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は じ め に

口腔底に発生する嚢胞性疾患として，ガマ腫や嚢胞性
リンパ管腫のほかに表皮嚢腫や皮様嚢腫などがあげら
れ，鑑別診断が重要である．表皮嚢腫は，通常MRI画
像で単房性嚢胞病変として抽出され，T1強調画像で低
信号，T2強調画像で高信号の内部均一な所見を認める．
今回われわれは，特徴的な画像，病理所見を呈した口腔
底表皮嚢腫の１例を経験したので，口腔底嚢胞性疾患の
鑑別診断を含め報告する．

症 例

症例：３５歳，男性
主訴：左顎下部腫脹
既往歴・家族歴：特記事項なし
現病歴：約１７年前より左顎下部の腫瘤を自覚するも放

置していた．腫脹の緩徐な増大を認め，２０１２年になって
近隣の総合病院耳鼻咽喉科を受診した．画像検査にて，
口腔底嚢胞性疾患の診断となるも，手術への抵抗があ
り，当科での精査加療を希望して当科を紹介受診した．
初診時局所所見：左顎下部からオトガイにかけて，直

径 70mm大の表面平滑で，弾性軟，可動性良好な腫瘤
を触知した．口腔内所見では，視診上口腔底の腫脹はな
いが双手診で弾性軟の腫瘤を触知した．他に特記すべき
局所所見を認めなかった．

画像所見：造影 CT画像にて，左口腔底に楕円形で内
部全体が低吸収域の嚢胞性病変を認めた（図１）．MRI

画像では，顎舌骨筋の内側に，68×40×58mmの腫瘤病
変を認め，顎下腺は背側に圧排されていた．また，Gd

造影 T1強調画像で辺縁整，全体に低信号を示した．T2

強調画像では，全体的に高信号を呈しているものの，内
部に低信号の無数の小結節が混在した sack of marbles１，２

の所見を認めた（図２）．穿刺吸引細胞診では悪性所見
はみられず，class IIとの結果であった．
特徴的な画像所見と細胞診の結果より皮様嚢腫と診断

し，患者に説明し同意を得た上で摘出術の方針となっ
た．
経過：当科初診より７ヵ月後に全身麻酔下に外切開に

よる口腔底嚢胞摘出術を施行した．腫瘤に沿って左オト
ガイ下より顎下部にかけて約 70mmの皮膚切開を行い，
顎下腺前端と顎二腹筋を同定した．顎下腺前端を背側に
顎二腹筋を尾側に牽引し，顎舌骨筋を露出し，切断し
た．顎舌骨筋直下に嚢胞の被膜を同定した．嚢胞壁は平
滑で軟らかく，周囲との癒着も認めず，口腔底方向に鈍
的に剥離を進め，ワルトン管や舌下神経，口腔底粘膜な
どを損傷せずに嚢胞を摘出した（図３）．摘出した標本
の大きさは 75×35×59mm，重さは 88gであった．標本
を切開したところ，被膜は薄く，嚢胞内部に悪臭を伴っ
た乳白色の泥状液体と同色の無数の小結節を認めた
（図４）．病理組織診では，重層扁平上皮に覆われた嚢胞
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る．
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図 1 造影 CT画像所見（水平断）
左口腔底に嚢胞性病変（★）を認める．

図 3 術中所見
外切開による口腔底嚢胞摘出術を施行した．

図 2 MRI画像所見
ａ：Gd造影 T1強調画像（水平断），ｂ：T2強調画像（水平断），ｃ：T2強調画像（冠状断）
嚢胞内に sack of marbles（★）の所見を認める．
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性病変であり，内部にケラチン様物質の含有を認めた．
しかし，毛髪や皮脂腺，汗腺等の皮膚付属器官を認めず，
表皮嚢腫と診断した（図５）．
術後経過は良好で，手術後７日目に抜糸を行い８日目

に退院となった．術後１年目にMRIを施行し嚢胞の再
発がないことが確認された．

考 察

表皮嚢腫，皮様嚢種は，外胚葉成分が皮下や他の組織
内に迷入３，また後天的な要因による上皮組織の迷入に
より発生する疾患である．発生機序については諸説ある
が４，口腔底では，胎生期の第１・２鰓弓の正中部癒合
の上皮迷入と考えられている５．さまざまな組織が融合
する部位で発生することが多く，病理組織学的に表１の
ように分類される６，７．表皮嚢腫および皮様嚢腫，奇形腫
の発生率は，Newら８によると１，４９５例中，肛門部にも
っとも多く（４４．５％），次いで卵巣（４２．１％）に認め，
頭頸部領域における発生率は全体の６．９％，そして口腔
底は１．６％と報告されている．また，口腔底においての
奇形腫は極めて稀であるとされている９，１０．口腔底では解
剖学的な存在部位により分類することもあり，顎舌骨筋

の吻側に存在していれば舌下型，尾側であればオトガイ
下型，両側におよぶ場合は舌下―オトガイ下型と分類
し，術式を選択する上で用いられている１１，１２．
診断にはMRI画像が有用であり１３，表皮嚢腫，皮様嚢

腫ともに単房性嚢胞性病変を示すことが一般的で１４，T1

強調画像で低信号，T2強調画像で高信号の内部均一の
像を示す．皮様嚢腫では脂肪含有が多いため T1強調画
像で高信号を呈することもある１５．特に，皮様嚢腫では
T2強調画像にて sack of marblesの所見を呈することが
特徴としてあげられる１，２，１６．この sack of marblesは T2

強調画像で嚢胞内の高信号領域内に低信号の小結節が碁
石状に存在している所見で，嚢胞内の脂肪成分を伴った
無数の球状構造物を描出している．口腔底領域のみなら
ず，他部位で発生した皮様嚢腫でも同様の所見を呈する
ことがあり，卵巣成熟奇形腫や卵巣皮様嚢腫においても
intracystic fat ballとの名称で特徴的所見としてあげられ
ている１７．
また，画像所見にて碁石状に認めた球状構造物の病理

学的所見は，ケラチン物質と，皮脂腺や汗腺，皮脂質か
らなる脂肪成分が凝集し層状に球状構造を形成したも
ので，necrotic debrisと考えられている２，１８．皮様嚢腫で

表 1 口腔底嚢腫の病理学的分類

病理学的分類 病理組織学的特徴

表皮嚢腫
（類表皮嚢胞 epidermal cyst）

重層扁平上皮の嚢胞壁を持ち，皮膚付属器を有さない

皮様嚢腫
（類皮嚢胞 dermal cyst）

重層扁平上皮の嚢胞壁を持ち，皮膚付属器（毛髪，毛包，脂腺など）を有する

奇形腫
（奇形腫瘍嚢胞 teratoid cyst）

皮膚付属器や結合組織および呼吸器あるいは消化器組織といった外胚葉，中胚
葉，内胚葉成分を有する

図 5 病理組織所見（HE染色）
重層扁平上皮からなる嚢胞壁を認め，嚢胞内
には角化成分を認めた．
毛髪や皮脂腺，汗腺等の皮膚付属器官は認め
られなかった．

図 4 摘出標本所見
標本の大きさは，75×59×35mm，重さは 88g
であった．
被膜は薄く，内容物は悪臭を伴った乳白色の泥
状液体と同色の無数の小結節を認めた．
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は，皮脂腺や汗腺など皮膚付属器が存在するため脂肪成
分が豊富で小結節を形成しやすい．一方，表皮嚢腫には
脂肪成分が少ないため小結節を形成しにくい．本症例は
表皮嚢腫であったにもかかわらず，皮様嚢腫と同様の小
結節を形成した．その理由として，表皮を形成する角層
にはスフィンゴ脂質や遊離脂肪酸，コレステロールとい
った角層細胞間脂質が存在し１９，嚢胞が増大することに
より脂肪成分が増加することや，嚢胞が長期に存在する
ことで脂肪成分が凝集し小結節が形成されると推測し
た．
口腔底嚢胞性疾患には，表皮嚢腫や皮様嚢腫のほかに

ガマ腫や嚢胞性リンパ管腫などがあげられる．ガマ腫や
嚢胞性リンパ管腫では OK432注入療法が効果的である
が２０，表皮嚢腫や皮様嚢腫は摘出術が第一選択である．
そのため治療方針決定のため鑑別診断が重要となる．表
２に示すように各疾患でMRI所見の特徴があり，鑑別
にはMRIが有用である．今回の症例では，MRI画像で
特徴的な所見を示していたため，ガマ腫や嚢胞性リンパ
管腫との鑑別が容易であり治療方針を明示することが可
能であった．

ま と め

MRI画像にて sack of marblesを呈した表皮嚢腫の
１例を経験した．sack of marblesは，ケラチンと脂肪
成分が凝集することで，層状に球状構造を形成した
necrotic debrisを描出しており，皮様嚢腫に特徴的所見
である．皮膚付属器を有さない表皮嚢腫であるにもかか
わらず，本症例で皮様嚢腫と同様の所見を呈した理由と
して，嚢胞の増大や長期の存在により角層細胞間脂質と
ケラチンが凝集し球状構造物を形成したと考えられた．
口腔底嚢胞性疾患において，ガマ腫や嚢胞性リンパ管

腫は代表的疾患であるが，治療方針が異なる表皮嚢腫や
皮様嚢腫も念頭に置く必要がある．その治療方針を明確
化するには，MRIが有効であると考えられた．
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A case of an epidermoid cyst in the floor of the mouth

presenting characteristic radiologic and pathologic findings
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Ranine tumors are a common cystic disease of the floor of the mouth but, a differential diagnosis between cystic

lymphangiomas, dermoid cysts and epidermoid cysts is important. Generally, epidermoid cysts have fluid attenuation on

CT scans and demonstrate a low intensity area on T1―weighted images and a high intensity area on T2―weighted im-

ages, following the signal intensity of the fluid. We experienced a case of an epidermoid cyst of the floor of the mouth

which showed characteristic findings on both imaging and, pathology. We describe herein the case of a 35―year―old

man with a slowly enlarging mass in the left submandibular region. MRI demonstrated the sack―of―marbles appear-

ance, which is coalescence of fat into small nodules within the fluid matrix. This finding was also potentially diagnostic

of a dermoid or epidermoid cyst, which should be considered in the differential diagnosis.

Key words : epidermoid cyst, dermoid cyst, sack of marbles


