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Comments: 

下腹部腫癌にて来院。超音波検査では骨盤内か

ら臓部まで達する cystic mass を認め， 内部に円

形の hyperechoic な構造が多数存在した。単純 CT

(TGP 60. 1 ) では骨盤内から腎門部のレベルに

達する cystic mass を認め， 内部に 2 cm ほどの

low density を示す円形腫癌を多数認めた。内部腫

癌の CT値は平均一 5 HU 程度で確実に脂肪とは

同定できなかった。

TGP60.1 

MRI の T1 強調画像 (TGP 60. 2, 3) では . CT 

で low density を示した多数の内部腫癌は高信号

として描出されており ， 内容液は勝脱内と 同じ低

信号を示している。 T2 強調画像 (TGP60. 4, 5) 

では. T1 強調画像で高信号を呈した内部腫癌は T2

強調画像でも高信号として描出されている。超音

波.CT では内部腫癌の性状を正確に把握すること

はできなかったが.MRI により 脂肪組織に富むも

のであることが推測でき ， 以上より卵巣類皮嚢胞

腫と診断した。手術所見では右卵巣に超成人頭大

の腫癌を認め， 腫癌内部に赤褐色の内容液と 1 . 5cm

程の白黄色の円形腫癌が多数存在した。内部腫癌

の中心部に l 本の毛髪を認め， この周囲に脂肪組

織が付着し fat balP >を形成していた。病理組織診

断は benign mature cystic teratoma であった。 TGP60.2 
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Conclusions : 

卵巣類皮嚢胞腫は20~40代の女性に好発する良

性腫蕩で， 全卵巣腫療の20%以上を占める頻度の

高い腫療である九嚢胞内に脂肪， 毛髪， 歯， 平滑

筋組織， 脳組織などの実質成分を含みその割合に

よりさまざまな画像所見を示すことはmh 既によ

く知られている。 画像診断上のポイントは腫癌内

に指肪を同定することでそれには CT および MRI

が有用であるが， MRI では脂肪成分をその特徴的

な信号強度と chemical sift artifact の存在により

容易に同定できへまた多方向断面を得て子宮， 腰

脱などの他の骨盤臓器との関係を明らかにするの

に優れていると思われる。本症例のような特殊な

画像ノマターンを示す卵巣類皮嚢胞腫は希であり，

画像所見， 特に MRI 所見は intracystic fat balls 

を伴う卵巣類皮嚢胞腫1)に特徴的なものであった。
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