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PXA with anaplastic features の1例
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Abstract

We experienced a case of pleomorphic xanthoastrocytoma (PXA) with anaplastic fetures (PXA-As) . The patient was
a 26-year-old man. He visited the department of neurosurgery of our hosipital with low vision,headache and nausea.
Magnetic Resonance Image（MRI）revealed a 7.0mm tumor composed of solid and cystic lesions near the rt trigone
of the lateral ventricle. We performed a partial resection of the tumor. Immunohistochemical analysis identified pos-
itivity of glial fibrillary acidic protein（GFAP）, S-100 protein, isocitrate dehydrogenase 1（IDH1）,CD99 and
BRAF V600E mutation. Because vascular proliferation and necrosis was represented, we diagnosed PXA-As.
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はじめに

Pleomorphic xanthoastrocytoma（PXA）は、一般的に

若年者の大脳表層に発生する星細胞腫で、WHO分類

gradeⅡに分類され比較的予後が良いとされる。PXAの中

で退形性所見を示すものはPXA with anaplastic features ：

PXA-Asと呼ばれ稀である。

今回我々は、病理組織の結果から右海馬傍回に発生し

たと思われるPXA-Asの1例を経験したので報告する。

症例提示

患者：26歳男性

主訴：頭痛、視力低下

既往歴：広汎性発達障害

現病歴：視力低下と頭痛・嘔吐が出現し頭部MRIで右傍

側脳室三角部に嚢胞成分と充実成分を有する最大径7.0

cmの腫瘍を認めたため入院となった。

身体所見：JCS=1、うっ血乳頭、右外転神経麻痺

画像所見：頭部CTでは右側脳室三角部近傍に嚢胞成分と

充実成分を有する5.5x5.5x7.0cmの腫瘍を認めた。中脳水

道は腫瘍により閉塞し、水頭症となっていた（図1）。頭

部MRIではT2*で充実成分内部に出血を認めた（図2）。

Gd-MRIでは充実成分と嚢胞壁に造影効果を認めた（図

3）。脳血管造影では著明な腫瘍陰影を認めた（図4）。鑑

別診断としてAnaplastic astrocytoma、Glioblastoma、

Pilocytic astrocytoma、PXA、PNETを考えた。

手術所見：右頭頂葉からのアプローチで開頭術による腫

瘍部分摘出術を行った。腫瘍は易出血性で、比較的硬く、

周囲の脳とは境界明瞭の部分もあったが、摘出を進めて

いくと境界が不明瞭となった。5−ALAによる術中蛍光診

断では発色は認めなかった。閉塞性水頭症に対し脳室腹

腔シャント術を追加した。

病理所見：紡錘形で明るい細胞質あるいは好酸性の細胞

質を有する細胞が増殖する部分と、myxoidな間質がみら

れた（図5A）。微小嚢胞状の成分や 、少数の多核巨細胞

もみられた（図5B）。壊死や血管増生が目立つ部位も認め

た（図5C,D）。免疫染色ではGitterは好銀線維はわずかに

入り込むものの明瞭な網状構造には至らず、GFAP（+）、

S-100（+）、Vimentin（+）、Synap tophysin（weak）、

MIB-1 index 3%、IDH1（−）、CD99（−）、BRAF

V600E mutation 染色が陽性であった。BRAFシーケンス

でも、第1859-1861塩基においてGTG⇨GAG変異により

バリン（V）がグルタミン酸（E）に変異したV600E変異

を確認できた（図7）。MIB-1index は3%と比較的低値であ

ったが、豊富な血管増生と壊死の存在から PXA-Asと診

断された。

図1　頭部CT：中脳水道閉塞により水頭症を呈している

図2　頭部MRI  
T2WI｜T2*
T1WI｜DWI

図3　Gd-MRI：充実成分と嚢胞壁に造影効果を認める

図4　右椎骨動脈造影：著明な腫瘍陰影



考　　察

PXAは全星細胞腫の1％未満と稀であり1）-3）、若年者に

好発し平均年齢は26歳とされる3）。大脳表層に限局性の腫

瘤を作る星細胞腫で、90%以上が大脳半球に発症してお

り、その中で約50%の症例が側頭葉に発症している3）。病

理組織学的には腫瘍細胞の顕著な多型性、脂肪滴の出現、

繊維形成や好酸性顆粒小体などの特徴がみられる。この

特徴に加え、核分裂像の出現、壊死巣、微小血管増殖像

などを認める腫瘍はPXA-Asと呼ばれる。

本症例は8年前に他院で撮像された頭部MRIで偶然異常

信号を指摘されており、このMRIによると発生母地は右

海馬傍回と考えられた（図8）。

臨床所見、病理所見から最終的に鑑別診断としてPXA、

Pilocystic astrocytomaの2つを検討したが、組織像では壊

死および血管増生が目立ち、MIB-1は典型に比して低値

であるものの、BRAF-V600E mutationの陽性率などの免

疫染色像とも合わせて、anaplastic featureを伴うPXAが

最も考えられると判断した。

脳腫瘍とBRAF-V600Emの関係についてはSchindlerら4）、

Kyungら5）が報告をしている。それによるとPXA、PXA-

Asでは60%以上の高率で陽性となるが、そのほか

gangliogliomaで20%程度（ただしanaplastic ganglioglioma

では50%）、pilocytic astrocytomaで9-15%程度の陽性率と

比較的低値にとどまる。
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図5　A：HE x 10 紡錘形で明るい細胞質あるいは好酸性
の細胞質を有する細胞が増殖する部分とmyxoidな間
質、B：HE x 40 細胞質の明るい細胞あるいは微小
嚢胞状の成分（黒矢印）と少数の多核巨細胞（白矢
印）、C：HE X 40 necrosis、D：HE x 10 血管増生

図6　免疫染色のまとめ

図7　免疫染色、BRAFシーケンス共にBRAF-V600E
mutation陽性

図8　8年前の頭部MRIF（FLAIR）：右海傍回に異常信号
を認める



結　語

右海馬傍回に発生したと思われるPXA-Asの1例を報告

した。PXA-Asは近年報告が増えているが、経過や画像所

見のみでは他の悪性グリオーマとの鑑別が困難な場合が

多いが、BRAF V600E mutationが診断に有効であった。
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