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CLINICAL EXPERIENCE OF TRANSCATHETER ARTERIAL
   EMBOLIZATION OF ADRENAL ADENOMA WITH

           CUSHING’S SYNDROME

  Mutsuhiro NARiyAMA， Shozo IwAi， Masaki KAwAMuRA，

Ryoji YAsuMoTo， Taketoshi KisHiMoTo and Masanobu MAEKAwA

   From彦heエ）ePartmentげUrogogツ，0∫αんαC吻Univers吻Medical School

         （Director： Prof． M． Maekawa， M．D．）

    Ryusaku YAMADA and Kenji NAKAMuRA

From伽1）吻7伽翻げ1～α伽♂09ツ， Osaka C吻， Univers妙Medical School

       （Director： Prof． Y． Onopama， M．D．）

  Transcatheter arterial embolization was performed on a case of adrenal adenoma with Cushing’s

syndrome． The patient was a 28－year－old married woman with Cushing’s syndrome due to left adreno－

cortical adenoma． As a substitution for surgical operation， transcatheter embolization was attempted

through left inferior phrenic artery． Remission of hypercortisolism followed starting on the next

day． However， a long－term follow－up for the patient had to be discontinued owing to the circumstance

of the patient’s slde and left adrenalectomy was performed on the 14th day after embolization． There－

f（）re， it皿ay be too early to suggest that transcathetcr embolization was effective against the disease

in this case． However， such treatment should be taken into consideration as a non－surgical treatment

to a certain kind of adrenal disease．

  We have not yet found any arterial embilization for adrenal’ gland in literature．

緒 言

 近年，血管カテーテル法を応用するtranscatheter

arterial embolizationは各科領域で広く適用されるよ

うになった．泌尿器科領域では1971年にLangが腎癌

に対して試みて以来，腎生検後動静脈痩，腎動脈瘤，

腎外傷による腎出血などその解剖学的特徴から腎動脈

支配領域の悪性腫瘍や出血性疾患などに数多く実施さ

れている．その他，最近では膀胱腫瘍に対しても止血

あるいは腫瘍の縮少を目的として適用されている．

 しかし，副腎疾患に対しては支配血管の解剖学的問

題もあって，文献上，未だ報告例を見ない．今回著者

はクッシング症候群を呈する副腎皮質腺腫症例に対し

て本法を施行したので，その成績について報告する，
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Table 2． Endocrinological tests．

 患者：28歳，女子．

 主訴：座瘡を有する満月様顔貌．

 家族歴：特記すべきことなし．

 既往歴：22歳時，右尿管切石術を受ける．

 初診日：1979年2月21日．

 現病歴：1976年8月頃から顔面の座瘡多発と顔の円

形化を認めていたが放置，その後妊娠中ではあったが

半年間に9kgの体重増加と下腹部の皮膚線条，多毛

を認めるようになり，また高血圧を指摘されていた．

分娩後もこれらの諸症状は寛解せず当院第2内科を受

診し，諸検査の結果，左副腎腫瘍の疑いのため当科に

転科した．

 現川：身長162 cm，体重，66 kg，血圧，160／100

mmHg，脈拍68／分整，満月様顔貌，中心性肥満，顔

面の座高と紅潮，多毛症，胸腹部から両大腿部にかけ

ての皮膚線条といわゆるbuffulo humpが認められ

る．その他は胸部・腹部に理学的異常所見なく，四肢

の浮腫も認めない．

 入院時検査所見：Table lに示すごとく，白血球数

と血小板数の軽度増加，好中球画分の増加とリンパ球

国分の減少を認めるが，血清電解質には異常を認めな

い．肝機能，腎機能とも正常であり，耐糖能の低下も

認められない．

 内分泌学的検査所見：Table 2に示すごとく，24時

Plasma renin activity

Urinary 17－KS

Urinary 17‘OHCS
PIasma cortisol

 Peripheral vein

 1．70n9／mt／hr

6，3N16．6 mgfday

17．9 一一 31．1 mg／day

      6］OOA．M，
      8：00A．M．
      O：OOP．M．
      5：00P．M，
      10：00P．M，
Lt． adrenal vein

Rt． adrenai vein

Dexamethasone suppression test

control

Dexamethason 8mg（1st day）

    ” 8mg（2nd day）
 3rd day
Metopiron test

control

Metopiron 3g （1st day）

2nd day

3rd day

32．2 pg／d1

32，9 ”

38．7 H

36．3 ”

33．2 ”

103．9 ”

’30，5 一

1 7－OHCS

26．6 rngfday

30，6 ”

27，5 一

30．7 一

1 7－OHCS

26．2mg／day

24．9 ・・

27．6 ”

30．6 ・・

ACTH administration test （250 pg Lv．）

control

lst day

1 7－OHCS

20．5mg／day

31，1 u

1 7－KS

9，7mg／day

9，7 ”

8．4 ”

11．3 ”

17－KS

10，9 mg／day

9．2 ”

7．8 ”

12．0 ”

17－KS

14，8mg／day

16．6 ”

Table 1． Laboratory exminations．

Urinalysis

 pH T．5， proL （一）， sug． （一）．

 sedirnent；RBC 1／5－tOF， WBC 1－4／1F， EC 1／5－10F

Hematological examination

WBC 8600（Bas． 1．0． Eos． O． O． Meta． 2．0， St． 19，

Seg． 5’ X． Ly． 15． Mon， 4）， RBC 415×10‘，

Hb 13． lg／de， Ht 39．1％， Ptatelet 38．4×10‘

Chemical analysis of blood

 TP 7．6g／de， Alb． 5． lglde， TTT 1．IU， ZTT 3， IU．

 T－Bil． 6，6g／de， GOT 24U． GPT 38U， Ch－E， 1．17ApH，

 AFP 5．4KAU． BUN 20ng／de， Creatinine t．Omg／d2，

 Uric acid 5．5mg／de Na 149mEq／L， K．4．tmEq／L，

 Cl 105 mEq／L， Ca 4．4mEq／L， P 2．7mg／de

 FBS 76mg／de

Renal function

PSP 15’ 25％， 120’ 76％， GFR 76％

聞尿中の17－OHCS異常高値と17－KSの軽度上昇が

みられる．血中cortisol値は日困変動を認めず，左副

腎静脈血では高度上昇を示している．dexamethasone

抑制試験は大量投与でも反応せず，metopirone試験

は陰性，ACTH刺激試験は反応の低下を認める．1

 X線検査所見1胸部・腹部・骨盤部各単純撮影にて

全身の骨脱灰像と恥骨骨折後の仮骨形成を認める．ト

ルコ鞍撮影では正常．DIPおよび断層撮影の併用で

左心上方部に3．5×2．7cm大の卵円形の異常陰影を認

め，右腎には数個の小結石が見られる．腹部大動脈

造影では左上および中副腎動脈はそれぞれ拡張し，

vascularityも極めて豊富であるが，左下副腎動脈は

まったく造影されない．選択的副腎動脈造影は左上副

腎動脈のみ行なったが，同動脈の拡張と副腎腺腫の明

瞭な濃染像が見られる（Fig．1）．左副腎静脈造影は典

型的な腺腫の像とは異なるが，細い静脈のnetwork

を構成している．（Fig．2）．

 副腎シンチグラム：1311－adosterol l mCi静注後8

日目に左副腎部に集積像を認める、

 以上の所見により左副腎腺腫によるクッシング症候

群と診断した。

 治療および経過：本症例の場合，上中下の3本の副

腎動脈のうち下副腎動脈が欠損していたこともあり，

副腎腫瘍に対する非外科的治療としてtranscatheter

arterial embolization（以下TcAE）を試みた．

 方法は，まずSeldinger法に準じて血管カテーテル
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Fig． 1． Before embolization， left inferior phr－

    enic arteriogram demonstrates dense

    pattern of obvious adenoma．

Fig． 2． Left adrenal venography： An enlarged

    central vein with small network－like

    branches is shown．
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Fig． 3． Just after embolization， left superior

    adrenal artery is successfully occluded．

術を行ない，X線透視下に血管カテーテルを左下横隔

動脈内に選択的に挿入する．このカテーテルを通じて

造影剤（76％Urografin）を滲み込ませたlmm角の

ゼラチンスポンジ（Gelform）の細片を注入し，逆流

が起こらないように注意しながらembolizationを施

行した．その後，ガイドワイヤーにより左一ヒ副腎動脈

起始部附近の内膜剥離を行ない，いわゆるarterial

ligationの状態にして同動脈およびその分枝が完全に

塞栓されていることを確認した（Fig．3）．つぎに左中

副腎動脈へのTcAEを試みたが同動脈へのカテーテ

ル挿入はきわめて困難であったため中止した．なお，

カテーテルはBecton Dickinson社製RPXO55（内径

0．055inch，外径0．075五nch）のカテーテルを，あら

かじめ撮影しておいたレ三三より上副腎動脈の分枝位

置および角度を参考にして屈曲加工したものを使用し

た．

 TcAE施行前からの経過をFig．4に示したが本

法施行1時間前よりハイドロコーチゾンによる内分泌

的補充療法を開始した．投与法および量は同疾患の副

腎摘除時のそれに準じて行なった．血圧はTcAE施

行前では収縮期圧145～160mmHg，拡張期圧95～

llOmmHgであったが翌口より収縮期圧125～145

mmHg，拡張期圧90～106 mmHgと低下し，以後上

昇傾向は見られなかった．血清K値は30～40mEg／
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Fig． 4． ’Course from pre－embolization to postoperation．

L／dayの補充にもかかわらず翌Llには3．lmEq／しと

低下し，以後7日間ほとんど変動なかったが911目に

は正常域に回復し，その後は漸増傾向を示した．血中

cortisol値は第1日目19．7 Ptgtdl，2日目18．2 A9／dl

（TcAE施行前日までの平均32，9μgldl）と大幅に低下

したが3日目より上昇傾向が見られ，12日目に27．2

μg／dlと本法施行前沼に近似した．また自覚的には

TcAE施行5時間後から軽度の左側腹部痛を3口間訴

えた．

 以上のように，TcAE施行後に内分泌学的活性の低

下を認めたが，かねてからの思者自身の強い要望があ

り長期経過観察を断念し，14日目に左胸腰部斜切開に

より，副腎摘出術を施行した’

 摘出標本は8．O 9，32×28×10mmで表面は一様に

暗褐色を呈し，その割面も同様の色調で内容は充実性

であった（Fig．5）．

 病理組織標本は被膜側にところどころ，出血巣を伴

った大型の明細胞より成る部分が一一一一部見られたが，ほ

ぼ全体にわたって胞体部分が脂質空胞に乏しくリポフ

スチン穎粒に富む充実細胞に占められており，腺腫様

t’｛’

5鋼レ

灘
A

’OP

G； 鑑、、

ド．i

驚・熱 24

Fig． 5． Cut section of the extirpated specimen．
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Fig． 6． Microphotograph shows adenomatous

    structure consisted of compact cell．

構造を呈していたが，その部分には出血巣やTcAE

によると思われる組織学的変化は認められなかった

（Fig． 6）．

考 察

 各種副腎疾患において血管カテーテル法のもつ診断

的価値は非常に高くなってきている．とくに血液採取

を目的とする選択的副腎静脈カテーテル法がMasoni

ら1）によって1957年に試みられて以来，副腎静脈血採

取を伴う選択的副腎静脈造影法は広く応用され，現在

では種々の副腎疾患の診断法として非常に高い信頼性

を得ている2｝4）．

 一方，副腎疾患に対する選択的副腎動脈造影の適応

は，副腎動脈系が複雑でしかもvariationに富むた

め，その適応は限定されてきた．副腎の動脈系は一般

に上・中・下の3つの副腎動脈に分けられているが，

Merk】inら5）によれば，上副腎動脈はほとんどが下

横隔動脈から分岐するが，1本の血管ではなく4本～

30本の細血管から成っており，きらに中および下副

腎動脈には変異が著しいときれている5～8）．しかし

Regchke9）および平松7）は選択的副腎動脈造影におい

て90％以上の高い成功率を得ており，技術的習熟者が

行なえば比較的困難な手技ではなく，同法を応用する

521

TcAE法も副腎疾患に対する治療法の1つとして，

今後適応されていくものと思われる．

 副腎に対するTcAE法の適用例は著者が調べた限

りでは未だその報告を見ないが，Fellermanら10）およ

びFischcrらll）は選択的副腎静脈造影後にクッシング

症候群および原発性アルドステロン症の寛解がそれぞ

れ見られたことを報告している．Fellermanらの症例

は，造影施行3週間後に認められたdexamethasone

の抑制効果は約1年後には見られず，血中17－OHCS

の日内変動も認められないものの正常値以下であり，

尿中17－OHCSは正常域で臨床症状も完全に寛解し

ていた．Fischerらの症例は原発性アルドステロン症

に対する副腎静脈造影中に病変部にextravasationを

認めており，腺腫が壊死に陥った結果，血漿アルドス

テロン値の正常化が生じたと考えられ，造影施行6カ

月後も寛解が続いていた．

 自験例の場合，中副腎動脈のTcAEが成功せず本症

例の栓塞効果は不十分であったが，本法施行後，血中

cortisolの日内変動やACTH， dexamethasoneに対す

る反応など種々の内分泌学的検索を行ない｛b110w－up

していく予定であった，しかし前記理由にて充分検索

できなかったが，血中cortisol値，尿申17－OHCS，

血清K値の減少と血圧の低下など，内分泌学的活性の

低下を認めた．

 TcAE施行後の組織学的変化に関しては腎癌に対す

る報告が見られるが，本法施行2～3日後では松村

ら12），川村ら13）は梗塞性の変化が強く，10日後位では

川村ら13）は出血巣の他に凝固壊死の像が見られると述

べている．自験例の組織所見では表層部に散在性の出

血巣を認めるが，TcAEによると思われる直接的変化

はほとんど見られなかった．しかし，Fellerrnanらの

寛解例がadenomaからのautonomousなcortisol分

泌が正常範囲内で続いていることを示唆しているよう

に，この組織所見から直ちに今回のTcAEがまった

く無効であったと断定することはできないように思わ

れる．

 副腎疾患に対するTcAEの施行にあたっては先に

述べた副腎動脈系の複雑さとその著しい変異を考慮に

入れなければならないが，平松7）は128例中，下副腎

動脈は左側で41例（32％）に，中副腎動脈は右側で59

例（46％）に見られただけであると報告しているよう

に，中または下副腎動脈の欠如が高頻度に認められる

ことはTcAEの施行にあたって好都合なことである

といえる．

 今後，同様症例の他に副腎癌や異所性ACTH症候

群，前立腺癌などの悪性疾患の手術不能例あるいは下
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垂体性過形成症例などに対して機会があればTcAE

を積極的に適用していきたいと考えている．

結 語

 クッシング症候群を呈する28歳，女子の左副腎腺腫

例に対し，非外科的治療の試みとしてTcAEを施行

した．術翌日より本症の寛解を認めた．しかし本人の

強い希望のため本法施行後14日目に長期経過観察を打

切り，左副腎摘除を行なったので本法の効果を結論づ

けることはできなかった．なお，副腎に対する本法の

実施例は未だ報告が見られないが，その問題点と有用

性について若午の考察を加えた．

 なお，本論文の要旨は，第44回日本泌尿器科学会東部運合

総会で発表した．

文 献

1） Masoni， A．： Catheterization of the right adrenal

 vein in rnan． Acta Med． Scand．， 159： 225一一234

 1957．

2）真崎善二郎：副腎静脈撮影西日泌尿，36：157

 一一162， 1974．

3）勝見哲郎・田近栄司・宮崎公臣・久住治男・黒田

 恭一：過去10年問（1965～1974）における副腎疾

 患の局在診断法に関する検討．日泌尿会誌，66＝

 467’一473， 1975．

4）日台英雄・藤島智・塩之入洋：副腎腫瘍局在性診

 断に関する検討一副腎静脈撮影一．日泌尿会誌，

 70： 77一一87， 1979．

5） Merklin， R．J． and Michels， N．A．： The variant

 renal and suprarenal blood supply with data on

 the inferior phrenic， ureteral and gonadal arter－

 ies． J． lnternat． Coll． Surgeons， 29： 41一一76，

 1958．

6） Cagnon， R．： Middle suprarenal arteries in man：

  “a statical study of two hundred human adrenal

  glands．” Rev． Canad． Biol．， 23：461一一467，

  1964．

7）平松京一：副腎血管系の解剖学的考察と選択的血

  管造影のアプローチ．脈管学，16：69～75，1976．

8） Kahn， P．C． and Nickrosz， L．V．： Selective

  angiography of the adrenal glands． Am． J．

  Roentogenol．， 101： 739一一749， 1967．

9） Reschke， H．： Die selektive Arteriographie der

  Nebennieren． Der Radiologe， 8： 14一一一18， 1968．

10） Fellerman， H．， Dalakos， T．G． and Streeten， D．

  H．P．： Remission of Cushing’s syndrome after

  unilateral adrenal phlebography： apparent

  destruction of adrenal adenoma． Ann． lnt． Med．

  73： 585一一589， 1970．

11） Fisher， C．E．， Turner， F．A． and Horton， R．：

  Remission of primary hyperaldosteronism after

  adrenal venography． New Engl．J． Med．， 285：

  334’一336， 1971．

12）松村俊宏・川村正喜・山本啓介・山口哲男・川喜

  多順二・前田 勉・西尾正一・早原信行・中西純

  造・岸本武利・前川正信・山田龍作・水口和夫・

  中塚春樹・船井勝七・辻田正昭：腎癌に対する

  transcatheter embolization．日田尿会誌，69：

  1094一一・1103， 1978．

13）川村寿一・田中陽一・岡田裕作・岩崎卓夫・宮川

  美栄子・吉田 修・．東 義人・新井永植・片村永

  樹：泌尿器科領域における人工的動脈栓塞法の経

  験一効果判定からみた適応症について一．泌尿紀

  要， 25： 1277～1292， 1979．

             （1980年12月25日受付）




