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両側副腎転移をきたした腎細胞癌の1例

国立長崎中央病院泌尿器科(部 長:進 藤和彦)

野 口 満,林 幹 男,堀 建 夫,進 藤 和 彦

長崎大学医学部泌尿器科学教室(主 任:斉 藤 泰教授)

湯下 芳 明,斉 藤 泰

BILATERAL ADRENAL GLAND METASTASIS OF 

RENAL ADENOCARCINOMA 

 - A CASE REPORT - 

Mitsuru Noguchi, Mikio Hayashi, Tateo  Hori 

and Kazuhiko Shindou 

From the Divition of Urology, National Nagasaki Chuo Hospital 

Yoshiaki Yushita and Yutaka Saitoh 

From the Department of Urology, Nagasaki University School of Medicine

   A 72-year-old male patient, who suffered from a renal adenocarcinoma with bilateral adrenal 

gland metastasis, is reported herein. The patient consulted the urology clinic with complaints of 
fever and dysuria. On drip infusion pyelography, a mass lesion was discovered in the upper pole 
of the left kidney. Computerized tomography (CT) revealed the presence of bilateral adrenal 
masses. On the basis of aortography and CT studies, the patient was diagnosed as having renal 
cancer with metastasis in bilateral adrenal glands. No other metastasis could be found. Radical 
left nephrectomy and bilateral adrenectomy were performed. Thereafter, interferon alpha of 3 mil-
lion units every day was administered intramuscularly for the first 2 months and then, the same 
dose was given once a week to the present. Supplementary corticosteroids were also administered. 
His course was uneventful for 18 months after the operation, with no evidence of recurrence. 

                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 729-731, 1991)

Key sords: Renal adenocarcinoma, Adrenal gland metastasis

緒 言

腎細胞癌の他臓器転移は稀ではないが,副 腎への転

移が術前診断 されるのは比較的稀である.今 回われわ

れは両側副腎転移をきたした腎細胞癌 の症例に,根 治

的手術を施行 し良好な経過を得ているので若干の文 献

的考察を加えて報告す る.

症 例

患者:71歳,男 性

主訴:発 熱

既往歴=不 整 脈にて薬物療法(71歳 時)

家族歴:特 記すべ きものな し

現病歴:1988年 より排尿障害が出現 した.1988年4

月,前 立腺肥 大症に前立腺炎 を併発 して39。Cの 発熱

があ り当科に入院 し,化 学療法を行い解熱 した.尿 路

系の精 査のためDIP,腎 エ コーを施行 し,DIPで 左

腎上極 に腫瘤を認め腎腫瘍 を疑われ入院 となった.

入院時検査成績:血 沈1時 間値7mm,2時 間値25

mm,血 液一般検査 ・異常な し,血 液生化学検査:異

常な し,検 尿 ・異常な し.

X線 検査:DIPに て左腎上極 に径6cmの 腫瘤を

認め,CT(Fig.1)検 査 で も左腎上極 に被包化 され

た腫瘤 を認 め,中 心部 は低吸収域 とな っている.ま

た,左 腎前面に左腎 と明瞭な境界を有する腫瘤が認め

られ,左 副腎の腫瘍 と考えられた.さ らに,右 腎 と下

大静脈 との問に腫瘤を認め右副腎腫瘍 と考 えられた.

腎動脈造影では,左 腎は上極 に血管新生を認め,腫 瘤
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は左腎動脈 よ り分枝 した血管に より栄養 されている.

左副腎の腫瘍は左腎動脈 か らは 栄養され てい なか っ

た.ま た,右 腎上部にも血管新生 を認め,右 副腎転移

と思われた.こ の腫瘤 の栄養血管 も大動脈 よ り分枝 し

ていた(Fig・2).下 大静脈造影では,左 腎静脈,下大

静脈に腫瘍 塞栓 は認 め な か った.そ の他の諸検査 よ

り,他 に転移は認めず,両 側副腎転移 を伴 った左腎腫

瘍 と診断 した.血 液型が特殊 で術中出血 を軽減する 目

的 で,手 術前 日,左 腎動脈塞栓術 を行 った.

手術所見:上 腹部正中切開にて開腹,ま ず左腎摘 出

を行 った.左 腎 と周囲組織は容易 に剥離で き,左 腎 と

左副腎をGerotaの 筋膜 とともに一塊 と して摘出 し

た.摘 出標本の検索では,左 腎は副腎と容易に剥離で

き,左 副腎 の腫瘤は腎腫瘍 の副腎への直接 浸潤 ではな

く明 らか に転移 と考え られた,左 腎,左 副腎摘 出後,

腫大 した右副腎を摘出 した.両 側腎門部周囲の リンパ

節腫大は認めなか った,

病理組織学的所見=左 腎の腫瘤は5・5×5・5cm,黄

白色 で中 心部 は壊 死を伴 って いた。病理組 織 学的に

は,比 較的均一な小型の類 円型 の核 と明るい胞体 を持

った淡 明細胞が主体であ り,さ らにやや異型性のみ ら

れる核 と好酸性の穎粒状の胞体 を もった穎粒細胞 も混

在 してお り,こ の よ うな腫瘍細 胞が主 と して胞巣状に

一部では腺管形成性に,あ るいは嚢胞状 の発育パ ター

ンを示 していた.こ れに よ り腎細胞癌,通 常型,混 合

亜型,Gl>G2alveolartype,INFα,V(一),Ly

(一)で あ った.左 副腎 は7×1.5cmで 腫瘍 と思われ

る部分は4×lcm,13gで あ った.右 副腎は4.5×3

×2cm,15gで ほぼ全部が腫瘍 と思われた.両 側副

腎の病理組織 は,い ずれ も腎細胞癌の広汎な転移を認

め副腎皮質は辺緑 の一部に圧排 されていた.転 移巣 で

は,原 発巣に比べてgranularcelltypcが 優 勢で腫

瘍細胞の異型性 もやや高度 であった.

術後経過:腎 腫瘍 に対 して,術 後1ヵ 月 目よ りイ ン

ター フェロン α300万 単位を60日 間連 日筋 注 し,そ の

後は週 に1回 イ ンターフェロン α300万 単位を筋注 し

ている.術 後1年6ヵ 月を経過 した現在,転 移は認め

てお らず経過 は良好 である.ま た,両 側副腎摘 出を行

ったため術直 後 よりステ ロイ ドの補 充療 法を行 い,術

後1週 間 目か らは副腎 ステ ロイ ドを朝20mg,夕 方10

mg内 服 させ維持量 としている.

考 察

腎細胞癌 は約30%の 症例が診断時にす でに転移をき

た している といわれ てい る1・2)・お もな転移 部位は肺が

最 も多 く,つ いで リンパ節,肝 臓,骨 となっている3).

副腎転移が術前診断 され るのは少 な く,本 症例の よう

に術前,副 腎転移の見つかった症例は稀で4-8),し か

も両側 副腎 転移 とい うのは 本邦 ではい まだ報 告がな

い.し か し,斉 藤9)に よると,腎 癌患者 の剖検例では

副腎転移は同側19.1%0,対 側ll.5%0,合 わせ て30。6%

で決 して稀な ものではない.今 回,わ れわれ の症例は

CT,血 管造影 にて副 腎転移が 明らかにな ったが,副腎

転移 による症状は認め られなか った.こ の ことは剖検

例に比べ て術前,副 腎転移の見つか る例が少ない要 因

の1つ と思われ る10).実 際われわれの症例 も術前,ホ

ルモン学的に も生化学的に も異常を認 めなか った.腎

細胞癌の副腎への転移は血行性 と考え られて お りID,

副腎への転移が多い理 由 としては,副 腎の重量 当 りの

血流量が多いこと,副 腎の血管構造がsinusoid構 造

とい う特殊性に よるもの と考 え られてい る,副 腎転移

を きた した症例 は,他臓器に転移 してい ることが多 く,
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腎静脈,下 大静脈に腫瘍塞栓を伴 うことが多い12).わ

れわれの症例 では,他 臓器転移や腫瘍塞栓は認め なか

ったが副腎の癌細胞は原発巣の癌細 胞 よ り異型性が よ

り高度 であ った.副 腎転移 を伴 う症例では腎癌の進 行

が早 く,有 効なadjuvanttherapyが 確立 され ていな

い現在,可 能 なか ぎ り根 治的手術が望 まれ る13,14).さ

らに,腎 細胞癌で根治的腎摘 出術を施行 した症例の う

ち約5.7%は 同側副腎に腫瘍の浸潤を きた してお り15),

術前の副腎転移のチ ェックは重要 である.血 管像影 で

は副腎への血行転移 の場合,腫 瘍の栄養血管は副腎動

脈のみで,同 側副腎への腫瘍浸潤の場合,栄 養血管 は

副腎動脈 と腎動脈か らなる といわれてい る且2).副腎転

移は,他 臓器への転移に比べ臨床症状に欠けるため術

前に診断が付 くのは少ない.血 管造影は術 前の副腎転

移の診断に最 も有用であ り,詳 細な検討に より約30%

もある副腎転移を見落 とさない よ うに しなければな ら
」

な い.

結 語

両側副腎転移をきた した腎細 胞癌症例に,腎 摘出術

と両側副腎摘出術 を行 った.腎 癌 の両側副腎転移を術

前に診断で きた症例は稀であるが,副 腎転移 は癌 の進

行,患 者の予 後 とも密 接 な関 連が あるといわれ てい

る.腎 癌の術前検査には,画 像検査を積極的 に行い,

副腎転移の有無 も確認す る必要がある.
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