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術後12年目にmalignant transformation with
leptomeningeal carcinomatosisをきたした類上皮腫の1例
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after partial removal of skull base epidermoid cyst.   – Case report –
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Abstract
Malignant transformation of remnant epidermoid cysts (ECs) into squamous cell carcinoma (SCC) is rarely occurs

and their prognosis remains poor. In Garcia's SCC criteria for this malignant change, leptomeningeal carcinomato-
sis (LC) is extremely rare. We describe a case of malignant transformation of EC with LC 12 years after partial
removal of skull base EC.
A 67-year-old woman presented with gait and memory disturbance for one month. She had a history of surgery

for right trigeminal neuralgia caused by a large cerebello-pontine and -medullary EC 12 years ago. The intracranial
EC regrew and the whole brain and spinal leptomeninges became markedly enhanced by gadolinium-DPTA on T1-
weighted MRI. The cytology of CSF via shunt reservoir and lumbar puncture showed many atypical squamous cells.
From these findings, malignant transformation of EC with LS was diagnosed. She was administered with 36 Gy
linac radiotherapy to the whole brain and whole spine added to the posterior fossa with 20 Gy. Post-radiotherapy,
the recurrent tumor shrank and leptomeninges were less enhanced. 
Malignant change of EC with LC is extremely rare, but rapid progress of symptoms suggests malignant transfor-

mation. Gd-MRI is useful for diagnosis. Radiotherapy to the whole brain and whole spine may be effective for this
dismal situation.
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はじめに

類上皮腫（epidermoid cyst: EC）は胎生期に迷入した表

皮細胞から発生した良性腫瘍で、全脳腫瘍の0.2-1.8%を占

めるとされている。良性腫瘍と言いながらも、炎症作用

が強いため周囲組織を溶解、破壊して大きくなることも

多い。被膜も含めて全摘出すれば治癒が得られるが、小

脳橋角部やトルコ鞍近傍に発生した場合、無理な摘出を

控えることにより全摘出率は意外に低い。再発しても元

来発育が緩徐なため、経過観察することも多い。

しかしながら、再発時に扁平上皮癌（squamous cell

carcinoma: SCC）に悪性転化することも知られている。

そのなかでもleptomeningeal carcinomatosis（LC）の形態

にて再発することはさらに稀である。

今回我々は、小脳橋ー延髄角部に発生したECに対し、

初回部分摘出後12年目に悪性転化してLCによる再発をき

たしたものの、放射線療法で改善を認めた1例を経験した

ので報告する。

症　　例

67才、女性。3年前から右歯痛あり、右三叉神経痛と診

断され薬物療法を受けていたが改善せず。痛みが増強する

ため中村記念病院を受診し、右小脳橋角部を中心とした腫

瘍性病変を認め入院となった。CTでは内部に一部石灰化

を伴う低  等吸収域の腫瘍を認めた。MRIでは腫瘍は右小脳

橋―延髄角部を中心に橋―延髄前槽、迂回槽に及んでい

た。DWIでは著明な高信号域、T1で低信号、T2で高信号

域を示し、Gdにて一部エンハンスされた（Fig.1）。CISS

にて右三叉神経は腫瘍により下外側に変位していた

（Fig.2）。以上より頭蓋底部類上皮腫と診断し、rt.posterior

transpetrosal approachにて腫瘍摘出術を施行した。

Fig. 1 67-year-old woman: MRI DWI revealed high inten-
sity, T1WI low, and T2WI high intensity mass in
the right cerebello-pontine and -medullary, and
parasellar region. CT showed low-iso density mass
with small calcification. Gd-MRI revealed faint
enhanced segment in the tumor.

Fig. 2 MRI CISS showed right trigeminal nerve moved
infero-laterally by the tumor.

Fig. 3 Pathological findings (HE stain): Surgical specimen
showed well differentiated squamous cell epithelium
with multilayered keratin debris.

Fig. 4 MRI CISS showed no recurrence 4 year and 6
months after surgery.



腫瘍はいわゆる真珠腫というべく白色でやわらかく吸

引器で容易に摘出できた。右三叉神経周囲の腫瘍も摘出

したが、部分摘出に留まった。病理所見では重層扁平上

皮とケラチンを認めECと診断された（Fig.3）。術後、下

方視時の複視が出現したが一過性で改善した。右歯痛も

改善した。術後4年6か月後のMRI CISSでは、右三叉神経

周囲に腫瘍は認められず再発もみられなかった（Fig.4）。

術後9年4カ月頃より、歩行時ふらつきと記銘力低下が

出現した。水頭症と診断され、脳室―腹腔シャント術を

施行し脳室サイズの縮小と症状の改善を認めた（Fig.5）。

髄液に異常所見は認めなかった。

しかしながら、術後11年7カ月頃より、右下肢の膝折

れ、右手の震えあり。2週間前よりめまい、同じことを何

度も言うなど症状が進行し外来を受診。再発が認められ

入院となった。Gd-MRIにて右小脳橋角―延髄角部に腫瘍
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Fig. 5 Nine year and 8 months later, secondary hydro-
cephalus appeared, however, CSF finding was nor-
mal.

Fig. 6,7 The intracranial EC regrew and the whole brain
and spinal leptomeninges became markedly
enhanced by Gd-MRI 11 year and 8 months later.

Fig. 8 MRI ASL demonstrated elevation of the tumor
blood flow.
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再発と全脳―全脊髄にかけて髄腔内が広範にエンハンス

される所見を認めた（Fig.6, 7）。またMRI arterial spin

labeling（ASL）では再発腫瘍の血流上昇を認めた

（Fig.8）。シャント・リザーバーおよび腰椎穿刺にて脳脊

髄液の細胞診を検査したところ、異型扁平上皮細胞を多

数認めた（Fig.9）。以上より病理学的診断は下せないもの

の、ECのmalignant transformation with LCと診断した。

治療として、全脳・全脊髄照射（36Gy/18F）ののち後

頭蓋窩に20Gy/10Fを追加照射した。照射後のGd-MRIで

は脳・脊髄とも腫瘍は縮小し、髄腔内エンハンスは著明

に改善した（Fig.10, 11）。治療後、経管栄養・車いすレ

ベルで記銘力低下はあるものの、治療前の寝たきりで嘔

吐していた症状は改善した。治療後5カ月の時点では再発

は認めていない。

考　　察

ECのSCCへの悪性転化はまれであるが、初回手術や剖

検時に良性のEC内にcarcinomaが発見されることが多いと

されている4, 9）。しかしながら、残存腫瘍が経過観察中に

SCCへ悪性転化して再発することも稀ながら報告されて

いる9, 10, 11）。13例の報告では、男性8例・女性5例、年令    -

は36才から67才であった。悪性転化までの期間は3カ月か

ら33年、平均8.4年であった11）。

Garciaらは頭蓋内上皮のう胞の悪性転化に関して診断基

準を報告しているが2）、Kanoらは悪性腫瘍のなかに良性の

扁平上皮が存在することが重要であると述べている5）。

HamlatらはGarcia分類をみたす52例を詳細に検討し、頭

蓋内上皮のう胞の悪性転化の診断基準を以下の5つに再分

類した4）。

1）EC内にはじめから悪性成分を有する

2）残存したECから悪性転化した

3）dermoid cyst, epithelial cystから悪性転化した

4）LCをきたして悪性転化したFig. 9 Cytology from CSF via shunt reservoir and lumbar
puncture showed many atypical squamous cells.

Fig. 10, 11 Post-radiotherapy, the recurrent tumor shrank
and leptomeninges were less enhanced.



5）benign cystからSCC以外の悪性転化をきたした

これに従うと、Kanoらは4）のLCによる悪性転化は過

去に18例の報告があるのみで、彼らの1例を加えいずれも

ECであったと述べている5）。19例中、テント下が14例と

多く、ECが小脳橋角部や傍橋部に生じることが多いため

と考えられる5）。本例においてもテント下ECからのLCで

文献上20例目となる。

臨床症状の悪化やMRIやCTで造影されることが悪性転

化の重要な指標と言われている3, 6, 7, 11）。ECは通常DWI

で高信号を呈するが、NawashiroらはDWIで高信号を呈す

る腫瘍内において低信号を示すところが悪性成分を表す

と述べている10）。

悪性転化の機序として、のう胞内容物の破裂や全摘出

できなかった残存のう胞壁における慢性的な炎症反応が

原因とされている1）。

ECが悪性転化したSCCに対する治療法については、再

手術後に放射線療法を加えることが推奨されており3, 4, 5,

8, 9）、最近ではガンマナイフも有効との報告がある7, 11）。

Tamuraらは悪性転化したSCC 24例の文献的検索から、

手術のみ、手術＋外照射、手術＋定位放射線治療

（stereotactic radiosurgery: SRS）のいずれが有効かを比

較検討した11）。生存期間中央値は、それぞれ1, 18, 44か

月で手術＋SRSが最も有用であったと報告している11）。

しかしSCCの浸潤性格を考えると、LinkらはSRSに外照

射や化学療法を組み合わせたほうがよいと述べている7）。

しかしながら局所再発したSCCと異なり、髄腔内に広

範に播種したLCに対する有効な治療法は限られており、

症状が急速に悪化し死に至ることが避けられない。

HamlatらによるSCCへ悪性転化をきたした52例のレビュ

ーでは、LCは15例（28.8%）に認められ、生存期間中央

値は7カ月であった4）。LCは予後不良であるが放射線療法

により、有意差はないものの生存期間が延長したという

（放射線療法ありvs. なし：26カ月 vs. 3カ月, p=0.077）4）。

本例においても36Gy/18Fの全脳、全脊髄照射＋後頭蓋窩

20Gy/10Fの外照射を行ったが、画像上もGd-MRIで造影

領域が著明に縮小し、患者さんの状態も車いすレベルな

がら改善を認めた。

結　　論

1）術後12年目に広範なleptomeningeal carcinomatosisにて

再発した類上皮腫の1例を報告した。

2）全脳、全脊髄照射により、局所の再発腫瘍および髄腔

内播種成分ともに縮小し、神経症状も改善した貴重な

1例と考えられた。
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