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甲状腺癌との鑑別が問題になった下咽頭梨状窩瘻の一例
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　5歳男児が，小児甲状腺癌の診断で加療目的に当院に紹介された。前医の診断と同様に，臨床所

見から甲状腺癌を疑った。CT検査とシンチグラム検査では，周囲を巻き込む腫瘍と甲状腺破壊像
の所見から，甲状腺癌を疑った。同部の生検を行い，病理では悪性所見は得られず炎症の所見であ

り，その後自然排膿を認めた。超音波検査で腫瘤性病変が甲状腺を背側に圧排している所見が得ら

れたことから，臨床所見もふまえ，甲状腺癌ではなく下咽頭梨状窩瘻 (急性化膿性甲状腺炎) を疑っ
た。咽頭造影検査にて梨状窩に瘻孔を認め同診断となり，根治術を施行した。頸部腫瘤性病変の鑑

別には各種検査が有用であるが，今回のように癌と炎症性変化の所見の類似を念頭に置いた上で鑑

別診断に合わせた検査を選択する必要がある。小児における疾患の頻度を考え，非侵襲的な検査と

必要に応じた生検を組み合わせ，慎重に診断することが重要である。
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はじめに

　下咽頭梨状窩瘻は，第3あるいは第4鰓 由来の瘻管

で下咽頭梨状窩に開口する。下咽頭収縮筋を貫通する

ため，感染すると急性化膿性甲状腺炎の原因となると

いわれている。

　今回，頸部に腫瘤性病変を形成し，当初甲状腺癌と

診断され当院に紹介されたが，下咽頭梨状窩瘻の診断

となり根治術を行った症例を経験したので報告する。

症　　例

症　例: 5歳，男児。

既往歴: 特記すべきことなし。

家族歴

　父方祖父結腸癌，父方祖母胃癌，母方祖父肝癌。

現病歴

　当院受診2週間前から37度台の微熱が続いたため，

近医を受診したところ左頸部リンパ節腫大，咽頭腫脹

を指摘された。超音波検査，X線検査で異常を認め甲

状腺癌が疑われたため，甲状腺疾患専門病院へ紹介さ

れ同診断を受けたが，同院では小児の管理が不可能で

あることから，加療目的に当院に紹介となった。

現症 (図1)
　頸部正中より左寄りに5 cm大の腫瘤を触知，頸部は

健側に傾く傾向にあった。皮膚はやや発赤あり。腫瘤

の表面は不整で硬く，甲状腺との境界は不明であっ

た。触診にて疼痛の訴えはなく，嚥下に伴う腫瘤の移

動性はなかった。発声は特に問題なく，嗄声もなかっ

た。

図1.  来院時外観所見

頸部左寄りに硬結と軽度皮膚の発赤を認

め，嚥下に伴う移動性はなし。
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WBC 1,310 /μl
RBC 444 × 104 /μl
Hb 12.3 g/dl
Hct 37.4 %
Plt 57.7 × 104 /μl

TSH 3.38μIU/ml (0.6〜3.5)
FT3 4.64 pg/ml (1.8〜4.7)
FT4 0.98 ng/dl (0.89〜1.53)
PTH-Intact 9 pg/ml (10〜65)
Calcitonin 39 pg/ml (15〜86)
Thyroglobulin 168 ng/ml (5.6〜41.9)
CEA 0.6 ng/ml (≦5.0)

TP 7.6 g/dl
T-Bil 0.24 mg/dl
AST 21 IU/l
ALT 10 IC/l
AMY 72 IU/l
CK 81 IU/l
BUN 8.8 mg/dl
Cr 0.26 mg/dl
Na 140 mEq/l
K 4.5 mEq/l
Cl 102 mEq/l
Ca 10 mg/dl
P 4.8 mg/dl
Cu 215μg/dl
CRP 0.3 mg/dl

表1 (括弧内は基準値)

図2A.  造影CT検査所見

造影CT検査では，舌骨レベルから左鎖骨上窩にかけて径5 cmの腫瘤性病変を認める。造影効果は
不均一で低吸収域部分が占め，甲状腺左葉との境界は不明瞭である (矢印)。

図2B.  甲状腺シンチグラム検査所見

甲状腺シンチグラム検査では，99mTcで左葉に集積の低下があり甲状腺破壊が示唆され (黒矢印)，
201Tlでは左葉に淡い集積があり，血流の豊富な腫瘤性病変の存在が示唆される (白矢印)。
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血液検査所見 (表1)
　軽度の炎症反応上昇を認め，ほか生化学データは異

常なし。甲状腺ホルモン値は正常範囲内で，副甲状腺

機能にも異常はなかった。腫瘍マーカーの上昇はな

かった。

画像検査所見

　造影CT検査では約5 cmの内部不均一な低吸収域の腫

瘤性病変を認め，甲状腺左葉との境界は不明瞭であっ

た (図2A)。シンチグラム検査では，99mTcで甲状腺破壊

によると思われる集積の低下，201Tlでは左葉に淡い集

積が認められ，血流のある腫瘤性病変の存在を示した

(図2B)。

　以上より，甲状腺癌に矛盾しない所見であることか

ら，第3病日全身麻酔下にて腫瘤直上の小切開で生検を

施行した。病理所見では，炎症性細胞の浸潤と毛細血

管の増生を認めるのみであり，悪性所見は否定的で

あった。

　その後，第5病日に腫瘤の腫脹・発赤が増大し，生検

切開部から自然に排膿された。膿の培養からは，

Prevotella buccae，Bacteroides ureolyticusが検出され

た。これらの結果より炎症性腫瘤を強く疑うこととな

り精査を続けた。鑑別として，小児であることから急

性化膿性甲状腺炎を疑った。

　追加の画像検査所見・超音波検査では，左葉は軽度

腫脹し腹側にある腫瘤により背側に圧排されていた。

腫瘤性病変は内部に低エコー域を有し，甲状腺との境

界は比較的明瞭であり，膿瘍性病変の存在を示した (図

3A)。周囲リンパ節の腫大は認めなかった。急性化膿

性甲状腺炎の疑いから下咽頭梨状窩瘻の存在を考え，

第11病日に施行した咽頭造影検査では，下咽頭梨状窩

から入った造影剤が，その尾側左寄りで貯留する所見

が得られた (図3B)。以上の所見より，最終的に同診断

に至った。炎症所見の軽快をみて4か月後に摘出術を

行った。内視鏡を梨状窩に挿入しファイバーの光源を

頼りに，前回生検時の切開創より皮膚一部とともに瘻

孔を追跡し甲状腺上極を含め摘出した。甲状腺上極に

はわずかに炎症の波及が認められた。現在術後1年，良

好な経過を得ている。

考　　察

　今回経験した，急性化膿性甲状腺炎 (下咽頭梨状窩

瘻) は，左に多いことが特徴の一つで，超音波検査では

境界不明瞭な低エコー腫瘤を認める1-3。CT検査では下

咽頭梨状窩から甲状腺周囲に腫脹を認め，膿瘍があれ

ば内部に低吸収域を伴う造影効果のある輪状影の像が

認められる1,3,4。炎症による甲状腺破壊のため99mTc-

pertechnetateや123Iシンチグラムでは集積低下を認める1,5。
201Tlシンチグラムでは炎症等で血流豊富な腫瘤であれ

ば集積する。また，咽頭造影検査により，患側の下咽

頭梨状窩の尾側に線状の造影剤の貯留を認めること，

内視鏡による瘻孔の確認も診断方法の一つである1,2-4。

下咽頭梨状窩瘻に対しての治療は，抗菌薬投与やドレ

ナージといった内科的治療，また三塩化酢酸を用いた

硬化療法6,7，フィブリン糊の注入8，レーザーや電気メ

スでの直接的焼灼9,10の報告もあるが，根治は外科的完

全切除が望ましい。

　一方，甲状腺癌は，小児では稀であり，小児の悪性

固形腫瘍の1〜3%を占めるとされる1,11。超音波所見で

図3A.  超音波検査所見

超音波検査では，左葉は軽度腫脹し，腹側にある腫瘤

(矢印) により背側に圧排されている。内部に低エコー
域の部分を有し，境界は比較的明瞭である。 図3B.  咽頭造影検査所見

咽頭造影検査では，梨状窩から

入った造影剤の貯留を認める (矢
印)。
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は，腫瘤は低エコーを示し，不均一で微細石灰化を伴

うことが多い12,13。リンパ節転移は高率に認められる。

CT検査所見では，腫瘤は単純CT検査で正常甲状腺よ

り低吸収で，微細石灰化を伴い，造影CT検査では不均

一な造影効果を認める1,12,13。シンチグラム検査では，
99mTc-pertechnetateや123Iの機能破壊による摂取率低下が

認められ有用である5。成人例の報告では炎症性の変化

を伴う甲状腺癌の報告もあり14,15，鑑別診断として考え

なければならない。

　今回，頸部の腫脹を主症状として受診した幼児症例

を経験した。CT検査，シンチグラムでは甲状腺部の腫

瘤性変化，周囲との境界不明瞭，甲状腺破壊像を認め

た。強い炎症所見を伴う場合には，CT検査での被膜欠

損16や甲状腺機能の低下を示しうるため，画像所見か

らは悪性との鑑別は難しいと考える。一般的には，専

門医により日常的に経験する疾患の種類・頻度の差異

がある。その形態と画像をみた上で，成人の甲状腺専

門医によればまずは甲状腺癌，小児の専門医によれば

炎症性腫瘤といった初診での鑑別診断の相違が存在し

うることを，今回経験した。

　本症例では，経過中に患部の発赤・腫脹が増大し膿

瘍が自潰したこと，生検結果および超音波検査等の画

像所見でも炎症を示唆する所見を認めたことからも，

下咽頭梨状窩瘻が強く疑われ精査をすすめ，同診断と

なり根治術を施行できた。超音波検査は放射線被爆が

無く，臓器の動きがリアルタイムに描出でき，微細な

部分の断層面の詳細な描出が可能である17。本症例に

関しては境界や内部構造の描出には他の画像検査より

も有用であったと言える。転じて，同診断を初めから

疑えば非侵襲的な検査のみで診断できたとも言えよう。

　小児の頸部腫瘤性病変には，考えうる様々な疾患が

あるが，各種画像診断によりある程度の鑑別診断は可

能である。今回の様に，炎症と腫瘍は類似した臨床・

画像所見を呈することがあるので注意したい。高度な

炎症により，CT検査では低吸収域の存在や周囲甲状腺

との境界の不明瞭，シンチグラムでは甲状腺破壊によ

る集積低下等の悪性腫瘍と炎症性腫瘤の間での画像の

類似性があった。この時点では診断を誤る可能性も否

定できない。今回の様に経過中に鑑別を拡大したこと

で，超音波検査，造影検査，また必要に応じた生検等

の補助的診断により確定診断に近づけた。しかしなが

ら診断まで多少の回り道をしたことは今回の反省点と

して検討に値する。患者の年齢相当の疾患頻度をよく

考え，鑑別疾患を慎重に吟味した上で，できる限り低

侵襲的で有用な検査を検討し確実な診断につなげるこ

とが重要であると考える。

文　　献

  1.宮坂実木子，野坂俊介，正木英一.【特集: 小児頸部疾患の診
断─触診・画像検査からのアプローチ─】3. 甲状腺腫脹　甲
状腺および甲状腺周囲の疾患.  小児科 2010; 51: 1121-8.

  2. Koch BL.  Cystic malformations of the neck in children.  Pediatr
Radiol 2005; 35: 463-77.

  3. Wang HK, Tiu CM, Chou YH, et al.  Imaging studies of pyriform
sinus fistula.  Pediatr Radiol 2003; 33: 328-33.

  4. Park SW, Han MH, Sung MH, et al.  Neck infection associated
with pyriform sinus fistula: imaging findings.  AJNR Am J
Neuroradiol 2000; 21: 817-22.

  5.北村正幸，加賀山智史，正木英一.【特集: よくわかる小児内
分泌代謝疾患の診断と治療】内分泌代謝疾患に用いられる

画像検査と判読のポイント　11. 核医学検査.  小児科 2007;
48: 1549-56.

  6.横山有希子，横島一彦，中澤裕子，他.  トリクロール酢酸に
よる化学焼灼を施行した梨状陥凹瘻の4例.  耳鼻臨床 2009;
102: 365-71.

  7. Kim KH, Sung MW, Roh JL, et al.  Sclerotherapy for congenital
lesions in the head and neck.  Otolaryngol Head Neck Surg 2004;
131: 307-16.

  8.大塩猛人，磯貝　豊，谷口周平，他.  下咽頭梨状窩瘻に対す
る化学的焼灼術による外科的摘出術の回避について.  小児外
科 2011; 43: 789-93.

  9. Ahmed J, De S, Hore ID, et al.  Treatment of piriform fossa sinuses
with monopolar diathermy.  J Laryngol Otol 2008; 122: 840-4.

10. Jordan JA, Graves JE, Manning SC, et al.  Endoscopic cauterization
for treatment of fourth branchial cleft sinuses.  Arch Otolaryngol
Head Neck Surg 1998;124: 1021-4.

11. Siegel MJ.  Face and neck.  In: Pediatric Sonography, 3rd edition.
Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia; 2002; 151-66.

12.油井健宏，岩田義弘，加藤久幸，他.  小児甲状腺癌例.  耳鼻
臨床 2011; 104: 643-6.

13.西川周治，河田　了，李　昊哲，他.  小児進行甲状腺癌の2
例.  耳鼻臨床 2011; 104: 279-83.

14.佐藤耕一郎，田頭真実，伊藤　靖，他.  甲状腺癌やRiedel甲
状腺炎との鑑別が困難であった亜急性甲状腺炎の1例.  内分
泌外科 2010; 27: 50-5.

15. Lee DH, Kim HK, Kang HC, et al.  Thyroid abscess with esophageal
perforation in papillary thyroid cancer.  Thyroid 2012; 22: 558-9.

16.渡嘉敷邦彦，塚原清彰，山中弘明，他.  亜急性甲状腺炎の経
過中に発症した深頸部膿瘍例.  耳鼻臨床 2013; 106: 1127-31.

17.堀　龍介，庄司和彦.【特集: 腫れをみたとき考えること─鑑
別診断とピットフォール】前頸部の腫れ.  JOHNS 2012; 28:
1087-90.

武田　憲子，他



39

甲状腺癌と下咽頭梨状窩瘻の鑑別

A case of lower pharyngeal pyriform sinus fistula misdiagnosed as
thyroid cancer

Noriko Takeda,1,2 Waka Yamada,2 Yutaka Kanamori2

1Department of Surgery, Kitasato University School of Medicine
2Surgery Department, National Center for Child Health and Development

A 5-year-old boy was referred to our hospital with the diagnosis of thyroid cancer.  We suspected thyroid
cancer from the clinical examination, the same as the diagnosis from the referring hospital.  Computed
tomography and scintigram examination strongly suggested thyroid cancer with the image of the tumor
involved and the destruction of the thyroid.  Biopsy of the mass revealed inflammatory changes.  The mass
spontaneously ruptured and with a purulent discharge.  Thyroid cancer was ruled out, and a lower pharyngeal
pyriform sinus fistula (acute suppurative thyroiditis) was strongly suspected from the ultrasound examination
findings of the mass lesion performed exclusion of the thyroid gland in the dorsum.  The diagnosis was made
because an examination of the pharynx cystography showed a fistula in the pyriform fossa, so we performed
a radical dissection of the fistula.  For a cervical mass in pediatric patients, it is necessary to choose examinations
for the differential diagnoses after having taken the resemblance of the findings between the cancer and the
inflammatory changes into consideration.  It is important to consider the disease frequency in childhood and
combine noninvasive testing and the possible need of a biopsy to arrive at the correct diagnosis.

Key words: pediatric thyroid cancer, lower pharyngeal pyriform sinus fistula, ultrasound examination


