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ABSTRACT

A 67-year-old female with presacral benign teratoma and an enlarged cervical lymph node was

admitted to the Ryukyu University Hospital. A nodal biopsy revealed malignant lymphoma. A CT

scan and MRI revealed a dumbbelトshaped cystic tumor in the presacral resion. She was referred

following examination for operation. The tumor was easily resected through sacral approach. The

resected cystic tumor was bilocular, consisting of a small epidermoid cyst (8X4X4cm) and a large

benign teratoma (12×10×8cnr). She was uneventful after operation and has been doing well for the

past 2 years. Ryu如Med.J., 14 (1) 79 - 82, 1994
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言

仙尾部の奇形腫は小児では比較的多いが、成人では

稀である。さらに小児ではこの腫傷は仙骨後部に発生

し、出生直後に発見されることが多いが、成人では発

生部位が小児期のそれとは異なり、仙尾部であっても

ほとんどの報告例は仙骨前面に発生している。著者ら

は悪性リンパ腫の患者で腹腔内病変の検索中、偶然骨

盤庭内に嚢胞性腫癌を発見し、嚢胞摘出後の病理検査

でこの襲胞性腫癌は良性奇形腫であることが判明し

た。そこで、この目験例は極めて稀で、興味ある症例

と考え報告し、文献的に考察を加えてみたい。

h…　　刷

症　例:67歳、女性。

79

主　訴:表在リンパ節腫大。

家族歴:特記すべきことなし。

既往歴:子宮後屈手術(27歳)、人工流産(28歳)、

緑内障手術(64歳)0

現病歴:平成2年7月頃、頚部のリンパ節の腫大に

気付き、 7月3日]に精査のため琉球大学病院第2内科
に紹介入院した。

同内科入院後、頚部リンパ節生検で悪性リンパ腫(液

胞性リンパ腫、中細胞型)と診断され、 CTで腹腔内

病変を検索中に偶然骨盤艦内に嚢胞性腫癌が発見され

た。患者の全身状態は極めて良好で、治療により充分

に寛解、維持が期待できるため、同第1外科に紹介さ

れた。患者は便秘傾向にあり、今後排便、排尿障害等

の骨盤内臓圧迫症状を来すことが強く予想されたの

で、 8月23日に腫痛摘出のため同第1外科に転科され

た。
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Fig. 1. Abdominal CT scan showing a spherical tumor with

homogeneous density in the presacral region.

Fig. 2. MRI (sagittal cross section) demonstrating two cystic

tumors. One was an oval-shaped cystic tumor with 一ow

intensity below the sacrum (A) and the other was aspher-

ical cystic tumor with high intensity in the presacral re-

gion (B).

入院時現症:身長147cm、体重54kg。体温36.4℃、

血圧120/68mmHg、脈拍80/分、整。眼喰結膜は軽度

貧血性、両頭部、肢寓および鼠径部には小豆大一大豆

Fig. 3. Macrophotographs of the resected tumor showing a

dumbbel-shaped cystic tumor (bilocular主There was no

communication with each other. A was epidermoid cyst

and B was cystic teratoma.

大の無痛性のリンパ節を触知した。理学的に胸部には

著変なく、腹部は平坦で、右肋骨弓下2横指に表面平

滑な肝触知し、庄痛はなかった。

入院時検査: CBCで軽度の貧血(RBC 341×104、

Hgb 9.9g/dl.Hct 29.8%)と尿一般では潜血(+)と沈

直で白血球数個/Fがみられた。その他LDHが609

IU/Lと高値以外はCEA 2.5ng/ml、 AFP 2.2ng/mlと施
療マーカーは正常であった。

CT (Computed tomography)検査:骨盤艦内の正中部

で、仙骨と直腸の間に境界明瞭で辺緑整の腫癌が存在

し、腫癌内部はIow densityで造影cTではenhancedされ

ないcysticな腫癌が描出された(Fig.1),

MRI (Magnetic resonance imaging)検査:矢状断面像

で仙骨前面にhigh intensityの腫癌とこれに連なって仙

骨後下面にIow intensityの腫痛が描出された(Fig.2) 。

BE(Barium enema)検査では直腸の庄排像と子宮筋

腫の石灰化が見られ、血管造影は腫蕩濃染や栄養血管

等の悪性像は認められなかった。

手術所見: 9月7日、尾骨と仙骨の一部を切除して

経仙骨的に骨盤臆内に到達して、皮膚と癒着した大小

2個の嚢腫を摘出できた。腫癌は仙骨と直腸の間に



照　屋

Fig. 4. Microphotographs of epidermoid cyst showing strati-

fied squamous epithelium(Top; HE, ×2. 5)and hair foHi-

cle(Bottom; HE, X25).

あって、比較的容易に剥離可舌巨で摘出できた。

肉眼所見:腫痛は大小の2個の襲腫よりできてい

て、皮膚側の小さい褒腫は円柱状(8×4×4cm)で、こ

れに連なる達位側の束腫は卵円形(12×10×8cm)で

あった。切開すると、前者の小さい塵腫にはチョコレー

ト色の液体を、後者の大きい褒腫は粥状物を含んでい

た。褒腫の内面は平滑であった(Fig.3)。

病理組織所見:背部の皮膚と連なっていた小さい円

柱状襲腫は重層偏平上皮と皮膚附属器を備える

epidermoid cystであり(Fig.4)、大きい蛮腫は主に重

層偏平上皮と数層の円柱上皮で被覆されていて、この

後者の円柱上皮の中には杯様細胞が存在し、気管支上

皮(PAS陽性、 AB陰性)がみられ、同部位の嚢腫壁に

は腺組織、平滑筋線維束、軟骨組織が認められた

(Fig.5),なお、この喪腫壁には神経成分はふくまれ
ていなかった。

以上の嚢腫の病理組織所見より、良性奇形膿と診断

された。術後約2年経過するが、現在悪性リンパ腫は

通院加療中で、骨盤臆内の褒腫の再発はない。

淳　ほか 81

Fig. 5. Microphotographs of cystic teratoma revealing col-

umnar epiLherium (Top) and bronchial glands (Bottom)

(HE, ×25.

考　　察

成人の仙尾部奇形腫は小児の同部位の杏形腫と比較

して報告例が少なく、一般に稀と考えられている。著

者らが検索し得た限りでは、 1988年までの成人の仙尾

部奇形腫報告例は本邦では29例ト4'であった。小児例に

比較して成人例が少ない理由として、小児では仙尾部

杏形腫の80%が仙骨後方5.6)に発生するため、出生直後

に摘除され治癒する3.5)ことが多い。残りの仙骨前方型

では腫蕩進展による骨盤内臓圧迫症状をきたしてから

発見されることが多く、生命予後が不良である。その

ため成人の仙尾部奇形腫症例は稀3'であると思われる。

その他の理由としては、成人例では皮様嚢胞、毛巣疾

患、自潰して痔壇として取り扱われ、自験例のように

垂腫として認識されない症例1.3.7)もあったり、また発

生部位が様々に表現されているため集計が困難】・5)であ

るなどより報告例が少ないと尽われる。
成人の仙尾部奇形腫の性別頻度は、小児の場合と同

様に女性に多い。 Miles8'は11例中10例が、 Killenら9'は

37例中28例が女性と報告している。本邦の集計6'でも

欧米での報告と同じくほとんどが女性症例で、さらに、

発生部位は大多数が仙骨前方型3,8.9,1"であった。今回著
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者らが経験した症例も女性で仙骨前方型であった。自

験例や報告例より成人の骨盤内奇形腫は女性で仙骨前

部に発生するのが特異的と考えられる。

症状としては、腫痛、壌孔形成が多く、そのため痔

凄、毛巣垂と混同しやすい。他の症状としては、腫痛

圧迫による便秘、排尿障害、下腹部痛、腰痛がある。

感染すると脊髄神経根への炎症の波及と圧迫により筋

拘縮、知覚障害、歩行障害=・7'等が出現する。無症状

な症例では、産婦人科受診や人工妊娠中絶手術で偶然

発見5'されることが多く、自験例は無症状で、 27歳で

子宮後屈手術、 28歳で人工妊娠中絶手術を受けている

が、その当時は腫癌の存在は指摘されていない。

術前の診断としては、 BE、 CT、 MRI、血管造影等

が有効な手段であるが、腫癌生検による組織診断は

tumor spread、膿癖、糞壇、髄膜炎などの合併症が発
生する可能性7'があるため、できるだけ、画像診断に

て切除可能か否かの判断をすべきと考える。術式とし

ては腹式、腹仙骨式、仙骨式、腹会陰式、経腹式とあ

り腫癖のサイズ、広がり等で術式の選択3.12-1日がされる

が、重要なことは腫癌摘出の際尾骨の合併切除を必ず

行うことである。その理由としては、 Grossら15'の報告

によると、尾骨の合併切除を行った症例では再発はな

いが、合併切除を行なわなかった症例では37%再発し

たとする報告や、仙尾部奇形臆の発生基始部は尾骨で

あることが考えられることなどあげられる。

自験例は尾骨を含め腫癌を完全摘除し2年経過する

が、再発の兆候はない。

ま　と　め

67歳女性で悪性リンパ腫精査中に偶然発見された、

成人では極めて稀な仙骨前部の良性奇形魔を報告し、

若干の文献的考察をおこなった。
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