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附曹鵯罰

副腎嚢腫の1例
大阪大学医学部泌尿器科学教室（主任：園田孝夫教授）

  木内 利明・藤岡 秀樹・高羽  津

大阪大学医学部皮膚科学教室（主任：佐野栄春教授）

     綿谷 真理・障 千津子

ADRENAL CYST i REPORT OF A CASE

Toshiaki KiNoucHi， Hideki FuJioKA and Minato TAKAHA

From the 1）ePartmen彦（ゾUrologツOsakaσ痂6γ吻ノMedical School， Osaka，ノOPan

           μ）irector’P吻：T． Sonodaノ

         Mari WATAyA and Chizuko SARAsHi

From伽エ）卿吻臨げ1）ermatologJ Osaka Univer∫め， Medical School， Osaka，ノaPan

            （Director： Prof． S， Sano）

  A 30－year－old female had a radical operation for malignant melanoma on the right buccal

on Feb． 18， 1981． When she was examined for metastasis of the malignant melanoma to other organs，

plain創ln of the abdomen showed sandy calcifications in the left suprarenal region． Echography，

CT scan， adrenal scintigraphy and angiography were done， She was highl’ ?suspected of having a・

lef亡adrenal cyst， but， the possibility of metastasis of malignant melanoma to the adrenal gユand couId

not be totally excluded．

  On June 24， 1981， an exploratory operation was done． The left suprarenal mass was removed

through a left flank incision， The macroscopic view of the specimen showed a left multilobular adrenal

cyst which was 4 cm in diameter and contained yellow fluid， Histological findings showed that the

wall of the cyst was lined by endothelial cells and that the lymphatic vessels in the adjacent adrenal

tissue were dilated． Histological diagnosis was a lymphangiomatous adrenal cyst． This case was

the 48th case of adrenal cyst in the Japanese literature，

Key words： Adrenal cyst， Calcification， Malignant melanoma

は じ め に

 副腎嚢腫は臨床的には内分泌学的に不活性であるた

め特徴的な症状は示さず，腫大した嚢腫に起因する正

常臓器の圧迫症状および腫瘤触知が主症状であり一般

には無症状に経過することが多いため比較的まれな疾

患とされてきた1）が，近年超音波診断法，CT scanな

どの診断技術・発展普及に伴い臨床症状に乏しい本症

も偶然に発見される機会が増え急速に症例の増加する

傾向がうかがわれる．

 今回，悪性黒色腫の転移病巣の有無について検索中

に偶然左副腎嚢腫を発見した症例を経験したので若干

の文献的考察を加えて報告する．

症

愚者 30歳女性．主婦

初診 1981年6月ll日

例

 主訴：左腎上方の石灰化陰影とその精査

 家族歴：母親が胃癌にて死亡

 既往歴：特記すべき事項なし

 現病歴：1981年1月第2子出産直後，右頬部に悪性

黒色腫が出現，1981年2月18日に当院皮膚科にて根治

的腫瘍摘出術を受け頸部リンパ節郭清を施行するも腫

瘍の転移は認められなかった．その後化学療法として
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5一（3，3－dimethyl－1－triazeno）一imadazole－4－carboxamide

（DTIC）， vincristine， 1一（4－amino－2－methyl－5－pyrimi－

dinyl） methyl－3一（2－chloroethyl）一3－nitrosourea hydro－

chloride（ACNU）3者併用療法を3回実施するとと

もに，悪性黒色腫の全身転移病巣の有無を検索中腹部

単純X線撮影にて左腎上方に石灰化陰影ありそれに一

致して腫瘤形成が認められ，1981年6月ll日精査治療

を目的として当科に紹介された．

 入院時圏症：身長159cm，体重47 kg，眼瞼結膜・

眼球結膜異常なし．胸部打聴診異常なし．腹部平担，

軟にて肝臓・脾臓および腎臓触知しえず，腫瘤も触知

しなかった．悪性黒色腫摘出術および皮膚移移術後の

搬痕形成を右頬部から右側頸部，右大腿部および右足

背部に認めた．神経学的検査および外性器には異常を

認めず，月経も整であった，

 入院時検査成績1血圧l16／56 mmHg．脈拍84／分

整．血沈1時間11mm，2時間24 mm・

 血Ue一一般検査＝RBC 387×104／mm3， Hb 9．5 9／dl，

Ht 27．3％， WBC 3500／mm3，白血球分画は正常．

platelet 17．4× 104／mm3，

 血液化学：Na 140 mEq／1， K 3．8 mEq／1， Cl log

mEqll， BUN 14 mg／dl， Cr O．6 mgldl， Uric acid 3．4

mg／dl， LDH 183 IU．， Ca 8．4 mg／dl， Pi 4．3 mg／dl，

FBS 90 mg／dl．

 肝機能：T．P．7．69／dl， AfG 1，2， GOT l51U．，

GPT 51U．， rGTP 71U．， Alp． 1231U．

 便潜血反応陰性，尿所見およびECGには異常を認

めなかった．

 内分泌学的検査：尿中17・Ks l．8 mg／day，170Hcs

2．6mg／day， VMA l 2．O mglday， E317．3μg／day，血

中renin L7 nglml， Aldosteronc 6．8 ng／d1と異常所

見は認められなかった．

 X線検査：腹部単純X線撮影では左腎上方に砂状の

石灰化陰影を認めるも（Fig・1），排泄性腎孟造影では

左腎の機能および形態にとくに異常を認めなかった

（Fig． 2）．

 CT scan：左副腎に一致した部位に表面平滑，内部

に石灰沈着を伴った嚢腫様の液体貯留を認めた
（Fig． 3）．

 副腎シンチグラム：1311一アドステロールによる副腎

シンチグラムにて，右副腎は取り込み良好であっtが，

左副腎は下部に低いながらも取り込みが認められ，上

部には腫瘤の存在が示唆された．

 血管造影：選択的左腎動脈血管造影にて下副腎動脈

の上方への圧排および伸展を認め，左腎との間に血管

に乏しい腫瘤の存在が認められた（Fig・4）・

 以上の結果より左翼上部の石灰化沈着を伴う腫瘤

は左腎副嚢腫であることが強く疑われたが，悪性黒色

Fig． 1． Plain film of the abdomen showing the

    sandy calcifications at the left suprarenal

    reglon

獲

猶臨燕

Fig． 2． Excretory pyelogram showing normal

    function and no deviation of the left

    kldney． Sandy calcifications were
    shown at the left suprarenal region
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Fig． 3． CT scan showing the presence of cystic mass with sandy

calcifications at the left suprarenal region

毒

K

tt’ii‘s’ak”i’／／G’llli’lii”’ii”i”ilF．，i，，，，pa．＄，，i’

Fig． 4． Se1ective angiogram showing the presence

    of avascular area with stretched left in－

    ferior suprarenal artery

腫の副腎転移は完全には否定しえず，その検索を目的

として1981年6月24日全身麻酔下にて手術を施行し

た．

 手術所見：左第11助骨部分切除を伴う腰部斜切開に

て外腹素的に後腹膜腔に達した．左腎上方には4cm

直径の球状，黄色内溶液を透見しうる薄い被膜におお

われた嚢腫が存在し，その壁に密着するようにほぼ正

常大の左副腎が認められた．嚢腫の左腎からの剥離は

容易であったが，正常左副腎との剥離が困難であった

ため一塊として摘出した．

 摘出標本：薄層板状の石灰沈着が散在する隔壁を伴

った数個の多房性副腎嚢腫が認められ正常副腎組織

は嚢腫壁に圧排された状態にて存在した．内容液は少

し混濁した黄色で内分泌学的検査にてcortiso1 69．7

μglm且， aldosterone 759．4 ng！dlと非常に高値を示し

た．嚢腫隔壁に沈着していた結石は赤外線分光分析の

結果，アパタイト結石であった．

 組織学的所見：左副腎の皮髄境界部位に石灰沈着を

伴った大小の嚢胞を認め，園内はリンパ管内皮細胞に

おおわれ，病理組織学的にはリンパ管腫性嚢腫と診断

された（Fig．5）．

 なお患者は術後順調に経過し1982年3月現在，悪性

黒色腫の再発も認めていない、

考 察

 副腎嚢腫についての現在までの報告は1670年Grei－

selius2）が副腎嚢腫の破裂により死亡した45歳男性の

剖検例を発表して以来，1894年にはPawlik3）が手術

的に初めて副腎嚢腫の摘出に成功し，以後1977年まで
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Fig． 5． Histological fiudings showing that the wall of the cyst was lined by tlie endothelial

    cells and dilated lymphatic vessels were observed in the adjacent adrenal tissue

に欧米では約250例が報告されている4）．また本邦に

おいては1933年富澤5）が剖検例を発表して以来文献上

集計しうる限りでは自験例を含めて48例の報告を見る

にすぎない．個々の症例lcついては教室の宇都宮ら6）

が46例まで集計しその後1例の報告を認めるのみであ

るので今回われわれは個々の症例については述べない

こととする．いっぽうWah17）は13，996剖検血中9例

に，またHodges8）は1， 100剖検血中2例に本症を認

めたと報告し彼らは副腎嚢腫はかならずしもまれな疾

患ではなく，むしろ内分泌学的に不活性でありしかも

相当な大きさにならなければ臨床症状を呈しないため

に臨床上まれな疾患とされているのであろうと述べて

いる．今回われわれが経験した症例も悪性黒色腫の全

身転移病巣の有無について検索中に偶然発見された症

例であり，今後診断技術の向上に伴い無症状の状態に

て発見される症例も増加してくるものと思われる．

 1）分 類

 Abeshouse9）は副腎嚢腫をつぎのように6型に分類

した．1．寄生虫性嚢腫，2．停滞感嚢腫，3．嚢腫性

腺腫，4．内皮性嚢腫，5．偽嚢腫，6．不明とし155例

を分類し，Fosterlo）は1．寄生虫性嚢腫，2．上皮性

嚢腫，3．内皮性嚢腫，4．偽嚢腫の4型に分類した．

Abeshouseg）の集計したものをKearneyll）の分類に

しt：がいまとめたのがTable 1である．

 寄生虫性嚢腫はechinococcus病に合併した症例が

ほとんどであり，嚢腫壁内に寄生虫を認めることが多

Table 1． Pahthological classification and incidence of adrenal cysts．

（Data from Abeshouse et a19））

Pathological type Autopsy Operatjve Tota1

1， Parasitic cysts

2． Epithelial cysts

 a） Retention cysts

 b）Cystic adenoma

3． Endothelial cysts

 a） Lymphangiomatous

 b） Angiomatous

4． Pseudocysts

 a） Hemorrhage in

  normal tissue

 b） Hemorrhage in

  adrenal tumor

9

10

46

21

2

8

42

4

16

5

1

4

22

39

1

3

22

0

34

5

10

14

68

60

3

11

64

4

50

10

Tota1 86 66 152
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Table 2． The incidence of adrenal cysts in Japan

Patholgical type

t， Parasitic cysts

2， Epithelial cysts

 a）Retention cysts

 b） Cystic adenoma

3， Endothelial cysts

 a） Lymphangiomatous

 b） Angiomatous

4， Pseudocysts

 a） Hemorrhage in

  normal tissue

 b） Hemorrhage in

  adrenal tumor

o

5

9

26

9

0

丁目ta1 40

くGasoni皮内反応が陽性となる．本邦ではいまだ報

告例がないが，欧米においても9例発見されたのみで

ある．上皮性嚢腫はFosterらによれば全体の9％を

占めまれなものである．もっとも頻度的に多く認めら

れるのは欧米では内皮性嚢腫，その中でもとくにリン

パ管腫性嚢腫でありついで偽嚢腫である．本邦におい

てはTable 2のごとく偽嚢腫が圧倒的に多くついで内

皮性嚢腫である．しかし手術症例だけを見ると欧米で

も偽嚢腫が60％を占め，手術症例の報告例がほとんど

である本邦と同様な頻度になる、リンパ管腫性嚢腫の

発生機序はまだ明らかではないが，次のように考えら

れている，正常副腎組織内では被膜と髄質にリンパ空

間が存在し皮質には認められない．リンパ系路の発達

異常すなわち不連続性のためにリンパのうっ滞が発生

し多房性に嚢腫が発生するのであろうと考えられてい

る．偽嚢腫は副腎組織内あるいは副腎腫瘍内への出血

により発生するものであるが，前者への出血の原因と

しては，挫傷，熱傷，糖尿病，尿毒症，妊娠中毒症，

重症感染症，ビタミン欠乏症，梅毒，白血病，血液型

不適合輸血，副腎梗塞などがあり，後者の腫瘍には褐

色細胞腫，副腎腺腫，血管腫および悪性血管内皮細胞

腫などがある．

 2）年齢，性別，患側

 すべての年代に本症を認めるがAbeshouseら9）は

50歳～60歳台に最も多いと報告している．本邦におい

ても小児の報告例はみられないが22歳より73歳まで割

合広範囲の年代に発生している．性別に関して欧米で

は3：1で女性に，また本邦においては31：17でやは
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り女性に多く発生している，患側については欧米では

左右差はほとんどなく，また8例に両側発生を認めて

いるが，本邦においては30：15で左側に多く発生し両

側発生の報告は見られない．    －

 3） 嚢腫内容液の内分泌学的検査

 古くはBaHance12）によるadrenalineの検出に始

まりForoughi3）やMnaymneh4）らによりcatecho－

lamineおよびcorticosteroidが測定されているが，

最初に系統的｝こホルモン活性を謂べたのはJacobi

ら14）であった．彼らによれば嚢腫内容液および嚢腫被

膜のcatecholamineおよびcorticosteroidの活性は

副腎組織自体よりは低いが，血清よりは高値を示し，

しかも嚢腫被膜にはホルモン生合成能がないことから，

副腎嚢腫内の内分泌学的活計は周囲組織からの受動的

拡散により決定されることを示しアこ．本邦においては

嚢腫内容液の内分泌学的検討はあまりおこなわれてい

ないが，仲田ら15）は170HGS O．76 mg／dl，17KS I．7

mgfd1， estrogen 1．1μ9／d1と非常に高値であったと報

告し宇都宮ら6）はcortisol， corticosterone， catechol－

amine， a正dosterone， androsteroneを測定し， cortisol，

aldosteroncが有意に高かったと述べている．われわ

れもcortisol 69．7μ9／ml， aldosterone 259．7 ng／dlと

血清に比して非常に高値であった．本症例ではca－

techolamineの測定は施行しえなかったが，今後この

ような内分泌学的検索をおこなうことにより病理組織

学的診断と合わせて副腎嚢腫の発生部位をより正確に

決定しうるものと考えられる。

 4） 症状，診断

 内分泌学的に不活性であるために臨床症状は嚢腫の

腫大により出現することが一般的であり，三大症状と

して腫瘤触知，腰部鈍痛および胃腸不定愁訴が知られ

ている．また高血圧を伴うこともあり本邦において

は48例中16例に高血圧が合併しており，その原因とし

てR．aphavaiah16）らは腫大した嚢腫による腎組織の

圧迫および腎茎部の伸展により高血圧が発生すると述

べているが，嚢腫摘出術後も高血圧の改善を認めなか

った症例もあり，その因果関係は明らかではない．

 診断法としてはまず腹部単純X線撮影が有用であ

る，副腎嚢腫は淡い腫瘤陰影の周囲にeggshell型の

石灰化陰影を伴うことが特徴的で結節状の石灰沈着を

伴うことの多い副腎悪性腫瘍とは鑑別の上でも重要で

ある．Fosterら10）は副腎嚢腫の症例の約10％にこの

ような石灰沈着を認めている．この様な石灰沈着を伴

った副腎嚢腫は病理組織学的に偽嚢腫であることがほ

とんどであるが，まれに本症例の様に内皮性嚢腫にも

石灰沈着を認めることがある9）．本症例は散在性に隔
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壁内に石灰沈着を伴ったために腹部単純X線撮影にて

砂状に見えたが，時期的にもうすこし遅れていれば偽

嚢腫のようなeggshell型の石灰化陰影を呈してくる

のか，あるいはこのような砂状の石灰化陰影は内皮性

嚢腫に特徴的なものであるのかは現在のところ不明で

ある．

 そのほかの診断法として，排泄性腎孟造影，超音波

診断法，CT scan，副腎シンチグラムおよび血管造影

があり，内部に液体貯留を認めたその周囲に伸展され

た血管像を認めれば，ほぼ確定診断は得られるものと

思う．

 鑑別診断としては，Fosterら10）は肝臓・膵臓・腎

臓などの嚢腫および悪性腫瘍，胆嚢の蓄膿あるいは大

動脈・腎動脈の動脈瘤などを述べている．

 5）治 療

 Fosterら10）は副腎嚢腫は良性疾患であるため腫大

した嚢腫による圧迫症状がなければ必ずしも手術適応

1こにならないと述べているが，Keameyら11）は確定

診断を得るためにできるかぎり手術をおこなうべきで

あると述べ，手術方法は原則として周囲臓器を可能な

限り保存的に処理することとし，不可能な症例では副

腎嚢腫壁から悪性腫瘍が発生したという報告はいまだ

見あたらないので内容物の吸引のみにとどめるべきで

あると述べている．

 悪性腫瘍との鑑別診断が不可能のときには手術の絶

対適応となる．本症例は悪性黒色腫の転移病巣の検索

中｝こ偶然発見されたものであるが一般に悪性黒色腫の

転移臓器として多く認められるものは肺臓，肝臓，膵

臓および副腎であり17），また本症例のように妊娠中に

多分発生しtと思われ，出産直後に発見された症例は

非妊娠時に発生したものに比して進行度が速いと言わ

れている18）．以上のような状況であるため副腎嚢腫と

ほぼ確定診断がついているものの完全には悪性黒色腫

の転移を：否定しきれず，また今後悪性黒色腫に対する

化学療法がさらに必要であるか否かについて重要な因

子となるために手術を施行した．

結 語

 悪性黒色腫の全身転移病巣の有無について検索中に

偶然発見された30歳女性の左副腎嚢腫の1例を報告し，

若干の文献的考察を加えた．なお本症例は文献上集計

しうる限り48例目にあたる．

 本論文の要旨は第96回日本泌尿器科学会関西地方会にて発

表した．
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腸液フトラフールE穎粒新発売．たゆまざる研究の結果、長時間効果持続・長期連続投与

可能な腸溶顯粒hS／またひとつ加わりました。フトラフールの5門門が遂に完成しました。

完成5剤型●注、nづセル、ズボ、細粒、E穎粒（新発売）

抗悪性腫瘍剤            ［遜到

71ト『ヲフー，V．

鱗、 鮮鞍難糠一癒蕗‘￥蝋a難r

轟

     b

フトラフールズポ。ズポS

3つの吸収経路

1．フhラフールは主に肝臓で活性化され、活性物質である5－FU、FUR、

 FUMPの濃度が長時間持続します。この長時間持続性は代謝拮抗剤

 による癌化学療法において極めて重要なことです。

2．フトラフールはmasked compoundのため、副作用が軽微で、長期連続

 投与が可能です。

3．初回治療にも非初回治療にも有効であり、癌化学療法における寛

 解導入のみならず、寛解強化療法、寛解維持療法として使用され

 特に病理組織学的に腺癌と診断された症例に有効です。

㊥掃薮黒艦載…戦報




