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Adrenal corticotropin (ACTH) -independent macronodular adrenal hyperplasia (AIMAH) is a rare

cause of Cushing’s syndrome. Bilateral adrenalectomy is the treatment of choice, but lifetime steroid

replacement is essential. Here we report a case of AIMAH whose hyperglycemia was improved following

unilateral adrenalectomy. A 42-year-old woman with serious intellectual disability and intractable epilepsy

presented with polydipsia. Casual blood glucose and hemoglobin A1c (HbA1c) were 322 mg/dl and 8.5%,

respectively. The cortisol level was high and ACTH level was low. Abdominal computed tomography and

magnetic resonance imaging revealed unsuspected macronodular enlargement of bilateral adrenal glands (left

8 cm, right 4 cm in maximal diameter) and she was diagnosed with AIMAH. Both adrenal glands showed

intense 131 I-adosterol accumulation predominantly in the left side and left-unilateral laparoscopic

adrenalectomy was performed. Both insulin and oral antidiabetic drugs could be cancelled postoperatively,

and HbA1c decreased to 5.7%. Steroid was not replaced but she never experienced adrenal crisis. We

conclude that unilateral adrenalectomy is a safe and effective treatment for certain cases of AIMAH.

(Hinyokika Kiyo 63 : 7-10, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_1_7)

Key words : ACTH-independent macronodular adrenal hyperplasia (AIMAH), Unilateral adrenalectomy,
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緒 言

ACTH 非依存性大結節性副腎皮質過形成（ACTH-

independent macronodular adrenal hyperplasia 以 下

AIMAH）は，クッシング症候群に占める割合が約 1

％程度と稀な疾患であり，ACTH 非依存性の高コル

チゾール血症によりクッシング徴候を発症する1)．標

準的な治療法としてはこれまで両側副腎摘除術が行わ

れてきたが，最近では片側副腎摘除術の報告も散見さ

れる．今回われわれは片側副腎摘除術により高血糖・

高血圧の改善を認めた AIMAH の 1例を経験したので

考察を加えて報告する．

症 例

患 者 : 42歳，女性

主 訴 : 多飲

既往歴 : 肺炎，蜂窩織炎

家族歴 : 父親が AIMAH にて両側副腎摘除

現病歴 : 重度知的障害，難治性てんかんにて当院小

児科通院中に多飲を認め，採血上随時血糖 322 mg/

dl，HbA1c 8.5％と高値であったため内分泌内科入院

となった．

入院時現症 : 身長 149. 2 cm，体重 46 kg，BMI

20.7，血圧 129/92 mmHg（降圧薬内服中），脈拍92

回/分・整，体温 36.4°C，呼吸数20回/分，皮膚線条
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Fig. 1. MRI of abdomen : Bilateral adrenal grands
were enlarged (left side 8 cm, right side 4
cm).
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Fig. 2. A : 131-Iadosterol scintigraphy : The in-
creased uptake of I-131 adosterol was
visually seen in both adrenal grands and left
side uptake was significantly higher than
right side uptake. B : Profile curve : Left
side uptake of I-131 adosterol is 61％ higher
than right side uptake.

Left Right

Adrenal accumulation/back ground 2.57 1.57
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Fig. 3. Macroscopic appearance of the resected
adrenal glands. Macronodular adreno-
cortical hyperplasia.

あり，中心性肥満あり

血液生化学所見 : WBC 21,100/μl，Hb 12.0 g/dl，

Plt 25.3×104/μl，BUN 12 mg/dl，Cr 0.63 mg/dl，空

腹時血糖値 198 mg/dl

内分泌学的検査所見 : 血中コルチゾール 31.9 μg/dl

（基準値6.2∼19.4 μg/dl），ACTH 1.4 pg/ml（基準値

7.2∼63.3 pg/ml），尿中コルチゾール 420 μg/day（基

準値 80.3∼11.2 μg/day）

ACTH・コルチゾールの日内変動は消失，デキサメ

サゾン抑制試験（1 mg・8 mg）ではコルチゾールは

抑制されず，CRH 負荷試験では ACTH は低値で無

反応だった．

画像所見 : 腹部 CT・MRI にて両側副腎に多結節性

腫大（最大径左側 8 cm，右側 4 cm）の所見が認めら

れた（Fig. 1）．131I アドステロール副腎シンチグラ

フィでは両側に取り込みを認めるものの，左側優位に

取り込みの亢進が認められた（Fig. 2A，B）．

以上より AIMAH と診断され，手術目的で当科紹介

となった．AIMAH の治療は両側副腎摘除が基本だが，

本症例では重度知的障害があるため術後ステロイドの

内服管理が困難であることや，副腎クリーゼになった

時に症状を訴えず発見が遅れる可能性があることか

ら，両側副腎摘除は術後のリスクが高いと判断し，131I

アドステロール副腎シンチグラフィにて取り込みの亢

進が優位である左側の副腎摘除の方針とした．

手術所見 : 経腹膜側方到達法で腹腔鏡下左副腎摘除

術を施行した．術中癒着などは認めず，手術は 3ポー

トで行った．手術時間は 3時間29分，出血量は少量で

あった．

病理所見 : 摘出標本の重量は86 gで，肉眼的に副腎

は著明に腫大し多数の黄色・充実性結節で占められて

いた（Fig. 3）．弱拡大では，周囲を薄い線維性被膜で

覆われた境界明瞭な結節が認められており（Fig. 4A），

強拡大では，淡明な原形質を有する副腎皮質細胞の充
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Fig. 4. Microscopic appearance of the resected
adrenal glands (A : H-E stain, ×20, B : H-E
stain, ×200).

Table 1. Reports of unilateral adrenalectomy for AIMAH in Japanese literature

著者 年齢 性別 症状 副腎サイズ（mm) シンチの
取り込み 治療 術後経過

加藤ら10) 46歳 男性 高血圧，満月様顔貌 右90×50×35（病理) 右側優位 腹腔鏡下右
副腎摘除

血圧低下，満月様顔貌
改善

野崎ら11) 55歳 女性 高血圧，下腹部に皮下
線条

右25×40×60，左30×
38×40

右側優位 右副腎摘除 血圧低下

戸邊ら8) 44歳 女性 高血圧，満月様顔貌，
月経不順 右30×30，左30×30 右側優位 腹腔鏡下右

副腎摘除
血圧低下，月経周期正
常化

戸邊ら8) 54歳 女性 高血圧，顔面痤瘡 右20×20，左30×30 左右同等 腹腔鏡下左
副腎摘除 血圧低下，痤瘡改善

宮ら12) 52歳 男性 血糖コントロールの悪
化 右37，左17 右側優位 腹腔鏡下右

副腎摘除 耐糖能改善

倉田ら13) 51歳 男性 高血圧 右88×47（病理) 右側優位 腹腔鏡下右
副腎摘除 血圧低下

倉田ら13) 61歳 女性 高血圧，体重増加 右75×42（病理) 右側優位 腹腔鏡下右
副腎摘除 血圧低下

自験例 42歳 女性 高血圧，高血糖 右40，左60 左側優位 腹腔鏡下左
副腎摘除 血圧低下，耐糖能改善

実性増生・索状配列を認めた（Fig. 4B）．正常の副腎

組織の残存は描出しなかったが，多結節性の肥大を来

たしている点より，AIMAH の組織像として矛盾しな

い所見であった．

術後経過 : 血圧は術後徐々に低下傾向を示し，術前

はアンギオテンシン受容体拮抗薬とカルシウム拮抗

薬，利尿薬を内服していたが，現在はアンギオテンシ

ン受容体拮抗薬のみでコントロール良好である．糖尿

病に関しては術直後よりインスリン療法から離脱し，

内服薬のみで経過していたが，術後 2カ月で HbA1c :

5.7％まで低下，内服薬も中止したが，HbA1c : 5.4％

と血糖コントロール良好である．また白血球数に関し

ては，術後 2カ月で 8,300/μl まで低下した．内分泌

学的には，ACTH は術直後で 1.0 pg/ml 以下，術後

2カ月で 1.7 pg/ml であったが，血中コルチゾール値

は，術直後で 11.0 μg/dl，術後 2カ月で 5.3 μg/dl ま

で低下した．なお術後は周術期を含めステロイド補充

を行わなかったが，副腎クリーゼの兆候は認めなかっ

た．

考 察

AIMAH は両側副腎の多結節性の腫大により，

ACTH 非依存性に副腎皮質機能亢進症を来たす病態

で，二相性（小児期，成人期）の分布を示し，成人期

の好発年齢は50∼60歳とされている．Cushing 徴候を

有することが多く，血液検査では ACTH は低値で，

コルチゾールは自律的過剰分泌を来たしている1)．大

部分の AIMAH は孤発性であるが，本症例の様に家族

性の発症の報告も散見される2)．画像検査上は両側副

腎に粗大な結節が多発している所見が認められる3)．

これまで AIMAH は ACTH 非依存性，両側性であ

るという認識がされてきた．しかし，近年の研究にお

いて AIMAH におけるコルチゾール産生が，過形成し

た副腎から異所性に産生された corticotropin に制御さ

れていることや，片側性の症例も存在することが報告

され4~6)，それに伴い AIMAH の名称を BMAH

（bilateral macronodular adrenal hyperplasia）ま た は

PMAH（primary macronodular adrenal hyperplasia）と

すべきという提案がなされている．

AIMAH の治療は多くの場合両側副腎摘除術が行わ

池田，ほか : AIMAH・片側副腎摘除 9



れるが，終生のステロイド補充療法が必要なことや，

副腎クリーゼ発症のリスクが高いことなどのデメリッ

トがある．近年，片側副腎摘除術で症状が改善したと

いう報告がある7~9)．

本邦で AIMAH に対して片側副腎摘除術が行われた

報告は，われわれが調べた限り自験例を含めて 8例で

あった8,10~13)（Table 1）． 8例の検討では年齢は42∼

61歳まで，性差は女性に多かった（女性 : 男性＝5 :

3）．ほとんどの症例で術前に高血圧を認めていたが，

いずれの症例でも術後に血圧の低下を認めた．

片側摘除は対側副腎が残存するため，症状が改善さ

れない可能性や，将来的に再燃して反対側を切除しな

いといけない可能があるものの，術後ステロイド補充

療法を必要とせず，副腎クリーゼ発症のリスクが低い

といったメリットがある．また両側腫大があるため，

どちらの副腎を摘除するかという問題があるが，摘出

側を決める方法としては 131I アドステロール副腎シ

ンチグラフィにて集積が多い方を摘出する方法8,10~13)

や，腫瘍径が大きい方を摘出する方法7)，また副腎静

脈サンプリングで左右の副腎静脈のコルチゾール量を

測定し，分泌量の比で摘出する側を決める方法があ

る14)．われわれはホルモン産生能が亢進している側

を摘出した方が治療効果が高いと考え，131I アドステ

ロール副腎シンチグラフィにて集積が多い左側を摘出

する方法を選択した．

また病理学的特徴として AIMAH におけるステロイ

ド産生細胞は，腺腫に比べて単一細胞あたりのコルチ

ゾール産生能が低いと報告されている．そのため腫瘍

ボリュームの縮小を目的とした手術でも，全体的なス

テロイド産生量が減少することで，症状改善が期待で

きる1)．本症例では片側副腎摘除により術後，糖尿病

の著明な改善を認め，インスリンおよび経口糖尿病薬

から離脱する事が出来た．しかし反対側の副腎が残存

しているため，今後も厳重な経過観察が必要である．

結 語

AIMAH に対して片側副腎摘除術を施行し，高血糖

が著明に改善した 1例を経験したので，考察を加えて

報告した．AIMAH に対する片側副腎摘除は，本症例

のように 131I アドステロール副腎シンチグラフィに

て左右差がある症例や，左右差がなくても，コルチ

ゾール分泌が少ない症例ではまず試みてもよいと考え

られる．

本論文の要旨は，第230回日本泌尿器科学会関西地方会で

発表した．
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