない。免疫組織化学的にCD34、Bcl2、CD99に陽
性だが非特異性であり、STAT6（>95%に陽性）が特異
性があるとされる。融合遺伝子NAB2-STAT6を有す
る。
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8806/3
Desmoplastic small round cell
tumor

線維形成性小円形細胞腫
瘍

線維形成性円形細胞腫瘍
多方向への分化形質を示す小円形細胞の増殖からな
る悪性間葉系腫瘍。EWSR1-WT1 融合遺伝子を有す
る。

胸膜発生は極めて稀。胸膜を基に多結節形成し肺を
包み広がる。豊富な線維増生基質内に、均一な小型
円形腫瘍細胞が様々な大きさや形の島状充実性胞巣
状に増殖する。細胞質の乏しい好酸性胞体と濃染不
整核を持つ腫瘍細胞から成り、細胞境界は明瞭。多彩
な分化形質を発現し、免疫組織化学的に、
Cytokeratin、EMA、vimentin、Desmin(核周囲のdot-
like patternは特徴的)、WT1(核内や細胞質内)、NSEに
陽性。Myogenin、MyoD1、S100、CD34、KITは陰性。多
くは2年以内に死亡する。本腫瘍はEWSR1-WT1融合
遺伝子を有する。


