
ホルモン産生下垂体腺腫の臨床 731

6) ホルモン産生下垂体腺腫の外科的治療

新潟大学脳研究所脳神経外科　黒木瑞雄･田中隆一

横山 元晴 ･佐藤 宏

田村 哲郎

Transsphenoidal Microsurgery for Functioning Pituitary Adenomas

Mizuo KUROKl, Ryuichi TANAKA, Motoharu YOKOYAMA,

Hiroshi SATO and Tetsuro TAMURA

����Department of Neurosurgery, Brain Research Institute Niigata University

Pituitaryadenomascanbesafelytreatedbytranssphenoidalmicrosurgery. Between

1978andMarch,1987,130patientswithflmCtiomngpltuitaryadenomasunderwenttrans-

sphenoidaladenomectomyatourclinic. Therewere75casesorprolactinoma,43ofacr0-

megalyand12ofCushing'sdisease. From thesurglCalpointofview,fX!ritumoraltissue

resectionaftersimpleadenomectomy(radicalremoval)isessentialforabetteroutcome.

Inthisseries,afterradicalremoval ofadenomas,postoperativenormali2:ationbasedon

endocrinologlCalstudieswasachievedinloo劣 of15casesorprolactinoma,92% or14

casesofacromegalyandloo劣 or8casesofCushing'sdisease,whileafterintracapsular

removaloradenomas,onlyasmallnumberofcaseswereendocrinologlCallylmprOVed.In

casesorinvasiveadenomaswhereradicaltumorremovalwasimpossible,pateintsreceived

subsequentpostoperativetherapleS.Forthepatientswithprolactinoma,furthertreatment

withbromocrlPtlneWasVeryeffectiveandforthosewithacromegaly,eitherbromocriptlne

orradiationglVenaloneorincombinationwasalsoe丘■ective. Especially,furtherradi-

ationtherapyforacromegalywithmildpostoperativeelevationofGH levelsshoweda

goodresult. As forCushing'sdisease,however,noeffectiveadditionaltherapyhasbeen

provedyet,andradicaltumorremovalhasthemostmajorroleinitsmanagement. For

tunately,patientswithCushing'sdiseasearegoodcandidatesforthissurgery because

mostcasesaremicroadenomas.
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近年,ホルモン産生下垂体腺腫の内分泌学的診断およ

ぴ highresolutionCT による神経放射線学的診断の

進歩により,多くの下垂体 microadenomaがより早

期に診断されるようになってきた.それに伴い,下垂体

手術の目的も腺腫からの過剰なホルモン分泌を是正し,

しかも下垂体前葉機能 を保持するという runctional

surgpryに移行 してきている.そのための現在最も優

れた治療法として考えられているものは,Hardyl'ら

によって発展確立された経蝶形骨洞手術である.この手

術法の最大の利点は,脳を経由しなくてすむことにより

手術侵襲が少なく安全であること,また腺腫のみを選

択的に摘出 し正常下垂体を温存し得ることである.われ

われも1978年以来,下垂体腺腫に対して経蝶形骨洞手術

を治療の第一選択として行ってきた.今回自験例をもと

に,われわれの手術手技および手術成績について述べ,

現在のホルモン産生下垂体腺腫に対する治療方針につい

て言及する.

Ⅰ. 手 術 方 法

われわれが行っている経蝶形骨洞手術のあらましにつ

いて簡単に述べる.

上口唇を翻転し,歯鮎直上部に横切開を加えた後,漢

ず鼻腔底の鼻粘膜を剥離し,次いで鼻中隔粘膜を-側の

みで中隔より剥離する.Nasalbivalvespeculum を

挿入し,imageintensifierにて speculum 先端の位

置を確認した後,手術用顕微鏡を用いた操作に移り,骨性鼻

中隔と蝶形骨洞前壁を摘除する.トルコ鞍底は通常 air

drillを用いて骨窓を開ける.硬膜を切開すると,通常,

下垂体組織とは肉眼的に明らかに区別される灰白色～白

色の腺腫が認められる.腺腫は通常軟らかく,掻他によ

り十分摘出が可能である.腺腫を摘出した後,ホルモン

産生腺腫に対 しては,腺腫と下垂体との境界部に認めら

れる被膜様組織の切除を追加する.被膜内の軟らかい腫

癌を全摘出するにとどまった場合は,アルコールにて周

囲組織の凝固を行う.最後に トルコ鞍内にあらかじめ腹

部皮下より採取しておいた脂肪片を充填し,骨性鼻中隔

にて トルコ鞍底を形成 した後,蝶形骨洞内にも脂肪片を

充填しておく.左右の鼻腔は抗生剤ガーゼにて pack

L,歯髄粘膜は Dexonで縫合し手術を終了する.術中

の輸血は不要である.通常手術は 3時間内外で終了す

る.

ll. 手 術 治 療 成 績

1978年から1987年3月までに経験 した下垂体腺腫に対

Table1 Transsphenoidalmicrosurger･yfor

pltuitaryadenomas

(NiigataUniversity,1978-March1987)

Functionlngadenoma 75日1%)PRL

GH 43(23% )

ACTH 12tti% ■)

LH,FSH 3し1% )

TSH 1(0.5%)

Table2 Postoperativeresultsofprolactinomas

Surgery No.ofCases Postop-PRLleve】S<2Ont!/nゼ 2OmfI/mゼ<

Radicalremova1 15 15(10()%) 0

ⅠntracapsularremoVal 60 ll(18%) 州 (B1%)

する経蝶形骨洞手術は182例である.その内訳を Table

lに示す.このうち prolactinoma75例 (男5例,女

70例 ,平均年令29才),acromegaly43例 (男17例,女

26例 ,平均年令44才),Cushing病12例 (男4例, 女

8例,平均年令37才)の治療成績を以下に述べる.まず

prolactjnomaにおいて,腺腫の境界部組織を含めた

radicalremovalを行った群では,全例術後 PRL値

が 20mg/ml以下となったが,被膜様組織を残して軟ら

かい腫場のみを全摘する "intracapsularremoval''

の群では,術後 20ng/ml以下となったのは18%にとど

まっている (Table2).次に21-39才までの女性例で,

術後少な くとも1年以上にわた り follow up L得た

65例についての婦人科的成績を Table3に示す｡手

術単独群の2例,手術+bromocriptine(Bc)治療群の

6例に HMG,HCG,クロミフェンなどの婦人科的治療

が追加されている.両群における排卵率および妊娠率に

差はなく,全体で排卵は95%,婦人科的治療追加例を除

いても83%に認められ,妊娠も,妊娠希望例の88%に成

立 した.流産率も両群の間に差はなく全体で15%であった.

次に acromegalタ の治療成績を TablC4に示す.

腺腫の radicalremovalでは術後の GH 値が 5mg/

ml以下になった率は92%であり.さらに71%で術後,

TRH や LH-RH に対する GH の異常反応も改善さ
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Table3 PostoperativegynecologlCalresultsofprolactinomas

Treatment No.ofCases 0Vulation ⅠJregnancy Abortion

Op.only 21 2O/21し95%)2日 13/15(H6%) 2/12し16(),o)

Op.+Bc ' 43 ･11/13し95%)fiH 34/38 (約% ) 5月4(15%)

Totat 64 61/64(95%) 47/53(HtiO/0-) 7/.16(150/a)

'Bc;bromocriptine

‥addedgynecogicaltreatment

Table4 Postoperativeresultsofacromegaly

Surgery No.ofCases Postop.GHleVe】S<5ng/mゼ 5ng/mゼ<

RadicalremoVa1Ⅰntracapsularremoval 1429 9(310/a) 3' 2OL榊%)

'disappearanceofabnormalGH responses

aftersurgery

れた.一方 "intracapsularremoval''では 5ng/ml

以下となったのは31%であり,そのうちの 1例は再発し

ている.最近まで rollow up L得ている36例の経過を

Fig.1に示す.術後非正常化例に対 しては,Bc,放射

線治療,あるいは両者の併用によりGH 値は全例 5ng/

ml前後にコントロー ルされている.そのうち放射線治

療群における GH の推移を Fig.2に示す.放射線治

療施行例では GH 値は漸次低下し,特に術後の GH値

が 10ng/ml前後の症例は,放射線治療後比較的早期に

ng/r.1l

733

Table5 PostoperativeresultsofCushing'sdisease

Surgery No.ofCases Remission Recurrence

Radicalremoval H H (loo‰) り

Ⅰntracapsularremoval 4 二i t75%) 2 (50%)

Table6 0perativemortalityandmobidity

oftranssphenoidalmicrosurgery

Mortality

Morbidity

transientDI

hypopltuitarism

SAH

menlngitis

maxillarbonefx.

0cases(0%)

1

5

2

2

2

5

(2BO/o)

(2%)

L10/o)

(1%)

L10/a)

Rx; radiation
Bc.Ibromocriptine

Fig.1 Follow-upresultsor36casesofacromegaly
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0 1 2 3 4 5 6yeQrS

ye8rSafterpostoperativeirradiationtherapy

★yylthoutbrom∝r[ptlne

Fig.2 TimecourseorゎasalGH levelsafter

postoperativeradiationtherapy

5ng/ml以下に下降しており再発例はない.一方 Bc治

療群では治療を中断すると GH値の再上昇がみられ,

全例 Bc治療の継続を必要としている.臨床所見におい

ては,一番問題となる DM は25/28例 (89%)で改善

され,その他自覚的にも軟部組織容積の減少,発汗異常

が高率に改善された.

次に Cushing病の治療成績を Table5に示す.腺

腫の radicalremovalでは内分泌学的改善 (尿中 17

-OHCS12mg/day以下)は1〔氾% に得られたが,"in-

tracapsularremoval''では75%であ り,そのうち2

例は再発している.また術後不変例の 1例は 5年後に心

疾患により死亡した.臨床所見においては,DM は 7/9

例 (77%),高血圧は5/7例 (71%)に改善がみられ,そ

の他,肥満,痘痕等の症状も高率に改善されている.

経蝶形骨洞手術を行った全 182例における手術合併症

を Table6に示す.死亡例はない.術後の DIは28%

にみられたが,全例一過性であり,通常手術より2週間

以内には改善される.手術による下垂体前葉機能障害は

5例 (2.7%)にみ られたが,全例腺腫の radicalre-

movalを行 った症例である.その他の合併症の頻度は

低 く,問題とすべき後遺症状は認めていない.

lII. 考 案

ホルモン産生下垂体腺腫の摘出によって,内分泌機能

の改善を図るには経蝶形骨洞手術が最も安全な手術方法

であることは,今回の手術による重篤な合併症が稀であ

ることからも明らかであろう.ただ し腺腫の摘出にあ

たっては,従来の "intracapsularremoval"では術

後内分泌学的完治が得られないことが多く,今回の手術方

法で述べた如く,腺腫と下垂体との境界部組織を含めた

radicalremovalが必要となってくる.多くの症例では

この境界部組織は被膜様となっており,比較的容易に下垂

体より剥離され,摘出することが可能である.病理学的検

討でも,このような境界部組織は正常下垂体組織であり,那

分的に腺腫細胞の浸潤がみられることがわかっており2),
たとえ少量の腺腫細胞の遺残でも術後完全な内分泌学的

改善は得られ難 く,再発にもつながっていくと考えられ

る.しかしながら全例にこのような腺腫の radicalre_

movalが行われるわけではなく,腺腫が周囲組織,特に

海綿静脈洞に浸潤性に発育 している場合は,全摘ははは

不可能となる.また腺腫が大きく,下垂体組織を強く圧

迫しているような場合は,radicalremovalの手術操

作によって下垂体前葉機能が障害される可能性もでてく

る.実際には microadenoma 以外では このような

radicalremovalが行えない症例が増えてき,従って

ホルモン産生下垂体腺腫に対してほ経蝶形骨洞手術のみ

ではなく,後治療を組み合せた一定の治療法を考えてい

く必要がある.

以下に,現段階におけるわれわれの各々のホルモン産

生下垂体腺腫に対する治療方針とその根拠について述べ

る.

1. Prolaetinoma

Bcの薬物治療効果が優れているため,prolactinoma

に対する手術適応に関しては,なお議論が分かれている.

しかしわれわれは以 Fに述べる理由で手術を優先させて

いる.すなわち microadenomaに対 しては手術によ

り安全に,しかも高率に完治させることが可能であるこ

と.また microadenomaの場合で も手術により迅速

かつ確実に腺腫の減圧を図ることができ,Bc単独治療

において治療中断の際の腺腫の再増大等の危険がないこ

と.さらに可及的に腺腫を摘出す ることによ り術後の

Bc投与量が少量ですむことによる.

prolactinomaにおける治療成績は,あくまで本来

の目的である治療後の排卵率,妊娠率によって評価され

るべきである.今回の自験例での婦人科的成績は,手術
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および手術と Bc治療の組み合せのいずれにおいても,

排卵率が95%,妊娠率が88%と良好な結果であった.こ

れは倉智ら3)による全国集計での Bc単独治療群にお

ける排卵率71.6%,妊娠率54.7%に比 してもきわめて優

れた結果といえよう.その理由として,治療前の PRL

値が低い程 Bc治療における排卵率,妊娠率が高 くな

るという事実があり3),たとえ手術により PRL値が正

常化しなくても,できるだけ PRL値を下げることに

意義があるためと考える.また腺腫の摘出に際しては,

術後の下垂体前葉機能障害を絶対に起こしてほならない

という方針で手術を行ってきたことも良好な結果につな

がってきていると考える.従って microadenoma打,

対 しては.腺腫の radicalremovalによる完治をめ

ざすが,macroadenomaに対 しては可及的 `̀intra-

capsularremoval"にとどめ,術後非正常化例に対 し

ては Bc治療を行 うというのが,われわれの現段階に

おける治療方針である.

2. Acromegaly

Prolactinomaと違い,決め手となるような薬物療

法がない以上,手術治療を優先させることにほぼ異論は

ないかと思われる.ただ acromegalyにおいてほ早期

発見の困難性のためか,microadenoma の率が低 く

(自験例11/43例,25%),また浸潤性発育を示すものも

多く4㌧腺腫の radicalremoval が困難となることが

多い.従って術後の後療法の選択が重要となってくる.

これまでわれわれは,Bcにより GH 値がコントロー

ルされる症例に対しては,多くは Bc治療を行 ってき

たが,prolactinoma と違い Bcによる抗腫嵯効果は

殆んど認められず,従って長期にわたる Bc治療の継続

が必要となろうと考えている.一方,放射線治療群にお

･いては,術後 GH 値が 10mg/ml前後であれば比較的

早期に GH 値は正常化 しており,その後の再発はみら

れていない.従って放射線治療の方が,根治性という点

で後療法として優れていると考える.放射線治療による

副障害としての,汎発性下垂体前葉機能障害や,悪性腫

虜の誘発が問題とされるが5)6),自験例では未だそのよ

うな症例は経験しておらず,現段階では術後の後療法と

して放射線治療をより優先的に考えている.ただし,今

後も副障害の出現を含めて,長期にわたる経過観察が必

要であろう.

3.Cushing病

Acromegalyと同様,手術以外には決め手となるよ

うな治療法はない.しかも放置すると直接生命予後を左

右するような病態を呈し,早期にしかも完全な腺腫の摘
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出が要求される.幸いなことに microadenomaが多

く (自験例10/12例,83%),多くの場合腺腫の radical

removalが可能である.ただし,術前の CTでも局在が

はっきりしない程の微小な腺腫があり,その際には術者

の深い経験と熟練が要求されてくる.術後の非改善例,

あるいは再発例に対しても,明らかに有効な後療法が確

立されていない以上は,積極的な再手術あるいは放射線

治療との併用が必要と考えられている.

以上,われわれが行っている経蝶形骨洞手術法,ならびに

ホルモン産生コ重体腺腫における治療成績に基づく治療方

針について述べてきた.最後に,今後の治療成績を向上さ

せる上で最も重要な点は,早期発見により micro-

adenomaの時期で手術を行 うことであることを強調し

たい.
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鴨井 プロラクチノーマの場合ですけれど,ブロモク

リプチンを術前に使いますと,線維化が起きて手術がし

にくいということを聞いたことがありますし,論文にも

書いてあるんですけれど,その点はいかがでしょうか.

黒木 microadenomaで も,3例程手術で正常化L
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なかった例があるんですが, 3例とも bromocriptine

が術前に使用されておりまして,腫癖が ribrousになっ

ていてうまく取 りきれなかった例です.更に bromo-

criptineを術前に使用 していた例で,正常下垂体との境

界が不明瞭であった例もあり,そのような場合正常下垂

体への損傷が思った以上に加わる危険性もあります.従っ

て,我々手術する立場としては,手術による根治をめざ

すような場合は特に,術前に bromocriptineを授与し

ないことを原則としております.

鴨井 それから術後の合併症についてよろしいでしょ

うか.1例なんですけれど,プロラクチノーマを手術し

てから一年に一回は髄膜炎を起こしている患者さんがい

らっしゃるんです.いろいろと調べてみましても,原因

がわからないのですけれど,何かコメントを頂けないで

しょうか.

司会 どこかに頭蓋内と交通がある可能性があります

ので,修復を必要とするケースじゃないかと翠います.

私達の所で術後の meningitisは若干ありますが,反復

して meningitisを操り違している症例はありません･

三宅 Hardy手術が, これだけいい成績で, しかも

ほとんど障害を残さないということになりますと,BrO-

mocriptineを使って fibrousにして手術を困難にさ

せるのは,むしろよくない事なのではないかという印象

を受けました.そういう事でしたら,むしろ,挙児希望

している microadenomaの患者に対してもたい-ん

安全な手術で.非常に排卵率も良くて妊娠しやすいと,

ムンテラして積極的に手術療法をすすめていいと考えて

よろしいわけでしょうか.

黒木 今回の治療後の排卵率,妊娠率に関しましては,

ほぼ満足していただける成績ではないかと考えておりま

す.さらに腰嬢を完全に摘出した場合は不安感がなくな

り,特に未婚の女性では心理的にも好影響が得られます.

従って prolactinomaに対しましては,先程述べまし

たような我々の治療方針で今後もやって行こうと考えて

おります.

三宅 大変ありがとうございました.

司会 金子先生,GH産生腫癖に対する薬物療法に関

しては,こういうほうが良いのではないかというような

事がございますか.

金子 本症では ,プロラクチノーマとは異な り,

CB154で腫場が消えたというケースはないわけですか

ら,やはり下垂体障療摘出術を治療の第-選択と考えて

おります.私も手術あるいは後照射後も GH が高値で

あった例に CB154を投与 している例があり,結構よい

成績を得ております.そのほか CB154療法の本症におけ

る適応としては,糖尿病が高度な例などに対する術前処

置と･しての使用があると思います.プロラクチノーマの

場合に関しては,経験が全然ありませんのではっきりし

た意見はありません.ただプロラクチノーマでは ma-

Croadenomaであっても CB154療法で腫壕が消える

ことがあることを考えると,視床下部支配の強い腫場と

も考えられるわけで,実際の臨床でプロラクチノーマを

完全摘出しても長い経過の中でまた新 しく腫揚が発生し

てくるということがありませんでしょうか.最初に婦人

科の先生もお話しされていた様にプロラクチノーマはア

クロメガ リーとかクッシンダ病とはちょっと違 う印象を

受けます.

司会 婦人科の先生方は bromocriptineを使って,

子供が産まれれば,投薬を止めるわけですが,それにも

かかわらず,決っしてその腫傷がそんなに急速に大きく

なってきて,困るということがなく,ましてや手術では

ばとって しまったような症例で腫場が再発,再成長して

大きくなるまでは非常に時間がかかると思われます.

今の先生のお話しのような可能性は充分にあると思いま

すが,長期間の rollow upのデータはまだないんじゃ

ないかと思います.三宅先生いかがでしょうか,Pro-

1actinomaの発育速度とか naturalcourseに関して

は.妊娠 して bromocriptineの投薬を中止 したあと,

依然としてずっと治療前の状態,あるいはどんどんプロ

ラクチンの値が上がってくるというような症例はありま

すでしょうか.

三宅 むしろ妊娠中に増大するものが問題にされてて,

急激に大きくなるという人がいるらしいんですけれど,

妊娠後になればそういう事は特別問題になることはない

と恩うんです.だから妊娠中に増大する場合には早 く子

供を出しなさいという事が言われている位です.それで

お産後にまたプロラクチンが正常化するという例は確か

にあるんだそうです.そういう症例もあるから,必ずし

も prolactinomaをすべて取らなければならないとい

ということはないのではないかという意見を聞いた事が

あります.

司会 そうですれ そういう例もありますが,妊娠で

多少動いてもですね,出産後にも依然プロラクチンが高

い状態が続 く症例も多いと思いますが,そういう症例を

ずっと bromocriptineを使わないで rollow upした

時に,CTで成長が認められたという症例を我々は経験

しておりません.プロラクチンの値自体はどうでしょう

か. 1- 2年の間で同じでしょうか.それとも増えてく
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るんで しょうか.

三宅 まあその点については,今回調べていないので,

チャンスがありましたら是非高プロラクチン血症で妊娠

した患者の分娩後の経過を詳 しく調べて見る必要がある

と思います.Prolactinomaの naturalcourseにつ

いて今回文献的に調べてみましたが.microadenoma

は macroadenomaに移行する例と,そのままとどま

る例とがあるから,その naturalcourseに関 しては,

今の所良 く解かっていないとい う事です.そのような事か

ら,必ずしも手術療法を選ぶ必要がないという意見も出
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てきているようです.その点について大変興味深い問題

ですので.これから叉,調べてみようと思います.

司会 よろしくお願い致 します.他にございませんで

しょうか.だいぶ時間が超過 して しまいましたが,今日

は御専門の先生方から最近のホルモン産生下垂体腺腫に

関する最新のデータをお話し頂いて,いろいろな進歩が

よくf甲解できましたし,問題点もはっきりいたしました.

どうも演者の先生方長時間にわた りまことに有 り難 うご

ざいました.


