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Abstract

Wereportararecaseofatrichofolliculomaoftheupperlipina48Jyear-OldJapaneseman,Thetumor,measuring

12×ll×llmminsize,waslocatedinthedermistosubcutaneouslayeraroundthemucocutaneousborderofhis

upperlip.Therewasasmallfistula-likepitintheskincoveringthetumor.Thepatienthadnoticedthetumorfor

15years,duringwhichitgrewgraduallywithoccasionalexcretionofwhite-coloredcheese-likesubstancefromthe

pit.Itsclinicaldiagnosiswasatheroma.Histopathologically,itconsistedofanodularproliferationof丘broblasts

withfibrousconnectivetissues,Withinwhichtherewasacysticspacelinedbyskinwithplentifuldermal

appendages.Thiswasthesecondcasereportofalabialtrichofolliculomafrom dentalinstitutions.

抄轟

左側上唇部に生 じた毛包腫の一例を経験した.患者は48歳男性で,15年程前より左側上唇部に小膿痛が出現し,7

年前より腫癌の増大と圧迫による白色泥状の内容物の排出を繰り返していた｡初診時,腺痛は12×11×11mmで半球

状を呈し,表面皮膚には壊孔開口部様を里する陥凹がみられた｡アテロ-ムの臨床診断のもとに腺癌摘出術がおこな

われた｡腫痛表面には線維性被膜が認められ,周囲組織とは完全に隔てられていた｡病理組織学的には,細胞密度の

高い線維性結合組織中に多数の毛包,皮脂腺組織の増生が認められ,毛包腫と診断された｡毛包腫の発生は類縁疾患

の類皮嚢胞と比較して極めて稀であり,本症例は歯科領域からの報告としては第2例日である｡

緒 看

毛包腫は毛包分化を主体 とする皮膚付属器の過誤腫性

病変である｡その発生は,類縁疾患の類皮嚢胞に比較 し

て稀であ り, とくに口腔領域 における報告例はほとん ど

ない｡今回われわれは,左側上唇部に生 じた毛包腫を経

験 したので,文献的考察を加 えてその概要を報告する｡

57

症 例

患者 :48歳,男性｡

初診 :1999年5月18日｡

主訴 :左側上唇部の腺癌｡

既往歴 :十二指腸潰疹 (45歳時)0

現病歴 :15年前に左側上唇部に両地棟の小腰痛が出現 し
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たが,無症状であったためそのまま放置｡7年程前より

腫癌が増大し,患者自ら腫癌を圧迫すると,白色泥状の

内容物が排出し,腫癖が縮小していたが,疹痛は無いた

め放置していた｡その後も腫癌の増大と内容物の排出に

よる縮小をくりかえしていたが,漸次増大傾向にあるた

め,紹介されて本学歯学部附属病院口腔外科を受診した｡

規症 :身長172cm,体重67kgで全身状態良好｡左側上

唇部に12×ll×11mmの境界やや不明瞭な半球状腫癌が

みとめられた｡腰痛は弾性軟で可動性あり,鼻翼下方か

ら口唇の粘膜皮膚境界縁に達する範囲の皮下に位置し

て,左側赤唇部を下方に押しさげていた｡周囲に硬結は

なく,圧痛もなかった｡腺癌表面の皮膚には軽度の発赤

があり,腫癌中央部には直径 2mmの陥凹があり,療孔

開口部様を呈していた (写真1) ｡ 口腔内には異常所見は

なかった｡

臨床診断 :左側上唇部アテローム｡

写真 1 初診時

処置及び経過 :1999年6月8日,局所麻酔下にて腫蕩摘出

術を施行した｡腫癌中央の陥凹部を含めて縦方向に皮膚

切開をくわえたところ,腺癌は真皮と皮下の周囲組織と

は完全に隔てられており,腫痛は線維性被膜でおおわれ

ていた｡腫癌を絹糸にて牽引しながら,被膜の外側で剥

離し,一塊として摘出した (写真2)｡ 腫癌底面は筋層と

接していたが,境界は明瞭で真皮および皮下組織内の病

変と思われた｡経過は良好で術後1年の現在,再発等の

所見はみられない｡

摘出物所見 :摘出物は白色一部淡褐色,弾性硬で周囲は

薄い線維性の軟組織により覆われていた｡表面の一部に

は毛根を含む毛髪が付着していた (写真3A)0

'-'･■申 ､.辞--～･･!> _-LI__加,1_ー_■･】.●■■ _.
写真 3 摘出物

A.マクロ像

ち.組織切片ルーペ像 (H-E染色)

病理組織学的所見 :腺痛の主体は線維性結合組織で,腫

痛中央部には裂隙状の嚢胞腔が観察された (写真3B)｡

周囲には線維性結合組織よりなる薄い被膜構造がみとめ

られた｡腫癌の細胞密度の高い線維性結合組織には,大

小の角質貯留嚢胞や毛包,皮脂腺組織が増生していた

(写真4A)｡ 大型の角質貯留嚢胞の壁内面は正角化性の

重層扇平上皮により被覆されており,内腔に多量の角質

が貯留していた｡また,被覆上皮の釘脚が結合組織中へ

不規則に伸長している部位も観察された (写真4B)｡ 嚢

胞腔内にはメラニン色素を有する不完全な毛髪が多数み

られた (写真5A)｡一部の毛包組織には,ほぼ正常な皮

脂腺分化がみられ,皮膚付属器としての皮脂腺 ･毛包複

合体が形成されていたが,立毛筋の形成はみられなかっ

た (写真5B)｡ また,嚢胞壁中に増殖している毛包様上

皮胞巣の周囲には細胞成分に富んだ粘液様の間質が誘導
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写真 4 組織像 (H-E染色)

A.境界明瞭な毛包,皮脂腺組織の増生

B.角質貯留嚢胞

写真 5 組織像 (H-E染色)

A.毛髪様角質の嚢胞腔内貯留

B.皮脂腺 ･毛包複合体
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写真6 組織像 (A.H-E染色,B.アルシアン青染色)

毛包様上皮胞巣周囲の粘液様基質

されてお り (写真6A),粘液様間質はア

ルシアン青陽性で,皮膚付属器周囲に特

異的な酸性ムコ多糖が貯留 していること

が確認された (写真6B)｡ 炎症性変化は

みられなかった｡

病理組織学的診断 :毛包腫｡

考 察

毛包腫は毛包由来の過誤腫性病変で,

1944年Miescherが毛包母斑 (hair

誓 fo1hclen｡vus)のなかでも腫癖中心に嚢

胞様構造を有するものを区別して報告し

て以来認知されてきた1)｡ 中年期に多

く発症し,顔面および頭頚部皮膚に単発

性に発生する｡ 臨床的には結節状の隆起

性病変で,表面皮膚に小孔あるいは小寓

をともない,ときにチーズ状の内容物の

排出や幼弱な自宅をともなう点が特徴的

である2･3)｡皮膚科領域でも類皮嚢胞に

くらべてあきらかにまれな疾患である

が,歯科領域では現在までに上唇の1例

が報告されているにすぎない4)｡すなわ

ち,毛包腫は本来毛髪の生じる皮膚に発
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生するもので,基本的に口腔粘膜に発生しないことが

示唆される｡

本症例は上唇部皮膚か ら赤唇部に生 じた病変で,臨

床的には類皮嚢胞いわゆるアテロームとの鑑別が困難

であった｡しかし,病理組織学的には典型的な毛包腫

の組織像を呈 し,線維性結合組織中に大小の角質貯留

嚢胞や毛包,皮脂腺親織の増生が確認されたOまた,

胞巣状に増殖 している上皮細胞の周囲には,細胞密度

が高 く粘液様間質を呈する毛乳頭棟の間葉組織が誘導

されていたことより,発生初期の毛包に類似 した構造

が多数形成されていることが確認された｡Schulzらは毛

包腫を毛包構造の分化段階の程度により早期 (Early

stage),分化期 (Fullydevelopedstage),晩期 (Late

stage)に分類しているが5),本症例でみられた毛包構造

には,毛周期の成長期に特徴的な分化を示す部位が観

察されたので,彼 らの分類にしたがえば,分化期に相

当しよう｡

臨床的に鑑別が必要 となる類皮嚢胞について,毛包

腫 との臨床所見および病理組織所見における相違点に

ついて,表1にまとめた｡好発部位は,両者とも顔面の

皮膚であるが,口腔領域においては,毛包腫は口唇,

表 1.毛包腫と類皮嚢胞の比較

毛包腫 類皮嚢胞

好発部位 口唇 口腔底,頚部

好発年齢 中年 思春期

性差 男性 なし

被覆皮膚 小南,細毛 正常

病理所見 轟胞腔 裂隙状 広い

嚢胞内容物 角化物,毛髪 角化物

嚢胞上皮 毛包様 非簿,平週な上皮脚

嚢胞壁 厚い 薄い

皮膚付属器 毛包,皮脂腺 毛,皮脂腺,汗腺

類皮嚢胞あるいは類表皮嚢胞は口腔底から頭部に生じる

ことが多い｡好発年齢は毛包腫は中年であるのに対し,

類皮嚢胞では思春期に発症頻度が高いので先天性の発生

要因が示唆される3)｡毛包腫の発生 ･発育要因をあきら

かにした文献はないが,本症例では初期は面飽棟の小腫

槽 として出現し,その後,長期にわたって腰痛圧迫など

の機械的刺激が加えられるとともに,腰痛が増大してい

った経緯がある｡ 先にも述べたとおり,毛包腫は基本的

には皮膚に発生する疾患であり,また類皮嚢胞と異なり

後天性に発症することを考慮すると,毛包腫の発癌要因

のひとつとして,反復性の毛包炎により毛包上皮が活性

化され,過誤腫性増殖の結果生じる可能性が考えられる｡

本腰壕の予後は良好で,外科的切除により完治すると考

えられているが,再発例63や神経組織に浸潤 した症例7)

も報告されている｡ また,本症例は線維性被膜を有して

いたものの,病理組織学的に結合組織内に上皮組織の増

生が顕著であった｡したがって,再発の可能性も考慮し

て,慎重な経過観察が必要であると思われた｡

結 請

今回われわれは,左側上唇部に生じた毛包腫のきわめ

てまれな-症例を経験 したので,その概要を報告した｡

本論文の要旨は平成11年度新潟歯学会第2回例会 (平成

11年11月,新潟)において発表した｡なお,本報告は平

成11年度5年次学生の講座配属実習の成果である｡
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