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上衣腫を伴った成人仙骨前奇形腫の 1例
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症例は 26 歳の女性で，出生時より尾骨部の囊胞性腫瘤を指摘されていたが放置していた．平
成 12 年 9 月，MRI で仙骨前腫瘍を指摘され当院紹介された．仙骨前面に 10cm大の一部充実部
を伴う囊胞性腫瘤を認め，奇形腫の疑いにて尾骨を含めて腫瘤の完全切除を行った．病理組織
学的検査では囊胞部は成熟奇形腫で，充実部は上衣腫であり，双方に悪性所見は認めなかった．
成人における仙骨前奇形腫はまれである．また，自験例のように腫瘤として上衣腫を伴った報
告は見られず，臨床病理組織学的考察を加え報告する．

はじめに
仙骨前部には胎児期に caudal end が存在し，多

数の胎児期組織が集合しているためさまざまな種
類の腫瘍が発生するとされている．その中でも，
奇形腫は乳幼児では比較的報告例があるものの成
人ではまれである．今回，我々は成人女性に発生
した上衣腫を伴った仙骨前奇形腫の 1例を経験し
たので報告する．

症 例
患者：26 歳，女性
主訴：尾骨部腫瘤
既往歴：出生時より尾骨部の囊胞性腫瘤を指摘

されていたが放置．
現病歴：2000 年 3 月より他院で左卵巣囊腫に

てフォローされていたが，MRI にて骨盤内腫瘍を
指摘され，10 月初旬当院産婦人科紹介受診し，そ
の後，当科へ紹介された．
入院時現症：尾骨部に鶏卵大の弾性に富む腫瘤

を触知し，直腸診では直腸後壁に同様の腫瘤を触
知するが，粘膜面の異常は認めない．
入院時検査所見：血液生化学検査は異常なく，

CEA，CA19―9，AFPも正常であった．
注腸造影X線検査：直腸を背側より圧排する

像をみるが粘膜面に異常はみられない（Fig. 1）．

腹部CT：腫瘤は 10cm大で，下部は隔壁を持
つ囊胞性腫瘤であるが，上部は囊胞部とよく造影
される充実部を認める．明らかな石灰化像は認め
ない（Fig. 2a，b）．
腹部MRI：下縁は尾骨部皮下におよび，上部右

側に充実部を伴う 10cm大の囊胞性腫瘤を認める
（Fig. 3）．
以上より，悪性奇形腫または developmental

cyst を疑い，11 月中旬手術を施行した．
手術所見：腫瘍の大きさより仙尾骨部の操作の

みでは切除不能と判断し，まず開腹で可能な限り
周囲との剥離を進めた．次に尾骨部をV字型に切
開し残りの部分を剥離し，尾骨とともに摘出した．
腫瘍は直腸背側に存在し弾性に富み，正中仙骨動
脈より血流を受けていた．充実部と囊胞部の境界
は不明瞭であった．
切除標本：囊胞部は 90×69×44mm，充実部は

75×55×38mmで囊胞内容は皮脂のような泥状物
であった（Fig. 4）．
病理組織学的検査所見：囊胞部は皮膚，神経組

織，筋組織などの成分が見られ，いずれも分化成
熟しており成熟奇形腫と診断した．充実部は類円
形から楕円形で好酸性，細線維状の細胞質を有す
る細胞と高円柱状の上皮様細胞から成り，ロゼッ
ト・偽ロゼットが見られ，GFAP染色陽性である
ことから上衣腫と診断した（Fig. 5a，b）．囊胞部
と充実部の境界は滑らかに移行しており，奇形腫
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Fig. 1 Barium enema examination revealed ante
rior displacement of the rectum．

Fig. 2 Abdominal CT showed solid and cystic part 
in the upper part of tumor（a），complex cystic 
part in the lower part of tumor（b）．

Fig. 3 MRI showed a heterogenous mass occupy
ing the presacral area．

Fig. 4 The resected specimen showed solid（right 
side）and cystic tumor（left side）．The content of 
cysts was mush like sebum．

から上衣腫が分化したものと考えられた（Fig. 6）．
術後経過：経過良好で術後 15 日目に退院した．

2001 年 1 月仙骨部に膿瘍形成あり，排膿後難治性
瘻孔となったが切除にて軽快した．術後 5年経過

した現在，再発兆候はなく外来通院中である．
考 察

仙骨前部には胎児期に caudal end が存在し，多
数の胎児期組織が集合しているためさまざまな腫
瘍が発生するといわれる．中でも，奇形腫は新生
児では 35,000～40,000 人に 1人の頻度でみられ，
男女比は 1：3～4で女性に多いといわれている１）

が成人では非常にまれで国内外とも多数例でまと
まった報告は少ない．発生原因については諸説あ
るが，原始生殖細胞の遊走過程の障害により発生
するという考え方が主流である２）３）．腫瘍の進展形
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Fig. 5 Histological examination of solid part of re
sected tumor showed composition of cuboidal and 
columnar cellsthat formed rosette and pseudoro
sette（a）．Immunohistochemical examination sho
wed glial fibrillary acidic protein reaction（GFAP）
was positive（b）．

a

b

Fig. 6 The border of solid and cystic site was very 
smooth．

態からAltman ら４）により I 型（後方発育型），II
型（後方発育優勢型），III 型（骨盤腹腔内発育優性
型），IV型（骨盤内発育型）に分類されているが，
I型 II 型が圧倒的に多い．また，生後 2か月以降に
なると悪性化することが多いといわれ，生後早期
に手術を行わなければ予後不良とされている２）３）．
成人症例が少ないのは，もともと頻度の少ない骨
盤内発育型の奇形腫が悪性化をまぬがれ，ゆっく
りと発育し発見されるに至ったからともいわれ，
成人例では成熟奇形腫のことが多い５）～７）．
上衣腫は glioma の 3～5％を占める腫瘍で小児

期に好発し，第 4脳室から発育するものが多く，
脊髄では腰仙髄と終糸に発生するが，自験例では
脊髄との関連は認めなかった．仙骨前に発生する
上衣腫も奇形腫に比べれば少ないが，それ単独で
みられる症例もある８）．Tanju ら９）は奇形腫に神経
外胚葉性成分はしばしばみられると述べており，

神経外胚葉性腫瘍である上衣腫の組織発生として
は，①奇形腫に関連したもの：単胚葉性奇形腫あ
るいは奇形腫成分の腫瘍化がもっとも考えられ
る１０）．その他，②腹膜の化生変化を経ての腫瘍化，
③異所性脳膠組織の腫瘍化，④異所性卵巣での発
生，などが考えられる．自験例では病理組織学的
検査所見で充実部の上衣腫と囊胞部の奇形腫が滑
らかに移行しており，やはり奇形腫成分に関連し
上衣腫が発生したものと考えられる．しかし，奇
形腫，上衣腫とも分化した形で存在しており，同
様の報告例は認められず非常に興味深い症例と思
われる（医学中央雑誌刊行会で 1983 年から 2006
年，「奇形腫」「上衣腫」で検索，Pub Med で 1963
年から 2006 年，「teratoma」「ependymoma」で検
索）．
仙骨前奇形腫の患者は無症状のことが多く，直

腸診で偶然発見される場合もあるが，症状として
は便秘，頻便，排尿困難，尿路感染といったもの
が多い．また，まれだが腫瘍の浸潤による下肢神
経障害を訴える場合もある１）．
自験例のような仙骨前面の囊胞性病変の鑑別診

断としては奇形腫，類皮囊胞，類表皮囊胞，粘液
産生囊胞があるが，確定診断は組織学的診断のみ
で得られ，術前の画像診断で鑑別することは困難
であるとされている．また，自験例のように充実
部分を伴うような場合，未熟奇形腫あるいは悪性
転化を疑うが，これについても画像診断で鑑別す
ることは困難である．
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治療は外科的切除であり，経仙骨式，腹式，経
仙骨腹式などのアプローチが考えられるが，腫瘍
の大きさ，進展の程度，quality of life などから，
個々の症例において，侵襲は最小限で腫瘍を完全
切除できる術式を選択すべきである．自験例では
腫瘍の大きさから腹式を選択した．ただし，尾骨
近傍には totipotential cell が存在し，尾骨を残し
た場合の再発率は 37％におよぶとも報告されて
いる５）ため，小児でも成人でも尾骨は合併切除すべ
きであり，自験例でも尾骨部からの操作で合併切
除した．
自験例は幸いにも奇形腫と上衣腫が双方とも分

化した腫瘍で，かつ完全切除できたため現在まで
再発所見なく経過している．しかし，出生時より
尾骨部に囊胞性腫瘤を指摘されていたことを考慮
すると，本来であれば発見時に切除すべきであっ
たと考えられた．
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A Case of Adult Sacrococcygeal Teratoma with Ependymoma

Yasuyuki Kobayashi, Masato Kimura, Munenori Ooba and Hiroshi Toda
Department of Coloproctology, Seirei Hamamatsu General Hospital

A 26-year-old woman admitted for a 10cm sacrococcygeal tumor having cystic and solid components was di-
agnosed with sacrococcygeal teratoma based on computed tomography（CT）and magnetic resonance imaging
（MRI）. The tumor was resected with the coccyx. Histopathological examination showed that the cystic com-
ponent was mature teratoma and the solid component an ependymoma. Neither was malignant. Sacrococcy-
geal teratoma is rare in adults, and no case report exists, to our knowledge about that with ependymoma in
the literature.
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