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A 45-year-old woman visited a local clinic with left-flank abdominal pain. Abdominal computed

tomography (CT) revealed a tumor 20 cm in diameter in the left adrenal gland. She was referred to our

hospital for further treatment. No endocrinological abnormality was detected on either serum or urine

examination. CT and haematology findings led to a preoperative diagnosis of primary adrenal carcinoma,

and we performed a left adrenalectomy. Histopathological examination revealed a paraganglioma with

intact adrenal gland. Therefore we diagnosed this case as primary retroperitoneal paraganglioma. Six

months after the surgery, she developed peritoneal dissemination including bilateral ovarian metastases.

After cytoreductive metastasectomy, she received 131I-meta-iodobenzylguanidine (MIBG) radiotherapy.

During the following five-year follow-up, MIBG radiotherapy in conjunction with cytoreductive

metastasectomy (3 surgeries and 6 sessions of 131I-MIBG radiotherapy) was performed, aiming at disease

control. Five years after the initial surgery, liver, lung, and intra-peritoneal dissemination progressed.

Thereafter, she developed severe diarrhea, hypokalemia, and metabolic acidosis with an elevated level of

vasoactive intestional peptide, which was consistent with water diarrhea, hypokalemia, achlorhydria

(WDHA) syndrome. Despite intensive treatments such as with a somatostatin analogue, she died two months

after the onset of this syndrome.

(Hinyokika Kiyo 65 : 277-282, 2019 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_65_6_277)
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緒 言

WDHA（water diarrhea，hypokalemia，achlorhydria）

症候群は腫瘍細胞からの VIP（vasoactive intestional

polypeptide）の過剰産生により発症するとされる病態

で，水溶性下痢，低カリウム血症，代謝性アシドーシ

スを特徴的症状とする．発生率は1,000万分の 1と稀

な疾患1)で，膵内分泌腫瘍由来が 8割2,3)と報告され

ている．

今回われわれは，後腹膜パラガングリオーマに対す

る 5年間の集学的治療の後，治療抵抗性の WDHA 症

候群を発症した症例を経験したので報告する．

症 例

患 者 : 45歳，女性

主 訴 : 左側腹部重苦感

既往歴 : 特記すべきことなし

家族歴 : 特記すべきことなし

現病歴 : 2007年 8月，左側腹部重苦感あり，近医受

診した．CT にて径 20 cm の巨大な左副腎腫瘍を認
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Fig. 1. CT and 131I-Meta-iodobenzylguanidine(MIBG) scintigraphy. (A) Abdominal enhanced CT showed a large
tumor, 20 cm-diameter, occupying the left retroperitoneal space. (B) 131I-Meta-iodobenzylguanidine (MIBG)
scintigraphy reveals bilateral ovarian metastases (arrows). (C) CT showed right ovarian metastasis (arrow).
(D) CT showed peritoneal tumors including left ovarian metastasis (arrow).

め，精査加療目的に当科紹介となった．

現 症 : 身長 168 cm，体重 52.6 kg．左側腹部全体

にやや硬い大きな腫瘤を触知した．

血液検査所見 : 血算，生化学検査に異常所見は認め

なかった．

内分泌検査所見 : 血中アドレナリン 43 pg/ml（正

常値 : 100 以下），血中ノルアドレナリン 251 pg/ml

（正常値 : 100∼450），血中ドーパミン ＜5 μg/ml（正

常値 : 20 以下），尿中アドレナリン 5.3 μg/day（正常

値 : 3.4∼26.9），尿中ノルアドレナリン 92.3 μg/day

（正常値 : 48.6∼168.4），尿中ドーパミン 931 μg/day

（正常値 : 365∼961.5），血漿レニン活性 1.6 ng/ml/h

（正常値 : 0.2∼2.7），アルドステロン 113.0 pg/ml

（正常値 : 56.9∼150.3），コルチゾール 15.1 μg/dl

（正常値 : 3.8∼18.4），ACTH 32.85 pg/ml（正常値 :

9∼52），DHEA-S 107 μg/dl （正常値（41∼50歳，女

性) : 19∼231），17-KS 3. 6 ng/ml（正常値 : 2. 4∼

11.0）と異常を認めなかった．

腫瘍マーカー : CEA 3.5 ng/ml（正常値 : 1∼6.5），

CA19-9 24.4 U/ml（正常値 : 37 以下），AFP 3.0 ng/

ml（正常値 : 1∼10），SCC 0.5 ng/ml（正常値 : 1.5

以下），Pro GRP 15 pg/ml（正常値 : 46 以下）で正

常，NSE のみ 11.5 ng/ml（正常値 : 11 以下）と軽度

高値であった．

画像所見 : 腹部 CT では左後腹膜腔を占拠する径

20 cm 大の腫瘍を認めた（Fig. 1A）．早期濃染され，

腫瘍内部の造影効果は不均一で出血，壊死を疑う部分

も見られた．膵臓，脾臓，左腎臓は圧排されていたが

明らかな浸潤，転移所見は認めなかった．

経 過 : 以上の血液検査所見，画像所見より，副腎

皮質癌を第一に疑った．左腎動脈は腫瘍内を走行して

いたことから，左腎の温存は困難と判断し，2007年10

月経胸腹式アプローチで左副腎摘除，左腎合併切除術

を計画した．
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Fig. 2. (A, C) Histopathological findings of the retroperitoneal tumor and metastases (hematoxylin and eosin staining).
Compared with the primary lesion (A), specimens of the third metastasis (C) showed morphological changes
such as nucleus enlargement, abnormal mitoses, necrosis, irregularities in alignment. (B, D) Ki-67
immunohistochemical findings of the primary tumor and the metastases. In the primary lesion, Ki-67 positive
rate was 10％ (B), but in the third metastases (D), it increased to 40％.

手術所見 : 左第 9肋骨上から傍腹直筋に至る皮膚切

開をおき，傍腹直筋切開にて後腹膜腔に入った．腫瘍

と周囲組織との浸潤，癒着は軽度であったが，腫瘍と

腎臓の剥離は鋭的，鈍的に剥離を行い左後腹膜腫瘍・

腎を摘出した．手術時間は 5時間 3分，出血量 1,700

ml，輸血量は MAP 1,680 ml，FFP 480 ml であった．

術中合併症は認めなかった．

摘出標本 : 長径 20 cm 長で変性，壊死の強い茶褐

色調腫瘍を認めた．左腎臓は 10.5×4 cm で浸潤所見

などは認めなかった．

病理組織所見 : HE 染色では，腫瘍細胞胞巣間に血

管が介在し，区画化された腫瘍細胞胞巣の増殖が見ら

れた（Fig. 2A）．腫瘍細胞は円形核を有し，細胞質内

には内分泌顆粒が認められ，免疫染色でも内分泌マー

カーである chromogranin A，synaptopysin が陽性を示

した．非腫瘍性の副腎が腫瘍に近接して明瞭に認めら

れたことから，後腹膜パラガングリオーマと診断し

た．細胞密度が高く，壊死，周囲脂肪識への浸潤，

Ki-67 陽性率が10％と高値など悪性を示唆する所見が

みられた（Fig. 2A，B）．

術後経過 : 術後 5日目にドレーンを抜去し，術後大

きな合併症を認めず，術後14日目に退院となった．

2008年 4月，定期フォローアップの CT にて，両側

卵巣の腫大を認めた．MIBG シンチでは，CT で指摘

される病変と一致する部位に集積を認めた（Fig. 1B∼

D）．内分泌検査では血中アドレナリン 23 pg/ml，血

中ノルアドレナリン 484 pg/ml，血中ドーパミン 11

μg/ml とノルアドレナリンの軽度上昇を認めた．以上

より，後腹膜パラガングリオーマ，骨盤内再発と診断

した．

当院では，これまでに転移を伴う褐色細胞腫，パラ

ガングリオーマに対して，核医学教室との連携のも

と，MIBG 内照射療法を積極的に行っており，本症例

でも，○1大きな病変は可能な限り外科的切除，○2その

後 131I-MIBG 内照射療法（150 mCi）にて微小病変の

コントロールをめざす方針とした．

まず2008年 6月に両側卵巣，腹腔内播種病変切除術

を施行した．手術時間 1時間20分，出血量わずか，輸

血施行せず．その後，150 mCi の MIBG 投与を 5 ∼

7カ月の間隔で 4回施行した（2008年 9月，2009年 2

村橋，ほか : パラガングリオーマ・WDHA 症候群 279
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Fig. 3. Summary of the clinical course before WDHA syndrome development.

月，2009年 7 月，2010年 2 月）．この間，MIBG，

FDG-PET での集積は，継続して認めるものの，CT

上は病変の若干の縮小を認め，また新規病変の出現を

認めておらず，MIBG 投与により病勢のコントロール

を得られていると臨床的に判断した．

2011年 2 月，定期フォローの CT で，肝表面の再

発，腹膜播種，骨盤腔内病変の増悪を認めた．同年 4

月， 2回目の de-bulking surgery として腹腔内の播種病

変を可及的に切除した．手術時間 2時間37分，出血量

120 ml であった．その後，同年 8 月に 150 mCi の

MIBG 治療（ 5回目）を施行した．

同年11月には FDG-PET 上，肝転移を認め，腹腔内

転移の集積が増強したため，2012年 1 月， 3 回目の

de-bulking surgery として肝部分切除術と腹腔内の播種

病変を可及的に切除した．手術時間 8時間12分，出血

量 2,050 ml であった．同年 3月に 150 mCi の MIBG

投与（ 6回目）を施行した．しかし， 9月には PET-

CT 上肺・肝臓・腹腔内に多数新規病変が出現した．

病理組織学的には原発巣に比べて， 3 回目の de-

bulking surgery 時には核の腫大，核分裂像，壊死，配

列の乱れが出現し形態的な変化が見られた（Fig. 2A，

C）．また免疫染色では，Ki-67 陽性率が原発巣切除時

10％であったが， 3回目の de-bulking surgery 時には

40％と上昇がみられた（Fig. 2B，D）．Fig. 3 に本症例

の治療経過の概略，切除転移部位を示す．

その後，2012年10月下旬から下痢が出現，11月より

高度の下痢，低K血症，代謝性アシドーシスの状態に

て入院となった． 1 日 5∼6 l の水溶性下痢を呈し，

補液による全身管理を行った．内分泌検査では血中ア

ドレナリン 111 pg/ml（100 以下），血中ノルアドレナ

リン 1,194 pg/ml（100∼450），血中ドーパミン 53 μg/

ml（20 以下）と 3種とも上昇を認め，また採血上，

VIP が 2,230 pg/ml（正常値 : 100 以下）と著明高値

であった．以上より，後腹膜パラガングリオーマに合

併する WDHA 症候群と診断した．大量の下痢に対し

て，補液，電解質補正，オクレオチド（サンドスタチ

ン 100 μg/日）を開始した．経過中，一過性に下痢の

減少を認めたが，その後増量（100∼2,000 μg/日）す

るも下痢の改善を得られず，デキサメタゾン，H1・

H2 ブロッカーを追加するも効果は認めなかった．膵

神経内分泌腫瘍に対して適応があるエベロリムス併用

を試みるも効果なく，脱水，電解質異常（低K血症，

低 Na 血症，高 Ca 血症），アシドーシスと重篤な状

態に至り治療後 2カ月で死亡した．

考 察

褐色細胞腫，パラガングリオーマはそれぞれ副腎髄

質と傍交感神経節などのクロム親和性細胞由来の腫瘍

である．2017年の WHO 内分泌腫瘍分類（第 4版)4)

ではすべての褐色細胞腫，パラガングリオーマは転移

する可能性がある悪性腫瘍であると定義づけられた．

90％は手術治療により根治が期待できるが，転移を伴

う場合は，確立された有効な治療法がなく，手術，

CVD 療 法（cyclophosphamide，vincristine，dacarba-

dine 併用療法），MIBG 照射を組み合わせた治療が施

行されている．転移を伴う褐色細胞腫，パラガングリ

オーマの予後は症例により多様である． 5年生存率は

20∼50％5~7)とされてきたが，近年の報告では60％と

改善傾向にある8)．

将来の転移の予測をするための指標として，PASS
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Table 1. GAPP parameters and scoring point

Parameters Points scored

Histological pattern

Zellballen 0

Large and irregular cell nest 1

Pseudorosette (even focal) 1

Cellularity

Low (＜150 cellS/U) 0

Moderate (150-250 cells/U) 1

High (more than 250 cells/U) 2

Comedo necrosis

Absence 0

Presence 2

Vascular or Capsular Invasion

Absence 0

Presence 1

Ki67 labelling index (％)

＜1 0

1-3 1

＞3 2

Catecholamine type

Epinephrine type (E or E＋NE) 0

Norepinephrine type (NE or NE＋DA) 1

Non-functioning type 0

Total maximum score 10

U, number of tumour cells in a square of a 10 mm micrometer
observed under high power magnification (×400) ; E,
epinephrine ; NE, norepinephrine ; DA, dopamine.

（pheochromocytoma of the adrenal gland scaled score），

GAPP（grading of adrenal pheochromocytoma and para-

ganglioma）などが提唱されている．PASS は2002年に

Tompson9)が考案した複数の病理組織学的パラメー

ターに点数を付与して合計点で判断するスコアリング

である．合計20点で， 4点以上であれば悪性の可能性

が高いとされる．ただし，この対象は副腎の褐色細胞

腫に限定されており，パラガングリオーマは対象外で

あった．一方，Kimura10,11) らは組織学的所見と産生

されるカテコールアミンの種類を組み合わせて10点満

点でスコア化した GAPP を提唱した（Table 1）．高分

化型（ 1 ∼ 2 点），中分化型（ 3 ∼ 6 点），低分化型

（ 7∼10点）と 3群に分けられ，転移率はそれぞれ13，

63，100％と中，低分化型で高く，生存率も低いこと

が報告されている10)．この分類は副腎の褐色細胞腫

のみならず，パラガングリオーマも対象としている．

今回の投稿にあたり改めて病理標本を見直したとこ

ろ，自験例では large and irregular cell nest，high cellu-

larity（more than 250 cells/U），comedo necrosis，capsu-

lar invasion，Ki67 labelling index＞3（％）が該当し，

GAPP は 8点で，低分化型であった．GAPP リスク分

類の適応は，転移予測に有用と考えられた．

これまで，当院では転移病変に MIBG が集積する

ことが確認できた場合，外科療法と131I-MIBG の内照

射療法による集学的治療を繰り返し行い，進行の抑制

を目指してきた12,13)．本症例では 2回目の転移巣切

除後から MIBG 治療後，短期間で再発を繰り返すよ

うになっており，MIBG 治療抵抗性癌が増大してきた

可能性が考えられた．CVD 治療への切り替えも選択

肢として考えられたが，複数回の MIBG 治療により

骨髄機能低下が出現しており，実際には実施が困難で

あった．今後症例の蓄積により化学療法への変更のタ

イミングを見極めることも重要だと考えられる．

今回われわれは，後腹膜パラガングリオーマの進行

に伴い WDHA 症候群を経験したが，WDHA 症候群

は一般的には神経内分泌腫瘍に伴うことが多い病態

で，過剰に分泌された VIP により難治性の水様性下

痢，低K血症，無酸症などが惹起される稀な症候群で

ある．褐色細胞腫，パラガングリオーマを合併するの

はさらに稀で，本邦ではパラガングリオーマとの合併

例は検索した限りで見当たらず，褐色細胞腫との合併

例は 8例の報告があるのみである14~21)．

初診時から褐色細胞腫と WDHA 症候群を合併して

いることが多く，自験例のように治療途中で発症した

例は本邦 2例のみであった14,15)．調べた限りでは海

外報告例は見当たらなかった．

本症例では，結果的に，複数回の de-bulking surgery

での切除病変の病理所見が得られているが，病理組織

学的に再発を重ねるごとに悪性度が増していた．また

血液検査所見では，初診時 251 pg/ml（100∼450）と

正常値であったノルアドレナリンが上昇し WDHA 症

候群発症後は 1,194 pg/ml と著明高値となっていた．

腫瘍の進行とともに，VIP 産生能を獲得したクローン

の発生が臨床的には疑われた．

VIP 産生腫瘍による WDHA 症候群に対する治療と

しては，手術が可能な場合は腫瘍摘出術が標準治療と

されている．褐色細胞腫治療後に発症した WDHA 症

候群は 2例報告があったがいずれも手術不能であり内

科的治療を行ったが効果は乏しく予後不良であった．

二川原らは，右副腎褐色細胞腫摘出術15年後に同部位

に再発し，WDHA 症候群を合併した．腫瘍血管塞栓

術を施行したが，カテコールアミン放出を惹起し， 2

日後に末梢循環不全，肺水腫，心筋梗塞を引き起こし

死亡したと報告している14)．Kikuchi らは，右副腎褐

色細胞腫摘出13年後に WDHA 症候群を発症，オクレ

オチドを開始したが効果は認めなかった．肝，肺転移

増大により約 1年後死亡したと報告されている15)．

本症例では症状緩和を目指してオクレオチド，

H1・H2 ブロッカー，ステロイドを使用した．一般的

にオクレオチドは膵神経内分泌腫瘍由来の WDHA 症

候群に対して VIP 産生抑制作用が認められているが，
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本症例では VIP は治療前後で変動はみられず．いず

れの内服薬も治療抵抗性であった．褐色細胞腫，パラ

ガングリオーマに伴う WDHA 症候群に有効な内科的

治療の報告はいまだみられず，今後有効な治療の確立

が期待される．

結 語

治療に苦慮した後腹膜パラガングリオーマに発症し

た WDHA 症候群の 1例を経験したので報告した．パ

ラガングリオーマの治療経過中に発症した WDHA 症

候群は調べた限りでは本邦報告 1例目であった．
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