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　褐色細胞腫・パラガングリオーマは各々副腎髄質，傍神経節から発生する腫瘍で，カテコールアミン過剰
産生に伴う多様な症状，高血圧を呈する．腫瘍性疾患であるが，同時にホルモン産生異常症（副腎機能亢進症）
の両面を有する代表的な副腎疾患である．その診断を念頭におけば，機能的診断法と画像診断法の進歩によ
り典型例の診断は比較的容易である．しかしながら，希少疾患であることから，診断・治療の各ステップに
おけるエビデンスは十分ではなく，また，無症候の症例，偶発腫瘍としての経験例，高血圧クリーゼや腫瘍
破裂での発見例，さらに初回手術後，長期間経過後に転移が発見される悪性例など，臨床的に最も課題の多
い内分泌疾患の一つである．このため筆者らはわが国における診療水準の向上を目的として，厚生労働省難
治性疾患克服研究事業研究「褐色細胞腫の実態調査と診療指針の作成に関する」研究班，厚生労働省難治性
疾患克服研究事業研究「褐色細胞腫の診断及び治療法の推進に関する」研究班，「副腎ホルモン産生異常に関
する調査研究班」，日本内分泌学会臨床重要課題褐色細胞腫検討委員会との連携により，褐色細胞腫診療指針
を 2010 年に作成，2012 年に改訂作業を行い，全国に 3,000 冊以上を配布して来た．診療指針の普及による診
療水準の向上に貢献し得たと考えている．その後，改訂作業を開始したが諸般の事情で作業が遅れ，この度
ようやく「褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン 2018」として刊行に至った．
　今回の改訂は，①内容のアップデート，②エビデンスレベルや推奨グレードの付与による客観性担保，③
米国内分泌学会ガイドラインとの整合性，④診断基準，アルゴリズムの見直しなどが改訂の要点である．
Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2007 に準拠した改訂方針としたが，途中，Minds 診療ガイドライン
作成マニュアル 2014 が発表された．難病・希少癌ではレベルの高いエビデンスに乏しいことから，システマ
ティック・レビューを行うことが困難であったが，エビデンスの強さ，推奨度などの表現がガイドラインの
利用者にとってユーザーフレンドリーであるとの判断から，2014 版を参考とした表示とした．本ガイドライ
ンの改訂は日本内分泌学会臨床重要課題褐色細胞腫検討委員会（委員長　成瀬光栄）が中心となり，国立研
究開発法人日本医療研究開発機構　難治性疾患実用化研究事業「難治性副腎疾患の診療に直結するエビデン
ス創出」研究班（研究開発代表者　成瀬光栄）と厚生労働省難治性疾患政策研究班（研究代表者　長谷川奉延），
研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療研究開発費「難治性副腎疾患の診療の質向上と病態解明に
関する研究」研究班（主任研究者　田辺晶代）との協力によるもので，執筆は主に前回執筆に従事した委員
を執筆委員とし，一部の新規項目は新たな執筆者に依頼した．関係各位の協力・尽力に改めて御礼申し上げ
ると共に，本診療ガイドラインがわが国の褐色細胞腫・パラガングリオーマの診療水準，患者 QOL，さらに
わが国の公衆衛生の向上に貢献できれば幸いである．

2018 年 7 月

一般社団法人 日本内分泌学会　悪性褐色細胞腫検討委員会　委員長
国立病院機構 京都医療センター　臨床研究センター臨床研究企画運営部　特別研究員

成瀬　光栄

「褐色細胞腫・パラガングリオーマ
診療ガイドライン 2018」作成にあたって
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　ホルモン測定法，画像診断，手術手技の進歩により，わが国においては典型的な褐色細胞腫の診療水準は
極めて高いレベルに到達しており，その多くの例は治癒可能である．しかしながら，その進歩と対照的に注
目されてきたのが悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマである．全褐色細胞腫の約 10 － 15％程度を占め，局
所再発や骨，肝，肺，リンパ節などへの転移を伴う．特徴は他の癌と異なり，組織学的に良性か悪性かの鑑
別が困難であること，悪性に対する有効な治療法が未確立であることである．悪性例の 30％以上は初回診断
時に明確な転移がなく，良性と診断されており，術後，1 年から長い場合は 25 年以上も経て，転移性病変が
出現する．最近は，局所再発例の経験も少なくない．副腎疾患の専門医も決して多いとは言えないが，褐色
細胞腫を専門とする医師はさらに少ない．それ故，実際に患者を担当すると，治療方針に極めて難渋する．
このような背景から，厚生労働省難治性疾患克服研究事業研究班は日本内分泌学会と連携して「褐色細胞腫
診療指針 2010」を作成した．「悪性褐色細胞腫診療指針」ではなく「褐色細胞腫診療指針」としたのは，一見

「良性」とみえる例も含めて対策をとる必要があるからである．2010 年 3 月に刊行後，全国疫学調査での協力
施設，Pheo-J Net への参考登録者，希望者を中心に約 1,500 冊を全国に配布した．しかしながら，その後，当
該分野での進歩や 2010 年版では不十分であった項目につき，追加，補充が必要となったことから，今回，「褐
色細胞腫診療指針 2012」を刊行することとした．各項目で執筆担当の先生方に追加，訂正をお願いしたが，
特に，妊娠時における診断と治療，悪性例で経験される慢性の便秘や骨転移による疼痛の治療，今後期待さ
れる新たな治療法などについては，新規項目として執筆をお願いした．悪性褐色細胞腫の患者数は約 300 名
と少なく，全国に分散して経験されることから，診断・治療に関するエビデンスの構築は容易ではない．そ
れ故，国内外の文献やエキスパート・オピニオンを基本に，わが国の医療の現状を考慮して，現時点で可能
な限りの内容に改訂した．本診療指針がわが国における褐色細胞腫・悪性褐色細胞腫の診療水準向上に貢献
できることを祈念するとともに，改訂に協力頂いた諸先生方に改めて感謝申し上げる次第である．

2012 年 3 月

厚生労働省難治性疾患克服研究事業
「褐色細胞腫の診断及び治療法の推進に関する研究」研究班　研究代表者

一般社団法人 日本内分泌学会　悪性褐色細胞腫検討委員会　委員長
成瀬　光栄

序 文（2012 年版）
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　褐色細胞腫は原発性アルドステロン症，クッシング症候群と共に，治癒可能な副腎性高血圧症の代表的疾
患とされる．その機能・画像診断法，内科的・外科的治療はほぼ確立されていが，他と比較して大きく異な
る点は悪性例が多いことである．厚生省副腎ホルモン産生異常症調査研究班（名和田　新　班長）の 1997 年
の全国疫学調査では，褐色細胞腫の推定患者数は約 1,000 例でその 11％，約 100 例が悪性褐色細胞腫と推測
されている．原発性アルドステロン症では0.2％が悪性であるので，明らかに褐色細胞腫における悪性例が多い．
しかも初回診断時に良性か悪性かを鑑別するのが極めて困難である．遠隔転移があれば診断は容易であるが，
副腎（および近傍）の単発性腫瘍の場合，「良性」か「悪性」かの鑑別ができず，数年後に骨転移などの遠隔
転移により初めて悪性であったことが判明する．働き盛りの年代に多く，緩徐にかつ進行性に増悪すること
から，長期に亘る患者への身体的負担や家族も含めた精神的，経済的負担は大きい．さらに例え「悪性」と
診断されても治療法は未確立である．このようなことから悪性褐色細胞腫は明らかに難治性の内分泌疾患で
ある．
診療指針作成の目的
　1．診断・治療法の現状の総括
　2．標準的診療の普及による水準向上
　3．診断・治療法確立の必要性の啓発
　この様な背景から，日本内分泌学会臨床重要課題「悪性褐色細胞腫」検討委員会と厚生労働科学研究費補
助金難治性疾患克服研究事業「褐色細胞腫の実態調査と診療指針の作成」研究班との合同により，『褐色細胞
腫診療指針』を作成した．本診療指針作成の目的は，1）診断・治療法の現状の総括，2）現時点での標準的
診療の普及による水準向上，3）診断・治療法確立の必要性の啓発である．当該領域の医師のみならず，褐色
細胞腫を経験し得るすべての医師を対象としており，実際に患者を経験した場合に行うべき現時点での標準
的な診断，治療法を実践的にまとめると共に，今後，治療成績の向上に貢献し得ると考えられる診療技術に
ついても要約した．しかし，本疾患は極めて患者数が少ない上，最近の実態も今回の疫学調査で初めて明ら
かになったばかりであることから，現時点ではエビデンスに基づいた診断・治療法の提示は容易ではなく今
後の課題といえる．したがって，実際の臨床現場における診療は，個々の患者の病態，背景を充分に考慮し
たうえで主治医の判断で決定されるもので，本診療指針がその判断を拘束するものではない．また，本診療
指針が医療紛争，医療訴訟における判断基準を示すものでもない点を強調しておきたい．
　本診療指針は，各診療分野からの検討委員会委員，厚生労働省研究班班員の先生方に執筆，査読，評価の
役割を分担していただき改訂を重ねるとともに，外部評価の方々の意見も受けて作成したものである．これ
によりわが国における褐色細胞腫の診療水準の向上と患者ＱＯＬの改善に貢献できれば幸いである．最後に
本診療指針作成にご協力戴きました関係各位に心より御礼申し上げる．

2010 年 3 月

厚生労働省難治性疾患克服研究事業
「褐色細胞腫の実態調査と診療指針の作成」研究班　研究代表者

一般社団法人 日本内分泌学会　悪性褐色細胞腫検討委員会　委員長
成瀬　光栄

序 文（2010 年版）
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スクリーニング
対象

PPGL*の
家族歴・既住歴

高血圧
（発作性・治療抵抗性・
糖尿病合併・クリーゼ）

多彩な症状
（動悸・発汗・頭痛・

胸痛など）
副腎偶発腫瘍 （1B）

（1B）

（1B）

（1B）
（2C）

（1B）

（2C）

（1A）

（＋）（－）

（＋） （－）

（1B）

（2C）

（1B）

（1B）

スクリーニング
方法

機能診断

画像診断

臨床診断

治療

術後経過観察

PPGL*疑い

PPGL*高リスク群

正常上限の 3倍以上
境界域

境界域

境界域

異常

副腎 CT・MRI

123I-MIBG シンチ
全身 CT・MRI

薬物治療
α1遮断薬（1B）・β遮断薬（2C）・

メチロシン（2C）注 2）

注 1）国内薬事承認,保険未収載
注 2）PMDA***承認申請中
注 3）第Ⅰ章 11項参照
注 4）第Ⅱ章 1項参照

明らかな転移性病変

悪性 PPGL
診療アルゴリズム

経過観察
適宜再検査

手術

経過観察アルゴリズム注 3）

悪性度の評価注 4）

病理解析
遺伝子解析

（  ）内：推奨度とエビデンスの強さ
*PPGL：褐色細胞腫・パラガングリオーマ
**NA：ノルアドレナリン
***PMDA：独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

副腎腫瘤

褐色細胞腫 パラガングリオーマ

24時間尿中カテコールアミン 3分画（≧2倍）
24時間尿中メタネフリン 2分画（≧3倍）
クロニジン試験（NA**優位型）（抑制欠如）

（血中遊離メタネフリン，ノルメタネフリン注 1））

カテコールアミン測定に影響する食品摂取・
薬剤服用の有無確認

随時尿中メタネフリン（2分画）
血中カテコールアミン（3分画）

（血中遊離メタネフリン，ノルメタネフリン注 1））

褐色細胞腫・パラガングリオーマの診療アルゴリズム
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（2C）

（2C）

（2C）

（2C）

（2C）

（1B）

降圧治療
α1遮断薬（1B）・β遮断薬（2C）・

メチロシン 注 1）

原発巣の手術

特異的治療

123I-MIBGシンチ
病変への集積

対症的治療

①  骨転移 注5）

②  疼痛 注6）

③  便秘 注7）

手術
（デバルキング）注2）

デノスマブ、ビスホス
ホネート、外照射

WHOがん疼痛治療法
NSAIDs**・オピオイド

フェントラミン
メチロシン 注1）

131I-MIBG内照射 注3）注4）

CVD化学療法 注8）

困難
可能

注 1）PMDA***承認申請中
注 2）第Ⅰ章 6項参照
注 3）国内未承認（治験中）
注 4）第Ⅱ章 3項参照
注 5）第Ⅱ章 4項参照
注 6）第Ⅱ章 5項参照
注 7）第Ⅱ章 6項参照
注 8）第Ⅱ章 2項参照

（  ）内：推奨度とエビデンスの強さ
*PPGL：褐色細胞腫・パラガングリオーマ
**NSAIDs：non-steroidal anti-inflammatory drugs（非ステロイド性抗炎症薬）
***PMDA：独立行政法人医薬品医療機器総合機構

悪性 PPGL*

（＋） （－）

有効

継続

無効

有効

継続 参加可能な
臨床試験

無効

悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマの診療アルゴリズム
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必須項目
①副腎髄質または傍神経節組織由来を示唆する腫瘍 （注１）

副項目
①病理所見：特徴的な所見 （注２）

②生化学所見
　１）尿中メタネフリン分画の高値 （注３）

　２）尿中アドレナリンまたはノルアドレナリンの高値 （注３）

　３）クロニジン試験陽性 （注４）

　１），２），３）のうち 1 つ以上の所見があるときを陽性とする．
③画像所見
　１）腫瘍に 123I-MIBG の取り込み

確実例：１）必須項目①および副項目①を満たす場合 
２）必須項目①および副項目②と③を満たす場合

ほぼ確実例：必須項目①および副項目② - １）を満たす場合
疑い例：１）必須項目①および副項目② - ２）または② - ３）を満たす場合

２）必須項目①および副項目③を満たす場合
除外項目：偽性褐色細胞腫，神経芽細胞腫，神経節細胞腫
注１：現在，過去の時期を問わない． 
注２：腫瘍細胞の大部分がクロモグラニンＡ染色陽性であること．パラガングリオーマ疑いで副項目②
が陰性の場合は DBH 染色が陽性であること． 
注３：基準値上限の３倍以上を陽性とする．尿中メタネフリン分画はメタネフリン，ノルメタネフリン
の少なくともいずれかの高値．偽陽性や偽陰性があるため反復測定が推奨される．
注４：ノルアドレナリン高値例のみ該当．負荷後に前値の 1/2 以上あるいは 500 pg/m Ｌ以上 の場合を
陽性とする．
DBH：dopamine β -hydroxylase.

日本内分泌学会悪性褐色細胞腫検討委員会・厚生労働省難治性疾患克服研究事業「褐色細胞腫の実態調査と診療指針作成」研究
班［平成 23 年 10 月改訂］・日本内分泌学会悪性褐色細胞腫検討委員会・国立研究開発法人日本医療研究開発機構　難治性疾患実
用化研究事業「難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出」研究班・厚生労働省難治性疾患政策研究事業「副腎ホルモン
産生異常症」研究班）［平成 30 年 3 月改訂］

褐色細胞腫・パラガングリオーマの診断基準



xiii

必須項目
①褐色細胞腫・パラガングリオーマの診断基準で確実例（注１）

②副腎外腫瘍の存在（注２）

副項目
①病理所見：必須項目②の腫瘍の特徴的病理所見（注３）

②画像所見：必須項目②の腫瘍に 123I-MIBG の取り込み

確実例：必須項目①，②および副項目①または②を満たす場合
疑い例：必須項目①，②のみを満たす場合
注１：現在，過去の時期を問わない．
注２：肝臓，肺，骨，リンパ節など本来の発生組織でない組織の腫瘍．
注３：腫瘍細胞の大部分がクロモグラニンＡ染色陽性であること．パラガングリオーマの場合は DBH 染
色が陽性であること．
DBH：dopamine β -hydroxylase.

日本内分泌学会悪性褐色細胞腫検討委員会・厚生労働省難治性疾患克服研究事業「褐色細胞腫の実態調査と診療指針作成」研究
班［平成 23 年 10 月改訂］・日本内分泌学会悪性褐色細胞腫検討委員会・国立研究開発法人日本医療研究開発機構　難治性疾患実
用化研究事業「難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出」研究班・厚生労働省難治性疾患政策研究事業「副腎ホルモン
産生異常症」研究班）［平成 30 年 3 月改訂］

悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマの診断基準
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　『褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン 2018』（以下，本ガイドライン）では，近年の動向を
踏まえ下記の主要用語を可能な限り統一して使用することとした．委員間の意見の相違があった場合は
Delphi 法にてコンセンサスを形成した．
1）褐色細胞腫，パラガングリオーマの用語
　副腎原発例は「褐色細胞腫（pheochromocytoma：PCC）」，副腎外の傍神経節由来では「パラガングリオー
マ（paraganglioma：PGL）」とし，両者を包括する場合は「褐色細胞腫・パラガングリオーマ（pheochromocytoma・
paraganglioma：PPGL）」とした．
2）良性，悪性，転移性，局所浸潤性の用語
　PPGL は潜在的に転移性であることから，2017 年 WHO 分類ではすべての PPGL は悪性腫瘍の疾患コード
を付与され，「良性」の用語を用いないこととなり，本ガイドラインでも「良性褐色細胞腫」などの表現は用
いていない．一方，診断時あるいは経過中に明らかな転移性病変を呈した場合の表現として，当初，「転移性」
の用語を考慮したが，実診療では局所再発，局所浸潤を示す例も少なからず経験され，「転移性」の用語で包
含することが困難で，「浸潤性 PPGL」の用語も一般的でないことから，両者を包括する用語として「悪性」
を使用することとした．現時点の用語には多少の矛盾が残ることから，今後，国内外で用語の定義に関する
議論が必要であるが，本ガイドラインは医療関係者の実診療に資することが最大の目的であることから，委
員会の判断は合理的と考えている．
3）褐色細胞腫クリーゼ，高血圧クリーゼの用語
　従来からこれらの用語は必ずしも統一されておらず，委員間でも意見が分かれた．しかしながら，今回，
褐色細部腫とパラガングリオーマの両者を包含して意味する場合は，褐色細胞腫・パラガングリオーマとし
たことから，PPGL における「高血圧クリーゼ」の表現で統一することとした．
　これらの用語は本ガイドラインにおける原則的表現であり，個別例や状況では誤解を生じない限り，各医
師の判断で適宜弾力的に使用することに何ら制約はない．
　本ガイドラインで使用された略語を下記に示す．本文中では簡略化するため略語を使用したが，ステート
メント，図表の表題では読者の立場から略語の使用を避けた．

略 英語 日本語

ACEI Angiotensin-Converting-Enzyme Inhibitor アンジオテンシン変換酵素阻害薬

ARB Angiotensin II Receptor Blocker アンジオテンシン受容体拮抗薬

BP Bisphosphonate ビスホスホート製剤

CgA Choromogranin A クロモグラニン A

CR Complete Response 完全奏効

CT Computed Tomography コンピュータ断層撮影

CTCAE Common Terminology Criteria for 
AdverseEvents 有害事象共通用語規準

CTX C-terminal Telopeptides of collagen コラーゲン架橋 C テロペプチド

CVD Cyclophosphamide，Vincristine，
Dacarbazine

シクロホスファミド，ビンクリスチン，
ダカルバジン

DBH Dopamine β -hydroxylase ドパミンβ水酸化酵素

DOPA Dihydroxyphenylalanine ドーパ

用語および略語に関して
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ENS@T The European Network for the Study of 
Adrenal Tumours 欧州副腎腫瘍研究ネットワーク

FDG-PET Fluorodeoxyglucose-Positron Emission 
Tomography ポジトロン断層法

GAPP Grading of Adrenal Pheochromocytoma 
and Paraganglioma 褐色細胞腫・パラガングリオーマ悪性度分類

HIF Hpoxia-Inducible Factor 低酵素誘導因子

IC Informed Consent インフォームド・コンセント

ICRP International Commission on Radiological 
Protection 国際放射線防護委員会

LESS Laparoendoscopic single-site surgery 単孔式腹腔鏡手術

MAPK Mitogen-Activated Protein Kinase マイトジェン活性化プロテインキナーゼ

MEN Multiple Endocrine Neoplasia 多発性内分泌腫瘍症

MGMT O(6)-Methylguanine-DNA
 Methyltransferase DNA メチル基転移酵素

MIBG Meta-iodobenzylguanidine メタイオドベンジルグアニジン

Minds － EBM 普及推進事業 Minds（マインズ）

MRI Magnetic Resonance Imaging 核磁気共鳴イメージング

NGS Next-generation Sequencing 次世代シーケンサー

NIH National Institutes of Health アメリカ国立衛生研究所

NSAIDs Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 非ステロイド性抗炎症薬

ONJ Osteonecrosis of the Jaw 顎骨壊死

PASS Pheochromocytoma of the Adrenal Gland
 Scaled Score －

PCC Pheochromocytoma 褐色細胞腫

PFS Progression-free Survival 無増悪生存期間

PGL Paraganglioma パラガングリオーマ

PPGL Pheochromocytoma・Paraganglioma 褐色細胞腫・パラガングリオーマ

PR Partial Response 部分奏効

QOL Quality Of Life 生活の質

RECIST Response Evaluation Criteria in Solid
 Tumors 固形癌治療効果判定規準

RET Rearranged during Transfection －

SD Stable Disease 安定

SDH Succinate Dehydrogenase コハク酸脱水素酵素

SDHB Succinate Dehydrogenase Subunit B コハク酸脱水素酵素サブユニット B

SDHD Succinate Dehydrogenase Subunit D コハク酸脱水素酵素サブユニット D

TAE Transcatheter Arterial Embolization 経カテーテル動脈塞栓術

VEGF Vascular Endothelial Growth Factor　 血管内皮細胞増殖因子

VEGFR Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 血管内皮細胞増殖因子受容体

VHL von Hippel-Lindau フォン・ヒッペルリンドウ

VMA Vanillyl Mandelic Acid バニリルマンデル酸

WHO World Health Organization 世界保健機関

用語および略語に関して
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A  目　的
　本ガイドラインは，PPGL の診断・治療法を具体的かつ客観的に取りまとめた診療指針で，わが国における
PPGL 診療の標準化と診療の質向上に資することを目的とする．

B  改訂の基本方針
　既刊の『褐色細胞腫診療指針 2012』を改訂し，『褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン 2018』
とする．改訂の基本方針・要点は下記である．
1．『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2007』 に準拠し，『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル

2014』を参考にする
2．内容のアップデート
3．米国内分泌学会ガイドライン（2014）との整合性
4．客観性担保
　（1）エビデンスの強さや推奨度の付与
　（2）パブリックコメント（内分泌学会会員，患者団体）
　（3）関連学会とのコンセンサス
5．外部評価

C  方　法
1）対象とする読者
　高血圧・内分泌・泌尿器などの診療に従事するすべての医師，さらに特定健診・特定保健指導に従事する
保健師，看護師， 管理栄養士，薬剤師である．

2）作成委員
　作成委員リスト参照．

3）作成方法
　下記のプロセスで行った．
1．クリニカルクエスチョン（CQ）作成
2．文献検索
3．ステートメント作成・エビデンスレベル / 推奨度付与
4．Text 作成
5．作成委員の合意形成（Delphi 法）
6．査読委員・外部評価委員の査読
7．日本内分泌学会会員のパブリックコメント
8．日本内分泌外科学会，日本高血圧学会，日本妊娠高血圧学会の承認
9．臨床重要課題委員会の承認
10．日本内分泌学会（理事会）による最終承認

本ガイドラインについて
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4）文献検索
　主に PubMed，医学中央雑誌より 2011 年 4 月以降 2017 年 8 月の期間に発表された主要な文献，特に，①
調査対象数が多い，②発表年度が新しい，③エビデンスレベルが高い，④インパクトファクターが高い，論
文を優先した．しかしながら，わが国の診療ガイドラインであること，わが国の保険医療制度の特徴を考慮
する必要があることから，適宜，邦文論文も引用可能とした．

5）ステートメント作成
　各項目のポイントをステートメントとして３～５点を箇条書きで記載した．各ステートメント中，診療行
為に関する記述には，総体的なエビデンスの強さとそれに基づく推奨度を付与した．

6）個別文献のエビデンスレベルの付与とアウトカム全般のエビデンスの強さ
　各文献のエビデンスレベルは「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2007」に準拠し，研究デザインに
基づいて決定（表１）後，“ 文献 ” に付記した．当初，ステートメントに総合的なエビデンスレベルを記載し
たが，本ガイドライン作成過程で「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2014」が発表され，診療行為の
推奨度決定の根拠となるエビデンスの分類・表示方法が変更となったことから，それを参考とすることとし，
表２に示したルールに基づいてアウトカム全般のエビデンスの強さで表示した．

表1  研究デザインと個別アウトカムのエビデンスレベル分類

研究デザインの分類 エビデンスレベル

システマティック・レビュー（SR） Ⅰ

メタアナリシス（MA） Ⅰ

介入研究（IS）
ランダム化（RCT） Ⅱ

非ランダム化（N-RCT） Ⅲ

観察研究（OS）
コホート，症例対照研究，横断研究 Ⅳ

症例集積 ，症例報告 Ⅴ

専門家の意見（EO） ガイドラインコンセンサス・通常のレビュー Ⅵ

表2  推奨決定のための，アウトカム全般のエビデンスの強さ
　　　 （Minds2014 と Minds2007 の比較対応）

Minds2014 における
エビデンスの強さ 解　説 Minds 2007 に基づく

エビデンスレベル

A（強） 効果の推定値に強く確信がある I・II

B（中） 効果の推定値に中程度の確信がある Ⅲ・Ⅳ

C（弱） 効果の推定値に対する確信は限定的である Ⅳ・Ⅴ

D（とても弱い） 効果の推定値がほとんど確信できない Ⅴ・Ⅵ

（本ガイドライン作成委員会による）．
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7）推奨度の付与
　診療行為（検査や治療に関する推奨）には推奨度を付与した．推奨度は「Minds 診療ガイドライン作成マニュ
アル 2007」に準拠し，原則としてエビデンスレベルに基づき決定したが，その他，下記の要素を考慮して総
合的に決定した（表3）．
1．エビデンスレベル
2．エビデンスの数と結論のばらつき：同じ結論のエビデンスが多ければ多いほど，結論のばらつきが小さけ

れば小さいほど，推奨は強いものとなる
3．臨床的有効性の大きさ
4．臨床上の適用性：医師の能力，地域性，医療資源，保険制度
5．有害事象やコストに関するエビデンス
総合判定は作成委員内の議論を経てコンセンサスを形成（次項参照）した． 
　しかしながら，前述のごとく本ガイドライン作成過程で「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2014」
が発表され，診療行為の推奨の強さ（推奨度）の分類・表示法が変更となったことから，それを参考とする
こととし，表4に示したルールに基づいて推奨度を 2 段階にて表示することとした．

【記入例】

4 画像診断

11

A  画像診断の役割
　PPGL の 画 像 診 断 法 と し て は CT，MRI，123I-meta-iodobenzylguanidine（MIBG） シ ン チ グ ラ フ ィ や
18F-FDG-PET などの核医学検査がある（表1）（褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療アルゴリズム，p.x 参照）．
腹部超音波検査により偶発腫瘍として発見されることがあるが，PPGL の質的診断としては通常施行しない．
血液，尿検査で PPGL が疑われた場合は，腫瘍の存在，発生部位，広がり，転移の有無を明らかにするため
に画像診断を実施する．
　画像検査は，①両側性，多発性，転移性病変の診断，②手術適応や術式決定のための原発巣と周囲臓器や
血管との関係の詳細な評価，③術後経過観察時の再発や転移の診断，などに重要である．
　画像診断による良悪性の鑑別は困難で，転移巣がある場合に悪性と診断される．悪性の場合には，原発巣
の周囲臓器への浸潤や血管との関係を正しく評価して手術適応を判断するとともに，転移巣を明らかにして
治療方針を決定する．
　PPGL における画像診断の精度は病変の部位や性状により異なり，前述した検査種や検査法によっても異な
るが，画像診断が治療方針決定に果たす役割は明らかであり，実際に病変検出の感度，特異度とも高いこと
が明らかにされている 28-30）．検査の実施にあたっては，施設へのアクセスやコスト，禁忌などを考慮する．各
検査の特徴と有用性を以下に詳述する．

B  CT
　CT は空間分解能の優れた画像診断法であり，5 mm 程度の病変も描出可能である．腫瘍の形態や周囲の正
常臓器との位置関係など解剖学的情報が明瞭である．CT は副腎腫瘍の特異的な診断法ではない．PCC は良
性でも比較的大きいことが多く，壊死や嚢胞および出血をよく合併するため，副腎癌，転移性副腎癌との鑑
別は困難である．PCCの約10%に石灰化を認める．副腎皮質腺腫は一般的に細胞内に脂肪成分を含有するため，
腫瘍の CT 値が 10 HU 以下の場合は腺腫が第一に考えられる 31,32）．褐色細胞腫では一般的に CT 値が約 20HU
以上であることが多い 33，34）．
　PCC には脂肪を含まないのが特徴で，腫瘍内に脂肪が存在しないことを確認できれば PCC の可能性が高い．
　CT による PCC の検出感度は報告により幅があるが，約 90% である 29,32）（図1）．PGL の診断感度は高くな

》 Evidence

● 臨床的に褐色細胞腫・パラガングリオーマが疑われる場合は治療方針決定のために腫瘍の局在，広
がり，転移の有無に関する画像診断を行う 1A ．

● CT の空間分解能は高いが疾患特異性は低い．褐色細胞腫・パラガングリオーマ，転移性病変（特
に肺，肝）の診断に有用である 1B ．

● MRI のコントラスト分解能は高いが疾患特異性は低い．副腎皮質腫瘍との鑑別診断，PGL（特に
頭頸部病変），転移性病変の診断に有用である 1B ．

● 123I-MIBG シンチグラフィは疾患特異性が高く，褐色細胞腫・パラガングリオーマの診断に有用で
あるが 1A ，偽陰性に注意する．転移巣の診断にも有用であるが診断感度は劣る．甲状腺被曝を
最小限とし，頸部病変の診断精度の低下を避けるため甲状腺ブロックが推奨される 2C ．

● 18F-FDG-PET は褐色細胞腫・パラガングリオーマの転移巣検索に有用である 2C ．

》 ステートメント《

4 画像診断

上記例の「1A」の「1」は，Minds 2014 における推奨度（表 4）を表し，「A」はエビデンスの強さ（表 2）
を表している．

表3  エビデンスレベルと推奨度

推奨度 内　容 エビデンスレベルに基づく判定基準

A 強い科学的根拠があり，行うよう強く推奨する 少なくとも 1個以上のエビデンスレ
ベルⅠの研究がある

B 科学的根拠があり，行うよう推奨する 少なくとも 1個以上のエビデンスレ
ベルⅡの研究がある

C1 科学的根拠は不十分だが，行うように推奨する
エビデンスレベルⅢ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵの
研究による

C2 科学的根拠は不十分だが，行わないように推奨する

D 科学的根拠があり，行わないように推奨する 少なくとも 1個以上のエビデンスレ
ベルⅠ，Ⅱの研究がある

表4  推奨度（Minds2014 と Minds2007 の比較対応）
Minds2014 に
おける推奨度 解　説 Minds 2007 に基づく

推奨度

推奨の強さ「1」 「実施する」，または，「実施しない」ことを推奨する A/B/D

推奨の強さ「2」 「実施する」，または，「実施しない」ことを提案する C1/C2

（本ガイドライン作成委員会による）．
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8） エビデンスの解説
　個々のステートメントに関する解説を関連する文献を引用して解説した． 

9）文献リスト作成
　Minds2014 では推奨の強さの根拠は総体としてのエビデンスの強さに基づくことから，個々の文献にはエ
ビデンスレベルの付与が不要とされたが，読者には個々の引用文献のエビデンスレベルの情報も，推奨の強
さと解説文のより良い理解に役立つと判断したため，本ガイドラインでは「Minds 診療ガイドライン作成マ
ニュアル 2007」に準じて，各文献にエビデンスレベルを付記した．

D  コンセンサスの形成
　主要な用語およびステートメントにおける診療行為の推奨度に関して，委員間の意見が異なるあるいは十
分なコンセンサスが必要と判断された事項は，Delphi 法により実施した．実施した項目を下記に列記する．
1．褐色細胞腫，パラガングリオーマの用語
2．悪性，良性の表現法
3．高血圧クリーゼ，褐色細胞腫クリーゼの表現法
4．遺伝子変異の浸透率の表現法
5．PPGL の診断基準
6．病理組織診断における PASS の位置付け
7．尿中 VMA 必要性の是非
8．エビデンスレベルと推奨度の記載法を Minds2007 に準じた表示から Minds2014 を参考とする表示に修正

する件
　Round 1 の結果を集約して Round ２を実施しコンセンサスを形成し，本ガイドラインに反映させた．

E  資金源と利益相反の自己申告
　本ガイドラインの作成は一般社団法人 日本内分泌学会の事業費，国立病院機構 京都医療センター内分泌代
謝臨床研究センター臨床研究企画運営部研究費，国立研究開発法人 日本医療研究開発機構研究費（難治性疾
患実用化研究事業）「難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出」研究班（研究開発代表者：成瀬光栄），
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国際医療研究開発費「難治性副腎腫瘍の疾患レジストリーと診
療実態に関する検討」研究班（主任研究者：田辺晶代），厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患政策医療研
究「副腎ホルモン産生異常に関する調査研究班」研究費（研究代表者：長谷川奉延），によるものであり，特
定の団体や製品・技術との利害関係はない．また作成委員全員が日本内分泌学会「臨床 研究の利益相反（COI）
に関する共通指針」に沿って，適切な COI マネージメントを実施，巻末に表示した．

F  免責事項，使用上の留意点，著作権
　本ガイドラインは PPGL の診療に関して，国内外の学術論文，国内の診療実態，およびエキスパートオピ
ニオンを参考として，現時点で標準的と考えられる内容をまとめたものである．それゆえ，診療に従事する
担当医は個々の患者の状態および個々の診療施設の状況を十分に考慮して，現実的かつ弾力的に活用する必
要があり，本ガイドラインが実際の個別の診療内容を制約するものではない点に留意する必要がある．本ガ
イドラインの記載内容の責任は一般社団法人　日本内分泌学会にあるが，個々の診療行為の責任はすべて直
接の診療担当施設と担当医師にある点に留意する必要がある．それゆえ，担当医はわが国の保険医療制度お
よび国内法規を遵守して医療行為に当たる必要がある．また，本ガイドラインの著作権の一切の権利は，一
般社団法人 日本内分泌学会および『悪性褐色細胞腫の実態調査と診療指針の作成』委員会に帰属する．さらに，
本ガイドラインは日本法によって解釈され，その運用に関して何らかの紛争が発生した場合は，大阪地方裁
判所を第一審とする訴訟手続きによって解決されるものとする．
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G  作成の経緯
年 月 開催委員会 活動・作業内容

2015 7 月 改訂方針・要点の決定
執筆委員への執筆依頼

2016 4 月 診療ガイドライン　ver. 1.0
7 月 改訂依頼

2017 7 月
診療ガイドライン　ver. 2.0
ステートメントの作成（エビデンスレベル・推奨グ
レードの付与）

12 月
メーリングリスト作成
コンセンサスプロセス確認
Delphi Consensus prosess 実施

2018 2 月 テキスト完成　ver. 3.0
査読委員および外部評価委員による査読 経過報告・承認依頼

3 月 内分泌学会臨床重要課題委員会 承認

4 月

日本内分泌学会，日本高血圧学会，日本内分泌外
科学会査読実施・厚生労働省難治性疾患政策研究
事業「副腎ホルモン産生異常に関する調査研究」
研究班・患者会
内分泌学会理事会
検討委員会（宮崎）

パブリックコメント実施

審議

H  情報公開の予定
　日本内分泌学会，日本内分泌外科学会，日本高血圧学会ホームページへの掲載，日本内分泌学会雑誌への
掲載（和文），短縮版の作成，さらに英文誌への投稿などを予定している．
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1 総　論

● 褐色細胞腫・パラガングリオーマは副腎髄質または傍神経節のクロム親和性細胞から発生するカテ
コールアミン産生腫瘍で，前者を褐色細胞腫，後者をパラガングリオーマ，総称して褐色細胞腫・
パラガングリオーマと呼ぶ．神経内分泌腫瘍の一つである．

● 褐色細胞腫・パラガングリオーマ高リスク群では積極的にスクリーニング検査を実施する 1B ．
● 2017 年 WHO 腫瘍分類ではすべての褐色細胞腫・パラガングリオーマは転移の可能性のある悪性

腫瘍と定義づけられ，適切な治療と経過観察が求められる．非クロマフィン組織への転移あるいは
局所浸潤を呈する場合は悪性と確診される．明確な転移性あるいは局所浸潤性の病変を認めない場
合は悪性度の評価を行う 2C ．

》 Evidence
A  病　型
　副腎髄質あるいは傍神経節のカテコールアミン産生クロム親和性細胞から発生する腫瘍で，前者を褐色細
胞腫（PCC），後者をパラガングリオーマ（PGL），両者を総称して褐色細胞腫・パラガングリオーマ（PPGL）
と呼ぶ．古くから神経内分泌腫瘍１）の一つとされている．2017 年に発表された内分泌腫瘍の WHO 腫瘍分類２）

では潜在的に転移性で「良性」である確実な根拠がないことから，すべての PPGL に悪性腫瘍の疾患コード
（ICD-03）が付与され，「良性」の表現は使用しないことになった．すなわち，診断時に明らかな転移性ある
いは局所浸潤性病変を認めない場合は単に「PPGL」と診断し，平行して悪性度 3）の評価を行うことが推奨さ
れる（悪性度の評価法は別項目，p.42 を参照）．一方，明らかな転移性あるいは局所浸潤性病変を有する場合は，
これらいずれもの病態を包括しかつ臨床現場の用語の混乱を避けるため「悪性」の表現を用いる．
　PGL には交感神経系由来と副交感神経系由来があり，前者は主に腹部・骨盤部に発生し，ノルアドレナリ
ン産生性で悪性度が高いのに対し，後者は主に頭頸部に発生し，ホルモン産生能が低く，悪性度も低い．

B  臨床症状
　高血圧，動悸，頻脈，胸痛，頭痛，顔面蒼白，発汗，不安感など，多彩な臨床症状を示す．代謝面では高
血糖，乳酸アシドーシス，体重減少を認めることが多い．高血圧は発作型，持続型，混合型がある．時に種々
の誘因（食事，排尿，麻酔，腫瘍摘出，薬物〈β遮断薬，高用量デキサメタゾン，グルカゴン，造影剤，チ
ラミン，メトクロプラミド，三環系抗うつ薬など〉）により高血圧クリーゼを呈する．一方で，無症候性，正
常血圧性で副腎偶発腫瘍として発見される例も少なくない．実際に，副腎偶発腫瘍の 5 ～ 10% は PCC であり，
近年では PCC 全例の約 25% は副腎偶発腫瘍として発見されている．ドパミン産生性 PGL では，正常血圧～
低血圧を呈することがある．また，原因不明の起立性低血圧を示す例もある．アドレナリン産生性腫瘍では，
低血圧やショック症状を呈することがある．その機序として血管内容量の減少，腫瘍壊死によるカテコール
アミン分泌の急な低下，アドレナリン受容体の脱感作，低カルシウム血症などがあげられる．時に，心筋梗塞，
不整脈，大動脈解離，腫瘍内壊死，腫瘍破裂などによりショックをきたす例もある．その他，タコツボ心筋症，
高血圧性脳症，脳血管疾患による突然死，心不全などもある．

》 ステートメント《
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C  スクリーニング検査の対象
　PPGL の既往歴ないし家族歴，PCC を伴う遺伝性疾患（多発性内分泌腫瘍 2 型，VHL 病，神経線維腫Ⅰ型），
動悸，発汗，頭痛，胸痛などの多様な症状（spells と表現される），発作性高血圧，治療抵抗性高血圧，糖尿
病合併の高血圧，副腎偶発腫瘍などは，臨床的に「PPGL ハイリスク群」と位置付けられ，積極的にスクリー
ニングすべき対象疾患 4）である（褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療アルゴリズム p.x 参照）．通常の高血
圧患者におけるスクリーニングの費用対効果は確立していない．
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》 Evidence

》 ステートメント《

2 全国疫学調査

● 平成 21 年度に実施された全国疫学調査推定患者数は良性 2,600 例，悪性 320 例である．
● 男女差なく推定発症平均年齢は 40 ～ 45 歳であるが幅広い年齢層に分布する．
● 症候性（高血圧あり）は約 65%，無症候性は約 35% で，副腎偶発腫瘍としても発見される．
● 副腎外，両側性，悪性は各々約 10%，家族歴のあるものは約 5% である．
● 131I-MIBG あるいは 123I-MIBG シンチグラフィは約 10% で偽陰性である．

　本項は過去の疫学調査結果をまとめたものであることから，褐色細胞腫の呼称，定義は必ずしも本ガイド
ラインとは一致しない場合がある点に注意を要する．
A  疫　学
　褐色細胞腫の正確な有病率は不明である．オーストラリアにおける報告 5）では，成人 100 万人あたり，年
間に 1.55 名とされている．これは，成人の 20% が高血圧と仮定すると，年間，100 万人の高血圧者のなかで，
褐色細胞腫は約 5 人という計算になる．しかし，多くの患者は，腹痛，嘔吐，呼吸困難，低血圧などの非特異
的症状を呈すことから，一生涯のうちに褐色細胞腫と診断されない例も少なくない．わが国では厚生省（当時）

「副腎ホルモン産生異常症調査研究班」（竹田班，名和田班）により全国疫学調査が実施されている（表1）．

表1  褐色細胞腫に関する疫学調査の比較
副腎ホルモン産生異常症
調査研究班
（竹田班）＊1）

副腎ホルモン産生異常症
調査研究班
（名和田班）＊2）

褐色細胞腫の実態調査と
診療指針の作成研究班
（成瀬班）＊3）

調査期間 1973〜1982年（10年間） 1997 年（1年間） 2008 年（1年間）

対象施設 300 床以上の病院 すべての大学病院・一般
病院から層別無作為抽出

すべての大学病院・一般
病院から層別無作為抽出

対象診療科 内科，小児科，外科，泌
尿器科

内科，内分泌代謝科，小
児科，脳外科，泌尿器科

内科，循環器科，外科，
小児科，泌尿器科，放射
線科，小児外科

対象診療科数 4,060 5,912
（院内標榜 6,303）

一次調査症例数 862 522 1,649

推計患者数
［95％信頼区間］

1,030
［860 〜 1,200］

2,920
［2,580 〜 3,260］

＊ 1）厚生省特定疾患内分泌系疾患調査研究班 「褐色細胞腫の全国集計および第３期ステロイドホルモン産
生異常症の全国集計について」

＊ 2）厚生省特定疾患内分泌系疾患調査研究班 「副腎ホルモン産生異常症の全国疫学調査」
＊ 3）厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 「褐色細胞腫の実態調査と診療指針の作成」
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B  竹田班の集計結果 6）

　調査期間は 1973 ～ 1982 年の 10 年間，全国の 300 床以上の病院を対象に実施された．その結果，10 年間に
493 例が報告され，男女比は 1：1.17 とやや女性に多く，発症年齢は 7 ～ 81 歳で，平均は男 41 歳，女 42 歳，
好発年齢は男 30 ～ 40 歳代，女 40 ～ 50 歳代であった．家族内発生を全例の 4.7 % に認めた．病型は発作型，
持続型がほぼ同数で，胸部 X 線上の心拡大を 24 %，心電図異常を 70 % に認めた．眼底所見は持続型で強い
高血圧性変化を呈した．血中カテコールアミンは基準値の平均 15 倍に上昇，72 % で高レニン，75 g 経口ブ
ドウ糖負荷試験（OGTT）で 38.5 % が糖尿病型，50.8 % が耐糖能異常を示した．良性腫瘍は 89 %，悪性腫瘍
は 11 % で，良性腫瘍の 84 % は副腎内発生，15.7 % が副腎外，悪性腫瘍の 56.3 % が副腎内，39.6 % が副腎外
であった．逆に副腎内腫瘍の約 7.6 % が悪性，副腎外腫瘍の約 23.6 % が悪性であった（図1）．腫瘍の大きさ
は l ～ 25 cm と差を認めた．合併症として von Recklinghausen 病（17 例）， VHL 病（3 例），悪性腫瘍（52 例）

（その内 65.4 % が甲状腺髄様癌）の他，脳血管障害，心疾患（心筋梗塞，狭心症，心筋症，刺激伝導系の異常），
胆嚢結石を認めた．経過中 50 例は周術期の合併症を含め腫瘍死している．

C  名和田班の集計結果 7,8）

　調査期間は 1997 年の 1 年間で，全国の一般病院から規模別に無作為抽出し，大学病院と大規模病院は悉皆
調査とされ，計 17,740 施設が対象となった．全国推計患者数は 1,030 例 95 % 信頼区間：860 ～ 1,200，男女比
は 1.1：1 で，幅広い年齢層にわたる 1 峰性の分布を認めた．平均年齢は男 53.6 歳，女 51.6 歳，推定発症年齢
の平均は男 46.3 歳，女 41.2 歳であった．高血圧を呈する症候性は 66.3 %（発作型 38.5 %，持続型が 28.3 %），
無症候性が 33.7 % であった．悪性例，家系内発症例，副腎外発生例，両側副腎発生例は 5.0 ～ 11.3 % であっ
た（図2）．18 例（全体の 6.4 %）に甲状腺髄様癌合併例（MEN2）を認めた．131I-MIBG シンチグラフィは約
11.3 % に偽陰性を認めた（表2）．診断のための各種負荷試験の実施率は約 10 % で 131I-MIBG シンチグラフィ
の進歩による実施率の低下と推定された．腫瘍摘出術施行率は 91.8 %，全摘成功率 93.1 %，術中・術後のショッ
ク出現率は 8.1 % であった．内視鏡下腫瘍摘出術が約 15 % で施行され，摘出成功率 89.7 %，術中のアクシデ
ント発生率は 5.1 % で開腹術と差を認めず．81.4 % が治癒ないし改善，13.7 % が不変ないし悪化，1.8 % が死亡，
不明 3.1 % であった．

D  成瀬班　平成 21 年度　PPGL 全国疫学調査 9）

　平成 21 年度厚生労働省難治性疾患克服研究事業の一環とし 2009 年に PPGL 全国疫学調査（一次，二次調査）
を実施した．一次調査は患者数の推計にあたり，全国の一般，大学病院から 2,387 施設を無作為抽出，内科，
外科，泌尿器科，循環器科，小児科，小児外科，放射線科の計 5,912 診療科を対象に調査した．調査対象期間

全　  体
11.0% 7.6%

23.6%

89.0% 92.4% 76.4%

副  腎  内  腫  瘍

良性 悪性

副  腎  外  腫  瘍

図1  悪性褐色細胞腫の悪性の割合
 （文献 6）より引用）
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90.1% 9.9%

21.4%

11.3%

7.4%

8.2%

90.1%

副腎内
副腎外

片側性

両側性
不明

10.7%
不明

11.0%
不明

8.1%
5.0%

不明

11.0%
不明

悪性

悪性

家系内発症

67.9%良性78.7%

10.2%

良性

77.7%良性

86.9%散発性

悪性

図 2  褐色細胞腫・パラガングリオーマの副腎内外の分布と悪性の頻度
 （文献 7,8）より引用）

表 2  褐色細胞腫・パラガングリオーマの
131I-MIBG シンチグラフィ陽性率

陽性 陰性 不明

症候性 82.9％ 14.3％ 3％

無症候性 94.5％ 5.5％ 0％

合計 86.9％ 11.3％ 1.8％

（例）

良性 悪性

（2,600）
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（320）

悪性の割合
11.0％

図 3  褐色細胞腫・パラガングリオーマの推計患者数
（平成 21 年度疫学調査から）

総患者数 2,920 例（良性 2,600 例，悪性 320 例）．

は 2008 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日の 1 年間に，受診のあった PPGL 患者（外来，入院患者含む）とした．
推計結果は，良性 2,600 例，悪性 320 例で悪性率が 11.0 % であった（図 3）．二次調査で得た臨床情報によれば，
男性 47.1 %，女性 52.9 %，平均年齢は良性 55.3 歳，悪性 53.0 歳であった．また，推定発症年齢は良・悪性と
も全体の約 50 % が 50 歳未満の若年者で占めた．腫瘍の局在は 82.7 % が副腎で左右に偏りはなく，副腎外は
17.3 %，その 70 % 以上が腹部にみられた（図 4, 5）．
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図4  褐色細胞腫・パラガングリオーマの副腎内外の分布と悪性の割合，腫瘍の局在，
多発性の割合（不明例を除いた集計）

図5  全褐色細胞腫・パラガングリオーマの特徴（不明例を除いた集計）

82.7%

88.6%

88.7%

（915）

（811）

（800） 80.6%（150）

17.3%

11.4%

（192）

（104）

11.4%（103） 4.1%5.1%

2.6%

（8）

12.2%
19.4%11.3%

（24）
（36）（102）

（5）

（10）

副腎

良性

単発 単発

66.7%（128）

76.0%（149）45.5%（413） 43.1%（391）

良性

腹部右 左

悪性

両側 胸部

頭頸部 膀胱
多発 多発

その他

悪性

副腎外

33.3%（64）

11.0%

10.0%

17.3%

12.7%

悪性
良性

副腎外
副腎

多発性
単発性

家族性
弧発性

89.0%

87.3%

82.7%

90.0%
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》 Evidence

》 ステートメント《

A  生化学的診断
1）測定上の注意
　カテコールアミンやカテコールアミン代謝物は運動，ストレス，体位などの影響を受け増加することから，
空腹時で少なくとも 20 分以上の安静臥床後に前腕の血管で留置針を用いて採血するのが望ましいが，日常診
療で実施困難な場合は可能な限り安静座位とし標準的な静脈穿刺採血を行う．カテコールアミン含有量の多
い食物（バナナ，フルーツジュース，ナッツ類，トマト，ポテト，豆類，カテコールアミンの遊離を刺激す
る食品（カフェイン含有のコーヒー，チラミン含有のバニラアイス，バニラを含む菓子，チーズ，赤ワイン
など）の摂取を控える必要があるが，影響は個人差が大きい（褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療アルゴ
リズム ,p.x 参照）．カテコールアミンレベルに影響する薬剤（表１）は可能な限り中止して採血を行う 10,11）．
ほとんどの降圧薬は測定に影響しない．高用量デキサメタゾンの内服投与により高血圧クリーゼが誘発され
たとの報告 12）があり，測定値に影響する可能性があるので注意を要する．

2）カテコールアミンと代謝物の測定
　生化学的診断のため尿中および血中カテコールアミン濃度（アドレナリン，ノルアドレナリン），尿中メタ
ネフリン分画（メタネフリン，ノルメタネフリン），尿中バニリルマンデル酸（VMA）を測定する（褐色細
胞腫・パラガングリオーマ診療アルゴリズム，p.x 参照）．カテコールアミン，メタネフリン分画の測定法の
進歩，普及により VMA の診断的意義は少なくなっている．
a）血漿カテコールアミン濃度，尿中カテコールアミン排泄量
　PCC では血漿アドレナリン濃度の高値を認め，PPGL では血漿ノルアドレナリン濃度の増加を認めるが，
血中濃度は生理的変動が大きく，正常とのオーバーラップが大きい．血漿カテコールアミン濃度の総和（ア
ドレナリン＋ノルアドレナリン≧ 2,000 pg/mL）の診断精度が 98 ％との報告がある 13）．発作型の非発作時や
カテコールアミン非分泌型では血漿カテコールアミン濃度が正常値を示すため，正常値であっても PPGL を
否定できない．24 時間蓄尿中カテコールアミン分画も診断に有用である．通常，基準値上限の２倍以上，す
なわち尿中アドレナリンは 35 μg/ 日以上，尿中ノルアドレナリンは 170 μg/ 日以上，ドパミンは 700 μg/
日以上をカットオフとすることが推奨されている 14,15）．後述する尿中メタネフリン分画や血中遊離メタネフリ
ン分画（保険適用外）のほうが血中カテコールアミン濃度，尿中カテコールアミン排泄量測定と比較し診断

● 機能診断とその判定に際しては，運動，ストレス，体位，各種食品，薬剤などの測定値への影響を
考慮する必要がある 1B ．

● まず外来で実施可能な血中カテコールアミン分画（正常上限の 3 倍以上ないしアドレナリンとノル
アドレナリンの和≧ 2,000 pg/mL），随時尿中メタネフリン分画（メタネフリン，ノルメタネフ
リン）（正常上限の 3 倍以上または 500 ng/mg・Cr 以上）の増加を確認する 1B ．

● 24 時間尿中カテコールアミン（正常上限の 2 倍以上），24 時間尿中総メタネフリン分画（正常上
限の 3 倍以上）の増加を確認する 1B ．

● ノルアドレナリン優位型ではクロニジン抑制試験が有用である 2C ．
● カテコールアミン分泌誘発試験は危険を伴うため実施すべきでない 1A ．

3 機能診断
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精度が高いとの報告が多い 16-19）．
b）尿中メタネフリン分画
　メタネフリン，ノルメタネフリンは各々アドレナリン，ノルアドレナリンの安定な代謝産物（O- メチル化
代謝物）で，神経終末や標的細胞内においてカテコール -O- メチル転換酵素（COMT）の作用によりメチル化
を受け生成される．安定な代謝産物で必ずしも酸性蓄尿を必要としない．外来における随時尿中メタネフリ
ン濃度，ノルメタネフリン濃度（いずれもクレアチニン〈Cr〉濃度で補正）の増加（500 ng/mg・Cr 以上）
はスクリーニング検査として有用である 20）．随時尿中メタネフリン高値を認めたときは 24 時間蓄尿中メタネ
フリン分画による確定診断 21）を行う．メタネフリンとノルメタネフリンの合計が正常上限の 3 倍以上（≧ 1.8 mg/
日）13）である場合の診断精度は 98％と報告されている．
c）血中遊離メタネフリン分画（保険適用外）
　PPGL は COMT が豊富であり，腫瘍局所でカテコールアミンから産生された遊離メタネフリンは血中に放
出され尿中に排泄される．循環血中メタネフリンの 90％以上，ノルメタネフリンの 23 ～ 40％は副腎内のカ
テコールアミンからの代謝産物である．カテコールアミンは腫瘍から常に分泌されているわけではないのに
対して，遊離メタネフリン分画は常に血中に分泌されており，診断的意義が高い 22,23）．血中および 24 時間尿
中メタネフリン 2 分画の正診率は各々 98%，95%，感度は 96%，89%，特異度は 97%，94% と報告されている 24）．
反復測定した血中遊離メタネフリン分画が正常であれば PPGL はほぼ除外診断可能である．欧米ではその簡
便性と診断精度の高さから一般的に使用されており，米国のガイドライン 4）でも第一選択とされている．わ
が国でも血漿中遊離メタネフリン濃度の測定の有効性が報告 18）され，薬事承認に向けた取り組みがなされて
いる．
d）血中クロモグラニン A 濃度（保険適用外）
　副腎髄質細胞の分泌顆粒内に存在しカテコールアミンとともに分泌される蛋白である．主に腎排泄性であ
り腎機能低下により上昇するなど測定系に影響を与える因子がある．非機能性 PPGL の診断に有用であるが，
測定法により感度，特異度が異なり，現時点では補助的診断として用いられる 25）．

B  内分泌学的負荷試験
1）カテコールアミン分泌抑制試験
　クロニジン抑制試験がある．クロニジンはα2 アドレナリン受容体作動薬で，正常では脳や交感神経末端か
らのノルアドレナリン分泌を抑制するが，PPGL ではこの抑制が欠如している．β遮断薬などの交感神経遮断
薬を 48 時間以上中止し，空腹時に 20 分安静臥床して行う．負荷前に採血，血圧測定後クロニジン（カタプ
レス ®）を 0.15 ～ 0.3 mg を内服し，180 分後に採血，血圧測定を行う．健常者では血中アドレナリン濃度＋
ノルアドレナリン濃度の 180 分値が前値の 50％未満に低下するか，または 500 pg/mL 未満に低下するが，
PPGL では低下しない 26）．特にノルアドレナリン型の PPGL で有用である．この際，血中遊離ノルメタネフ
リン濃度を用いると感度，特異度が向上するとの報告もある．

表1  カテコールアミン測定値に影響を及ぼす薬剤と食品

薬　剤
三環系抗うつ薬，レボドパ，アドレナリン受容体作動薬を含む薬剤
（うっ血除去剤のナファゾリン点鼻薬，トラマゾリン点鼻薬など），
多くの向精神病薬（ブスピロンなど），プロクロルペラジン，クロニジン中断，エタノー
ル，アンフェタミン，メトクロプラミド　

食　品
カフェイン含有のコーヒー，バナナ，柑橘類，バニラアイス，バニラを含む菓子，
チラミン含有のチーズ，赤ワインなど

 （文献 10）より引用，一部改変）
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2）カテコールアミン分泌刺激試験
　グルカゴン負荷試験，メトクロプラミド試験が従来は行われていたが特異度も低く，高血圧クリーゼの危
険があり実施すべきではない 27）．

3）フェントラミン（レギチーン®）試験
　α受容体遮断薬であるフェントラミン静注により有意な降圧を認める場合に本疾患を疑うという検査であ
るが，著明な降圧により危険を伴うため実施すべきではない．
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A  画像診断の役割
　PPGL の 画 像 診 断 法 と し て は CT，MRI，123I-meta-iodobenzylguanidine（MIBG） シ ン チ グ ラ フ ィ や
18F-FDG-PET などの核医学検査がある（表1）（褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療アルゴリズム，p.x 参照）．
腹部超音波検査により偶発腫瘍として発見されることがあるが，PPGL の質的診断としては通常施行しない．
血液，尿検査で PPGL が疑われた場合は，腫瘍の存在，発生部位，広がり，転移の有無を明らかにするため
に画像診断を実施する．
　画像検査は，①両側性，多発性，転移性病変の診断，②手術適応や術式決定のための原発巣と周囲臓器や
血管との関係の詳細な評価，③術後経過観察時の再発や転移の診断，などに重要である．
　画像診断による良悪性の鑑別は困難で，転移巣がある場合に悪性と診断される．悪性の場合には，原発巣
の周囲臓器への浸潤や血管との関係を正しく評価して手術適応を判断するとともに，転移巣を明らかにして
治療方針を決定する．
　PPGL における画像診断の精度は病変の部位や性状により異なり，前述した検査種や検査法によっても異な
るが，画像診断が治療方針決定に果たす役割は明らかであり，実際に病変検出の感度，特異度とも高いこと
が明らかにされている 28-30）．検査の実施にあたっては，施設へのアクセスやコスト，禁忌などを考慮する．各
検査の特徴と有用性を以下に詳述する．

B  CT
　CT は空間分解能の優れた画像診断法であり，5 mm 程度の病変も描出可能である．腫瘍の形態や周囲の正
常臓器との位置関係など解剖学的情報が明瞭である．CT は副腎腫瘍の特異的な診断法ではない．PCC は良
性でも比較的大きいことが多く，壊死や嚢胞および出血をよく合併するため，副腎癌，転移性副腎癌との鑑
別は困難である．PCCの約10%に石灰化を認める．副腎皮質腺腫は一般的に細胞内に脂肪成分を含有するため，
腫瘍の CT 値が 10 HU 以下の場合は腺腫が第一に考えられる 31,32）．褐色細胞腫では一般的に CT 値が約 20HU
以上であることが多い 33，34）．
　PCC には脂肪を含まないのが特徴で，腫瘍内に脂肪が存在しないことを確認できれば PCC の可能性が高い．
　CT による PCC の検出感度は報告により幅があるが，約 90% である 29,32）（図1）．PGL の診断感度は高くな

》 Evidence

● 臨床的に褐色細胞腫・パラガングリオーマが疑われる場合は治療方針決定のために腫瘍の局在，広
がり，転移の有無に関する画像診断を行う 1A ．

● CT の空間分解能は高いが疾患特異性は低い．褐色細胞腫・パラガングリオーマ，転移性病変（特
に肺，肝）の診断に有用である 1B ．

● MRI のコントラスト分解能は高いが疾患特異性は低い．副腎皮質腫瘍との鑑別診断，PGL（特に
頭頸部病変），転移性病変の診断に有用である 1B ．

● 123I-MIBG シンチグラフィは疾患特異性が高く，褐色細胞腫・パラガングリオーマの診断に有用で
あるが 1A ，偽陰性に注意する．転移巣の診断にも有用であるが診断感度は劣る．甲状腺被曝を
最小限とし，頸部病変の診断精度の低下を避けるため甲状腺ブロックが推奨される 2C ．

● 18F-FDG-PET は褐色細胞腫・パラガングリオーマの転移巣検索に有用である 2C ．

》 ステートメント《

4 画像診断
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いが，SDH 遺伝子変異例における胸腹部や骨盤部のスクリーニングや悪性 PPGL の肺転移や肝転移の診断に
は CT が優れている 28,29,35）．
　PCC は血管が豊富なため， 造影 CT のダイナミック早期相で濃染することが多く，造影早期相（動脈相）
と後期相（静脈相）を撮像した場合には，後期相で造影剤の洗い出し（washout）がみられる 31,32）（図1）．こ
れらの所見は副腎癌や転移性副腎癌でもみられるため注意が必要である．外科的治療前には腫瘍と血管との
関係の評価が重要であるため，造影が望ましい．しかし，ヨード造影剤は本症に対しては原則禁忌となって
いるため，造影 CT の施行時には，①文書による同意，②発作の発症を認めた際の準備（血圧，心電図モニター，
フェントラミン〈レギチーンⓇ〉）が推奨される．現在使用されている非イオン性造影剤では，昇圧発作の頻
度はそれほど高くないとされる 36）．

C  MRI
　PCC は MRI の T1 強調像で低信号，T2 強調像で高信号を呈し，副腎腫瘍の質的診断に役立つが，例外も
多いことに注意が必要である 37）．CT と比較して少量の脂肪を chemical shift imaging で確認して腫瘍を鑑別
できる利点がある 38）．水と脂肪のプロトンの信号が同位相になる in phase と比較して，両者の信号が逆位相
になる opposed phase で信号の低下がみられない場合（信号低下率＜ 10％）は，皮質腺腫ではなく PCC の可
能性が高い（図2）．MRI は非造影でもコントラスト分解能が高いため，CT よりも PGL や再発および転移の
診断能が高い 28,29）．特に頭頸部病変や SDH 変異例には MRI が優れており，感度は 85 ～ 90%，特異度は約
95% と報告されている 29,35）．
　悪性 PPGL では骨，肝，肺，リンパ節などに転移を認める．CT や MRI は空間分解能が高いため小さなリ
ンパ節転移や肺転移の描出に有利であるが，疾患特異性は低い 30）．
　頻回の検査が必要となる場合や小児では，被曝を考慮してMRIを優先する．一方，体内に磁性体の金属やペー
スメーカーを装着している場合には，MRI を行わない．

表1  褐色細胞腫・パラガングリオーマにおける画像診断の特徴と欠点

検査種 特徴 欠点

CT

空間分解能が高い
特徴的な描出パターンあり

（比較的高吸収 [CT 値≧ 20 HU]；動脈相で濃染し後期相
で洗い出し）

疾患特異的でない
副腎癌や転移との鑑別必要
CT の造影剤使用は原則禁忌

MRI

コントラスト分解能が高い
特徴的な描出パターンあり

（T1 強調像で低信号，T2 強調像で高信号；chemical 
shift imaging の opposed phase での信号低下なし；動
脈相で濃染し後期相で洗い出し）

疾患特異的でない
副腎癌や転移との鑑別必要

123I-MIBGシンチグ
ラフィ

疾患特異性が高い
全身検索が容易

空間分解能が低いため感度は低い
悪性，SDH 変異例で検出感度低い

111In-octreotide
シンチグラフィ

疾患特異性が高い
SDH 変異例でも検出感度が高い 空間分解能が低いため感度は低い

18F-FDG-PET 悪性腫瘍に高集積し感度が高い
全身検索が容易 疾患特異的でない

18F-F-DOPA-PET 疾患特異性が高い
悪性，SDH 変異例にも感度が高い 本邦未承認
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　造影 MRI では，CT と同様に早期から強く造影されることが多いが，良悪性の鑑別は困難である．MRI の
造影剤の投与によりカテコールアミンが上昇したとの報告はない．体幹部の拡散強調 MRI は，悪性 PPGL の
リンパ節転移や肝転移巣の診断に有用である 39）．
D  123I-MIBG シンチグラフィ
　CT や MRI などの解剖学的診断法は空間分解能が高いため異常所見の検出に優れる一方，質的診断は困難
なことが少なくない．また，術後の変化やクリップなどによるアーチファクトによって診断が困難な場合も
ある．これに対して 123I-MIBG シンチグラフィは質的診断に役立つ．
　123I-MIBG はグアニジンの類似化合物でノルアドレナリン・トランスポータを介して細胞内に取り込まれる
ため，PPGL をはじめとする神経内分泌腫瘍に特異的な画像診断法である．123I-MIBG は画像化に適したエネ
ルギーのγ線を放出する．半減期が短く細胞傷害性の強いβ線を放出しないため，被曝の観点からは甲状腺
ブロックの必要性は低いが，体内で遊離したフリー 123I の甲状腺集積を抑える必要がある．さらに頸部病変を
疑う場合に甲状腺への 123I 集積により診断精度が低下する可能性があることから，前処置として甲状腺ブロッ
クが推奨される．甲状腺ブロックはヨウ化カリウム（50 〜 100mg/ 日）あるいはルゴール液（5 〜 10 滴 / 日）
を検査の 3 日前から検査終了まで内服する．レセルピンや三環系抗うつ薬は，MIBG の細胞への取り込みを
阻害するため，検査の 1 週間前から中止する．
　123I-MIBG は特異的な薬剤であるため，副腎腫瘍に集積する場合には PCC の可能性が高い．ただし，正常
副腎にも MIBG は生理的に取り込まれ，非対称性のこともあるため，異常の判定には注意を要する．PCC の
場合には，感度および特異度とも 90％以上である 40,41）．神経内分泌機能に基づく画像診断は，悪性の場合に
検出感度が劣る傾向があるが，良性であっても PGL，多発性，SDH 遺伝子変異例や遺伝性 PPGL では診断能
が低下する 40,42）．
　MIBG は交感神経機能を反映して唾液腺や心筋などの正常臓器にも集積するが，正常では集積のみられな
い臓器に集積を認める場合には転移と診断される．空間分解能が低いため，小さな病巣の検出には限界がある．
また肝臓は正常でも軽度の集積がみられるため，肝転移の診断能は劣る．悪性 PPGL の転移巣の診断能は
90% 程度である 41,42） （図3）．悪性 PPGL や SDH 変異例の場合には 18F-FDG-PET が優れている 30,42,43）．
　悪性 PPGL における 131I-MIBG 内照射療法の適応判定には，全身シンチグラフィによる病巣への MIBG 集
積の評価が必須である．原発巣が比較的大きい場合や PGL，SDH 変異例などの場合には，悪性の可能性を疑い，
123I-MIBG シンチグラフィや 18F-FDG-PET による全身評価を行う．123I-MIBG は神経芽細胞腫，甲状腺髄様癌，
神経内分泌腫瘍などにも集積するが，悪性 PPGL と比べて検出能は低い．これらの腫瘍も，原発巣の治療は
外科的切除が第一選択であるが，MIBG が集積する転移や再発例は，131I-MIBG 内照射療法の適応である

（131I-MIBG 内用療法は保険適用外であるが，先進医療 B が終了し，平成 30 年 1 月現在，開発企業治験が進行中．
治療の項参照）
　ソマトスタチン受容体（SSR）を画像化する 111In-octreotide シンチグラフィは，2015 年に薬価収載され，
臨床で使用されている．PPGL は神経内分泌腫瘍として保険適用となる．海外の多施設研究によると，SDH
変異を有する症例では 123I-MIBG よりも病変検出能が高く，特に MRI との組み合わせが有用とされている 35）．

E  18F-FDG-PET
　18F-FDG は腫瘍に対する特異性は高くなく，肝や骨髄と同様，正常な副腎にもある程度集積し，良性の皮質
腺腫にも集積を認めることが多い．PPGL は 18F-FDG 集積が亢進していることが多く，検出感度は 70 〜 80%
と報告されている 30,42）．悪性 PPGL は良性よりも集積が高いため，感度は 77 〜 90％と優れている 30,42,44） （図3）．
　脱分化した腫瘍細胞には一般に 123I-MIBG の集積が低いが，18F-FDG は細胞のエネルギー代謝を反映するた
め，増殖能の高い腫瘍細胞への集積は一般に高度である．悪性 PPGL や SDH 遺伝子変異例など，123I-MIBG
による診断能が低い場合には 18F-FDG-PET の診断的価値が高く，転移巣の評価にも有用である 30,35,44）．また，
PET は代謝を指標とした治療効果判定法として役立つ可能性がある 45）．一方，褐色脂肪組織への取り込みに
よる偽陽性にも注意を要する 46）（図3）．
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図1  右副腎褐色細胞腫の造影 CT
腫瘍は造影早期相（A）で濃染し，後期相（B）で造影剤の洗い出しがみられる（矢印）．

図2  右副腎褐色細胞腫の MRI
腫瘍の信号は gradient echo 法による T1 強調像で，in-
phase（A）に対して opposed phase（B）で低下せず

（矢印），脂肪を含まないことがわかる．腫瘍は T2 強調像
（C）で高信号を呈する．

C

F  その他の画像検査法
　保険適用はないが，18F-fluorodopamine PET や 18F-F-DOPA-PET，特に後者は疾患特異性が高く，18F-FDG
よりも生理的，非特異的集積が少ないため，PGL，特に頭頸部病変，MEN2 型，VHL 病などに有用とされる
30,42,43,47）．近年，ソマトスタチン受容体を画像化する 68Ga-DOTATATE-PET や 68Ga-DOTATOC-PET が神経
内分泌腫瘍の診断薬として，それぞれ米国と欧州で承認 48）されており，PPGL の診断にも有用であるが，い
ずれもわが国では未承認である．骨シンチグラフィは骨形成を反映するトレーサーであるため，悪性 PPGL
に多い溶骨性転移の診断能は低い．

A

A

B

B
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図1  右副腎褐色細胞腫の造影 CT
腫瘍は造影早期相（A）で濃染し，後期相（B）で造影剤の洗い出しがみられる（矢印）．

図3  パラガングリオーマの 123I-MIBG シンチグラフィおよび 18F-FDG-PET
123I-MIBG シンチグラフィ（A）で両肩，椎体，仙骨，右腸骨，右坐骨などに多発性の異常な高集積が認められる．左上腹部

（矢印）は原発巣である．18F-FDG-PET（B）で多発性骨転移と原発巣に 18F-FDG の高集積がみられる．大腸に非特異的な集
積がある．鎖骨や椎体の周囲に認める集積は，褐色脂肪組織と考えられる．

A B
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A  治療の原則
1）機能性PPGLの周術期および非手術例における過剰カテコールアミン作用の阻害
　慢性的なカテコールアミン過剰による心筋障害，心不全，虚血性心疾患，高血圧，高血糖を生じ，脳心血
管イベント発生のリスクとなる．また，高血圧クリーゼでは，発作性の著明な高血圧，脳血管障害，虚血性
心疾患，肺水腫など致死的心血管イベントを惹起する可能性がある．
　原則として手術治療が第一選択であるが，その周術期管理のため PPGL と診断したら，直ちに過剰カテコー
ルアミンの作用を阻害する薬物療法を開始する 10,49,50）．治療の目的は，血圧，心拍数のコントロール，不整脈
治療，減少した循環血漿流量の正常化，周術期および術中の血中カテコールアミンの急激な上昇の結果生じ
る心血管系合併症の防止である（褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療アルゴリズム，p.x 参照）．

2）選択的α1遮断薬の投与
　術前治療法に関する無作為化比較試験によるエビデンスはないが，α遮断薬を含む十分な術前治療の導入後，
周術期死亡率は 3％未満に低下していることから 50），α遮断薬の投与が推奨される．常用量から開始し 49,51,52），
降圧目標（140/90 mmHg 未満）53）に達するまで数日ごとに漸増する．経口α遮断薬の投与成績には，非選択
的α遮断薬フェノキシベンザミンと選択的α 1 遮断薬（プラゾシン 〈ミニプレス ®〉，ドキサゾシン 〈カルデ
ナリン ®〉，ウラピジル〈エブランチル ®〉）がある 54）が，わが国では選択的α 1 遮断薬のみが保険適用となっ
ている．非選択的α遮断薬と選択的α 1 遮断薬のいずれが優れているかの十分なエビデンスはない．選択的
α 1 遮断薬がより術前拡張期血圧が低く，術中の脈拍数が少なく，術後の循環動態回復が早いとの報告があ
る 55）．
　選択的α 1 遮断薬の薬剤間の有効性，安全性の差異に関するエビデンスはないが，作用時間が長いドキサ
ゾシンが汎用されている．1 ～ 2 mg/ 日（分 1 ～ 2）から開始し，血圧が目標値まで低下するよう 2 ～ 3 日ご
とに 32 mg まで適宜漸増する 55）（表１）．初回投与時起立性低血圧をきたすことがあるので，就寝前から投与
を開始する．
　α・β遮断薬はラベタロール（トランデート ®）とカルベジロール（アーチスト ®）があるが，いずれも
β遮断作用がα遮断作用より強く血圧上昇発作の危険があり推奨されない 1A ．ラベタロールは 131I-MIBG
の集積を阻害し画像検査結果に影響する可能性がある．

》 Evidence

》 ステートメント《

● 機能性褐色細胞腫・パラガングリオーマの周術期および非手術例の血圧管理と心血管系合併症の予
防を目的として，過剰カテコールアミン作用の十分な阻害が必要である 1A ．

● 選択的α 1 遮断薬を第一選択薬とする 1B ．降圧不十分な場合，Ca 拮抗薬を併用する 2C ．
● 頻脈・頻脈性不整脈，心筋障害，心不全，虚血性心疾患合併例でβ遮断薬を併用する 2C ．α 1

遮断薬に先行するβ遮断薬の投与は禁忌である 1A ．
● 循環血液量の減少に伴う起立性低血圧および術後過度の降圧の予防を目的として，術前に高食塩食

あるいは生理食塩水点滴を行う 2C ．
● 非機能性褐色細胞腫・パラガングリオーマでは原則としてα１遮断薬の投与は不要であるが，術前

には臨床所見を総合して判断する 2D ．

5 内科的治療
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　非機能性 PPGL では術前治療としてα１遮断薬投与は不要とされている（ENDO ガイドライン）．しかし，
ホルモン非産生性と非分泌性を臨床的に確実に鑑別するのは困難であることから，腫瘍への 123I-MIBG の摂取
や腫瘍内の嚢胞性変性などから総合的に治療の必要性を判断する．

3）その他の降圧薬
　α遮断薬による降圧が不十分な場合，α遮断薬の顕著な副作用出現時，冠攣縮性狭心症合併時には Ca 拮抗薬
を投与する 56）．高度なカテコールアミン過剰，あるいはα遮断薬により頻脈または頻脈性不整脈が出現した場合，
β遮断薬を併用する．α遮断薬を十分に投与後（通常α遮断薬開始数日以降）にβ遮断薬を追加する．α遮断薬
に先行してβ遮断薬を投与すると，高血圧発作を誘発する可能性があるため禁忌である 1A 52，53）．カテコー
ルアミンのα作用による血管収縮の増強，β 2 受容体遮断による血管拡張反応の阻害により，血圧上昇反応
が増強すると考えられる 57）．
　カテコールアミン合成阻害薬であるメチロシン（平成 30 年 4 月国内製造販売申請中）は，術前にα遮断薬
と併用することで，さらなる血圧低下と循環血漿量減少の是正による循環動態の安定化が期待できる 58）．さ
らに悪性 PPGL における慢性便秘や腸閉塞，QOL 向上に有用 58）である．現在わが国で治験が実施されている

（詳細は別項，p.58 参照）．

4）治療目標と治療期間
　術前の降圧目標値は 130 ～ 160/80 ～ 90 mmHg と報告により幅があるが，可能な限り血圧は正常化 52）させ
る．術前には 24 時間を通じて 160/90 mmHg 未満に降圧 10）する．起立時の血圧が 80/45 mmHg を下回らな
いようにコントロールする．心拍数は坐位で 60 ～ 70/ 分，起立時には 70 ～ 80/ 分にコントロールする 52） ．
また心室性期外収縮は 5 分間に 1 回未満に抑制，少なくとも術前 1 週間は心電図 ST 変化，陰性 T 波がない
ようにすべきとの報告がある．長期間のカテコールアミン過剰に伴う臓器障害（カテコールアミン心筋症，
心筋梗塞，血管炎，消化管運動障害など）を認める場合は，早期にα遮断薬を開始して手術に備える．術前
の薬物治療は通常 7 ～ 14 日間実施する 4,52）

5）循環血液量の補正
　減少した循環血液量の補正を目的に，α遮断薬開始 3 日目以降は正食塩食（9 ｇ / 日）とし，降圧の程度，
起立性低血圧の有無により適宜食塩摂取量を増加する．減少した循環血漿流量を増加させるためには 7 ～ 14
日間を要する 10,52）．また手術前日夕より手術まで 1 ～ 2L の生理食塩水点滴を行う 10,52）．

1．α遮断薬：術前，手術困難時の降圧治療，術中クリーゼ予防
下記のいずれかを血圧に応じて，2，3 週間かけて漸増する
1）ドキサゾシン（カルデナリン ®） 1 mg → 16 mg/ 日　分 1 ～ 4
2．Ca 拮抗薬：α遮断薬のみで血圧コントロールが困難な場合，副作用でα遮断薬が使用できない場合，
追加併用あるいは代替え薬として
1）アムロジピン（ノルバスク ®，アムロジン ®）2.5 ～ 10 mg/ 日　分 1 ～ 2
2）ニフェジピン徐放剤（アダラート CR®）20 ～ 80 mg/ 日　分 1 ～ 2
3．β遮断薬：頻脈，不整脈合併時，
治療１を開始 3 日から１週間後に下記のいずれかを併用
1）プロプラノロール（インデラル ®）30 ～ 120 mg/ 日　分 3
2）メトプロロール（セロケン ®）40 ～ 240 mg/ 日　分 3
3）アテノロール（テノーミン ®）25 ～ 100 mg/ 日　分 1
4）カルベジロール（アーチスト ®）10 ～ 20 mg/ 日　分 1 ～ 2

表1  褐色細胞腫・パラガングリオーマの薬物治療（処方例）
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A  外科的治療の位置づけ
　PPGL は，放射線治療や抗腫瘍薬などの薬物療法に抵抗性を示すこと，無症候性例でも高血圧クリーゼを引
き起こす可能性があることから，手術療法による腫瘍切除術が治療の第一選択となる（褐色細胞腫・パラガ
ングリオーマ診療アルゴリズム，p.x 参照）．
　また，悪性 PPGL であっても，原発巣の切除術により生存期間延長が期待できることが示唆されており 59） ，
手術が勧められる．Roman-Gonzalez らは，悪性 PPGL 113 例の解析し，原発巣切除術群では非切除群手術と
比し有意に生存期間が長いことを示した．原発巣診断時に転移性腫瘍が存在した PPGL（53 例）において，
選択バイアスの調整後も，むしろ差はより明らかであった．多変量 Cox 比例ハザードモデル解析では，原発
巣非切除術群の死亡リスクは，原発巣切除術群の 3.5 倍以上であった．原発巣切除術は，広範囲の骨転移や原
発巣のサイズなどの生存率低下に関連する因子と比較し，死亡リスクを大幅に低下させ，また，化学療法の
みを施行した群は，手術を受けた患者の生存期間より短かった．カテコールアミンを分泌する PPGL では，
生存期間延長に加え，血圧管理および便秘などの臨床症状の改善も示された 59）．原発巣切除術の生存期間延
長効果については，治癒切除と非治癒切除の間で有意な差がないことから 59） ，治癒切除ができない場合でも
cytoreductive surgery（debulking surgery）は臨床的ベネフィットが期待される．転移巣切除術についても
予後改善効果がある可能性が示唆されているが，さらなるエビデンスを要する 59）．

B  周術期の留意点
　PPGL では，カテコールアミンの過剰産生による高血圧，頻脈，不整脈など循環器系の異常をきたすととも
に，腫瘍周囲組織における新生血管の増殖を伴うことが多い．そのため，他の副腎疾患に比べて術中の出血
量が多く，1970 年から 90 年代の報告では周術期死亡も含めて合併症が多かった．近年は，正確な術前評価と
麻酔や周術期管理の進歩により，合併症は減少している．α遮断薬などによる十分な術前処置と経験豊富な
麻酔科医による厳重な術中管理が不可欠である（第 I 章「5　内科的治療」p.16 を参照）．これは，正常血圧の
PPGL でも同様の管理が必要とする意見がある 60）．

C  手術術式の選択・留意点
　術式には，開腹手術と腹腔鏡手術がある．一般的に副腎腫瘍に対する腹腔鏡手術は，腫瘍径が 6cm 以下の

》 Evidence

》 ステートメント《

● 手術療法による腫瘍切除術が治療の第一選択である 1A ．
● α 1 遮断薬などによる十分な術前処置と経験豊富な麻酔科医による厳重な術中管理が不可欠であ

る 1B ．
● 常に悪性の可能性を念頭におき，腫瘍被膜を損傷しないように細心の注意が必要である 2C ．
● 比較的小さな褐色細胞腫に対しては腹腔鏡下副腎摘除術が標準術式である 1B ．
● 悪性度が高いと考えられる症例では，開腹手術を選択する 2C ．治癒切除できない場合でも，原

発巣切除術が推奨される 2C ．
● 悪性の頻度が低い家族性褐色細胞腫・パラガングリオーマや対側副腎摘除後の症例では，副腎部分

切除術も推奨される 2C ．

6 外科的治療
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良性腫瘍に対し，よい適応とされており，適応上限となる腫瘍径は術者の技量にもよるが 12cm 程度である
61）．PCC についても同様に腫瘍径が小さいものでは腹腔鏡手術が勧められるが，他の副腎腫瘍と異なる点と
して，腫瘍径が６cm 以上のものでは開腹手術が勧められる点が挙げられる 4）．この理由としては，術中の剥
離操作などにより腫瘍からのカテコールアミン放出が生じ，その結果著しい高血圧を招くことに加え，被膜
損傷による腫瘍播種，局所再発を避けるためである．これ以外にも，悪性を疑う所見，周囲臓器への浸潤・
癒着が疑われる症例などでは開腹手術が勧められる 4）．
　PGL に対する腹腔鏡手術については議論が分かれるところであるが，PCC と同様，腫瘍径が小さく非浸潤
性の後腹膜 PGL では腹腔鏡手術も選択肢となる 4）．しかしながら，悪性度の高い PPGL（腫瘍径 5cm 以上，
PGL，SDHB 遺伝子変異など）では慎重な選択が必要である 59）．
　PPGL の手術においては，腫瘍を強く圧迫せずに丁寧な手術操作を行うこと，腹腔鏡手術では可能な範囲で
気腹圧を低くすることが求められる．また，術式の選択にあたっては，腫瘍サイズ，周囲組織との癒着や浸
潤など悪性を疑う所見の有無，手術チームの経験などを考慮して総合的に判断すべきである．

D  腹腔鏡下副腎摘除術
1）わが国の現状
　副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘除術は，1992 年にわが国の泌尿器科医により原発性アルドステロン症に
対して初めて施行され 62），その後，安全性の高い低侵襲手術として世界各国に急速に普及しており，わが国
では 1996 年に保険適応とされた．日本内視鏡外科学会による全国アンケート調査では，1990 ～ 2015 年 12 月
31 日までの副腎疾患に対する内視鏡手術の総手術件数は 14,875 例であり，PCC はその 16%（2,375 例）を占
めている 63）．なお，従来の腹腔鏡手術と異なり，臍部に 2 cm 程度の切開をおき，そこに単孔式ポートを留置，
同部位より 3 ～ 4 本の手術器具を挿入し手術操作を行う，単孔式腹腔鏡手術（laparoendoscopic single-site 
surgery：LESS）がある．整容性と術後疼痛の面で，腹腔鏡手術より優れているとする報告があるが 61），手
術操作が制限されることから予想以上に腫瘍に対する鉗子操作が粗くなるおそれがある．PCC の場合は，被
膜損傷が危惧されるため，その適応については術者の技量に応じた検討が必要である．

2）PCCにおける成績
　腹腔鏡手術は開腹手術に比べて低侵襲である．大規模なランダム化比較試験はないものの，腹腔鏡手術は，
開腹手術に比し，出血量，周術期合併症，術後鎮痛薬使用量などが少なく，歩行開始，経口摂取開始までの
期間や平均在院日数なども短い 61）．日本泌尿器内視鏡学会が大規模研究を集計したところによると，腹腔鏡
下副腎摘除術 3,081 例における周術期合併症の発生率は 8.4% であり，術中合併症では出血が最も多く，次い
で臓器損傷であった 61）．また，開腹手術への移行率は 3.9% であり，その主な原因は血管損傷による出血が
38.3% と最も多かったとされている 61）．

3）腹腔鏡下副腎摘除術を安全に行うために
　腹腔鏡下副腎摘除術は，腹部手術や腹膜炎の既往によって腹腔内に高度な癒着が認められる症例，腫瘍と
周囲組織との癒着が強い症例，高度の肥満症例などでは，遂行に困難が予想される．また，気腹操作に伴う
皮下気腫やガス塞栓，トロカール穿刺に伴う大血管損傷など，腹腔鏡手術に特有の合併症の危険性もある．
そのため，腹腔鏡手術を施行するにあたっては，日本泌尿器内視鏡学会が「腹腔鏡下副腎摘除術のガイドラ
イン」を作成，公表 61）しており，手術に際してはこれらを遵守すべきである．また，適応の妥当性と治療方法，
合併症とその頻度，開放手術に移行する可能性などを，患者ならびに家族に十分説明し，適切なインフォー
ムド・コンセントを得なければならない．
　日本内視鏡外科学会と日本泌尿器内視鏡学会は，2004 年に泌尿器腹腔鏡技術認定制度を発足させ，腹腔鏡
手術の安全性向上に努めてきた．技術認定取得には，一定数の手術経験を有するとともに，ビデオ審査で適
切な腹腔鏡手術手技が示されることが条件となっている．同認定取得者の氏名，および施設名が Web 上で公
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開されている（http://www.jsee.jp/ninteii-list：2017 年 9 月閲覧）．

E  副腎部分切除術
　副腎部分切除術は，世界的には原発性アルドステロン症で最も多くなされており，次いで PCC となってい
る 64）．その手術成績は副腎摘除術と遜色ない良好な成績であるとの報告が多い．しかしながら，腫瘍に切り
込んでしまう可能性や温存した副腎への再発のリスクが懸念される．温存した副腎に再発した場合，初回の
手術操作による癒着により再手術の難易度があがるため合併症のリスクがあがる．そこで，適応を考える際
には，十分悪性化や再発のリスクを考慮する必要がある．
　家族性 PCC ではしばしば両側副腎摘除術が必要となりうるが，両側副腎摘除後は生涯に及ぶ術後のステロ
イドホルモン補充療法が必要であり，長期服用による合併症のリスク，ストレスや外傷・疾患によるステロ
イド需要増加時には薬剤の調整が必要である．QOL が損なわれるとともに，両側副腎摘除後の Addison 病は
35％にも上り，死亡率は 3％と報告されており，十分な患者・家族への教育が必要である 65）．このような症例
では，副腎部分切除術によりこれらのリスクや合併症を回避できる可能性がある．
　家族性 PCC の悪性化の頻度は，疾患によって異なっている．SDHB 遺伝子変異キャリアでは，40％以上，
多発性内分泌腫瘍症 2 型（MEN2），VHL 病では 5％未満と報告されている 4, 64）．わが国での MEN コンソー
シアムの集計でも，MEN2 で PCC を発症した 144 名のうち，悪性は 2 例（1%）であり，矛盾しないものであっ
た 66）．一方，悪性 PPGL 272 名のうち，191 例（70％）が明らかに散発性であり，ほか 81 例が遺伝性症候群
に関連したものであったが，このうち SDHB 遺伝子変異陽性 42 例（15.4％）， SDHD 遺伝子変異陽性 7 名

（2.6％），神経線維腫症 I 型（NF-1）4 名（1.5％）VHL 病 3 名（1.1％），MEN2A 3 名（1.1％）と報告されて
いる 3）．
　副腎温存後の再発リスクは，家族性 PCC ではその疾患特性から観察期間が長くなるほど再発率は高くなる
と予想されるが，長期に及ぶ再発リスクは十分には明らかとなっていない．MEN2 に対する国際的な大規模
研究によると，副腎部分切除術を施行した 114 名（このうち両側部分切除術施行症例：82 名）のうち，後に
温存した副腎へ PCC が再発したのは 4 名（4%）であり，これは温存した副腎のうち 2.6%（4/153）であった（平
均観察期間 10 年）64）．これら 4 例の再発は初回手術からそれぞれ 6，8，11，13 年で生じている．一方，副腎
全摘除術後の対側副腎への PCC 再発は，2.5%（438 名中 11 名）（平均観察期間 13 年）であり，術式により再
発率に有意差は認められなかった 64）．これら 11 名の初回手術から再発までの期間は平均 14.2 年（1 ～ 23）で
あった．わが国の MEN コンソーシアム登録患者のうち RET 遺伝子変異部位が明らかな PCC を発症した 144
名において，PCC のコドン特異的浸透率（生涯発症率）が明らかにされている 66）．MEN2B の原因となるコ
ドン 918 突然変異を有する症例は，全例が 56 歳までに PCC を発症していた．すなわち，56 歳での PCC 浸透
率は 100% であった．一方，MEN2A の原因となる変異では，コドン 634 変異の PCC 浸透率は 30 歳で 25％，
50 歳で 52％，77 歳で 88％と高かったが，そのほかのコドンでは 50 代で 25% 以下であった 66）．さらなるデー
タ蓄積が待たれるが，RET 遺伝子の変異部位から術後の再発リスクを考慮し，術式を検討する必要が出てく
るかもしれない．
　副腎部分切除術において皮質機能を温存するためには，少なくとも１つの副腎の 1/3 以上を残す必要があり，
副腎中心静脈の温存は必ずしも必要ではない 64）．腫瘍径が 5cm 以上の場合には，正常副腎皮質の温存が困難
となりうるため 64），腫瘍の位置と大きさによって術式の選択を慎重に行うとともに，術中の超音波検査が推
奨される．
　以上から，再発のリスクはあるものの悪性の可能性が低い MEN2，VHL 病に生じた腫瘍径の小さい PCC
が部分切除術のよい適応と考えられる．このほか，片側副腎摘除術後の対側副腎に発生した腫瘍では副腎部
分切除術が考慮される．なお，再発などにより再手術が必要となった際には癒着による手術リスクが高いこ
となどを十分説明する必要がある．
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F  ロボット支援腹腔鏡下副腎摘除術
　da Vinci サージカルシステムを用いたロボット支援手術は，2000 年にアメリカ食品医薬品局（FDA）に承
認された．わが国では 2009 年厚生労働省の薬事承認が下り，2018 年 4 月現在で計約 300 台導入されている．
日本泌尿器科学会と日本泌尿器内視鏡学会は 2010 年 4 月に「泌尿器科領域におけるダヴィンチ（da Vinci）
支援手術を行うにあたってのガイドライン」，「泌尿器科 da Vinci 支援手術教育プログラム」を制定した．海
外からは 2002 年以後副腎腫瘍に対するロボット支援手術の報告がなされているが，わが国では保険適用外で
ある．PCC ではロボット支援手術の術後在院日数は短いが，他のパラメータも含めての有意差はないと報告
されている 67）．
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A  誘因
　PPGL の経過中に種々の誘因により，カテコールアミンによるクリーゼが引き起こされた状態を高血圧ク
リーゼという．表１に示した日常の種々の動作，妊娠，診断・治療の行為により発作は誘発される 55）．ヨー
ド造影剤は添付文書にて原則禁忌となっている（表２）（画像診断，CT の項参照）．高用量のデキサメタゾン
投与により重篤あるいは致死的クリーゼをきたす例があることが報告 68）されていることから，PPGL と判明
したらグルココルチコイドの投与は慎重にする．悪性 PPGL における化学療法，131I-MIBG 内照射，外照射，
経カテーテル動脈塞栓術（TAE）でも，腫瘍の崩壊に伴いクリーゼが誘発されることがある．日常生活にお
けるクリーゼ誘発因子については患者教育を十分に行う一方，診断・治療がクリーゼを誘発する可能性があ
る場合は，患者への説明と同意，その事実のカルテ記載，緊急時に対応可能な準備（血圧計，ECG, α遮断薬，
β遮断薬など）を行う．

表1  褐色細胞腫・パラガングリオーマにおける高血圧クリーゼの誘因

日常生活での誘因 前屈姿勢，運動，過食，チラミン高含有食品（熟成したナチュラルチーズ，赤ワ
インなど），飲酒，くしゃみ，排尿，排便，ストレス，喫煙，妊娠中

手技・検査 腹部の触診，注腸検査，腫瘍生検，ヨード造影剤注1）

薬剤・治療

1）薬剤
ドパミン受容体拮抗薬（メトクロプラミド〔プリンペラン®〕）注2），グルカゴン，
β遮断薬単独投与，三環系抗うつ薬，SNRI，MAO阻害薬，高用量デキサメタゾ
ン注3）

2）その他の治療
化学療法（CVD療法），放射線療法（131I-MIBG 内照射，外照射），経カテーテル
動脈塞栓術（TAE）

注 1）CT などでの造影剤についての注意参照（表２）
注 2）内服薬も注射薬も禁忌．D2 受容体拮抗薬ドンペリドンには昇圧発作なく添付文書に禁忌の記載はないがメ

トクロプラミドに準じて注意を要する．
注 3）デキサメタゾンは 2 mg 以上は投与しない．

》 Evidence

》 ステートメント《

● 褐色細胞腫・パラガングリオーマの経過中に様々な誘因により高血圧クリーゼが発症する．著明な
高血圧，心血管系合併症を呈し予後不良であるため，早期に診断し，特異的な治療を開始する必要
がある 1A ．

● 即効性のα遮断薬フェントラミンを静注後，点滴静注を継続する．急性期を脱すれば，選択的α 1

遮断薬ドキサゾシンを経口投与する 1B ．

7 高血圧クリーゼ
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表2  ヨード造影剤使用時の注意（添付文書より）

褐色細胞腫の患者およびその疑いのある患者では造影剤の使用により血圧上昇，頻脈，不整脈
等の発作が起こるおそれがあるため使用は原則禁忌である．やむを得ず造影検査を実施する場
合には静脈確保の上，メシル酸フェントラミン等のα遮断薬および塩酸プロプラノロール等の
β遮断薬の十分な量を用意するなど，これらの発作に対処できるよう十分な準備を行い，慎重
に投与する．

図1  褐色細胞腫・パラガングリオーマによる高血圧クリーゼの治療

B  診断
　カテコールアミン過剰による症状（頭痛・動悸・発汗など），著明な血圧上昇を呈する．また心筋梗塞類似
の胸痛，心電図や心臓超音波検査などで apical ballooning syndrome と称される特異的な左室収縮異常所見 69）

や急性心不全，肺水腫，ショックなどを呈することもある．急激な循環血漿量減少による脱水徴候を呈する
こともある．
　一般検査所見では脱水を示唆する血清蛋白濃度，BUN/ クレアチニン比の上昇，ヘマトクリットの上昇，
腫瘍崩壊を伴う場合には血清 LDH，ALP，BUN，カリウムの増加，腫瘍からの炎症性サイトカインの放出が
ある場合は好中球優位の白血球増加，CRP 増加がみられる．血漿カテコールアミン高値および循環血漿量減
少による血漿レニン活性，血漿アルドステロン濃度の増加を認める．

C  治療（図1）
　原則として入院治療が必要である． 治療の第一選択はα遮断薬であるフェントラミン（レギチーン ®）を
経静脈的に投与する．フェントラミンは即効性があるが持続時間が非常に短いため，静注後点滴静注の継続
が必要となる．そのほか，必要に応じて Ca 拮抗薬や硝酸薬の点滴静注の併用を行う 57）．具体例を図1に示す．
初期治療の目標は拡張期血圧 110 mmHg 以下の維持である．その後 2 ～ 6 時間の間に 160/100 mmHg 程度に
降下させる．非選択的α遮断薬であるフェントラミンは，交感神経α 2 受容体も阻害する結果，神経末端で
のノルアドレナリン遊離が増加し頻脈を呈する．頻脈を合併した際はβ遮断薬を投与するが，急激なβ遮断
による致死的不整脈が生じることがあるので，緊急時を除き経口投与とする．急性期を脱すれば経口α 1 遮
断薬（ドキサゾシンなど）に変更する．

準備するもの
 フェントラミン（レギチーン® ）

投与量の目安 降圧目標

1Ａ（10mg/mL） 2～5 mg 静注
拡張期圧
≦110mmHg

（その後，2～6 時間で）
160/100mmHg 程度

2 mL（2mg）/hr
にて点滴静注

10 mg/hr以上必要なとき

20 mg/hr以上必要なとき

（最終濃度1mg/mL）
100 mg（10mL）+5%ブドウ糖液90 mL

（最終濃度2mg/mL）

原液（10mg/mL）で使用

100 mg（10mL）+5%ブドウ糖液40 mL
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》 ステートメント《

A  疫学
　妊娠中に PPGL に罹患することはまれで，妊婦全体の 0.007% と報告されている 70）．1970 年代までは母体
と胎児の死亡率は各々 12 ～ 18%，40 ～ 50% で，出産後に PPGL と診断・治療された例では，母体と胎児共
に死亡率は約 50% であった．2000 年以降の報告では母体と胎児の死亡率は各々 8%，17% で，出産前に診断・
治療された例では各々 0%，12% と低下しているが，出産後に診断・治療された例では母体と胎児共に 29%
と依然高い 71）．

B  主要症候
　適切に治療されずに分娩した場合の死亡率は母子共に高率であることから，早期診断・治療が必須である．
妊娠診断時あるいは妊娠中に高血圧を認めた場合は褐色細胞腫を含む二次性高血圧の適切な鑑別診断を行う
必要がある．多くは非妊娠症例と同様の特徴的な症状（高血圧，動悸，胸痛，発汗，腹痛，悪心など）を示し，
妊娠週数が進むにつれて症状が出やすい．子宮の増大，胎児の胎動，子宮収縮，腹部の触診などにより，腫
瘍が機械的に刺激されることが原因とされ 72），時に高血圧クリーゼを誘発することがある．しかし高血圧や
頭痛などは妊娠高血圧症候群でもみられる症状であり，PPGL との鑑別が難しい．妊娠高血圧症候群と PPGL
の比較を表１に示す．

C  診断
1）生化学的診断
　妊娠時に特異的な血中・尿中カテコールアミン値の診断基準は今までに報告がないため，非妊娠時の基準
値を参考に判定する（「3　機能診断」の項，p.8 を参照）．ただし，健常妊娠女性において血中・尿中カテコー
ルアミンは，非妊娠時と比較して同程度か軽度高値となり，また前子癇の状態でもカテコールアミンは軽度

》 Evidence

● 褐色細胞腫・パラガングリオーマが適切に治療されずに分娩に臨んだ場合，母子共に死亡率が高率
であることから，早期診断・治療が必須である 1B ．

● 妊娠診断時あるいは妊娠中に高血圧を認めた場合は褐色細胞腫を含む二次性高血圧の鑑別診断を行
う 1B ．

● 生化学的診断は非妊娠症例と同様に行う 2C ．
● 画像検査は安全性・簡便性の点から超音波検査と MRI が推奨される 1B ．MRI は母体・胎児の

安全性が報告されているが，検査の有益性を十分に検討し施行する．CT，123I-MIBG シンチグラフィ
は被曝の観点から原則として実施すべきでないが 1A ，臨床的必要性が高い場合は被曝線量の低
減と十分な説明同意に留意して CT の実施を検討する 2C ．

● 術前の全身管理と血圧コントロールのためにα 1 遮断薬が第一選択であるが，必要に応じて同意
取得後にニフェジピン徐放剤の併用も考慮する 2C ．

● 褐色細胞腫・パラガングリオーマの手術は妊娠中期までに行うことが推奨される 2C ．妊娠中期
以降の診断例では，分娩と同時あるいは一定期間後に手術を行う．分娩では帝王切開が推奨される
2C ．

8 妊婦における診断・治療
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高値となることから注意を要する．クロニジン試験は，クロニジンの妊婦に対する投与は禁忌ではないが投
与の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ実施するべきである．非妊娠時と同様，本試験の診断
における感度，特異度は十分ではない．

2）画像診断
　機能診断で PPGL が疑われた場合のみ，腫瘍の局在診断を目的に画像検査を行う．安全性，簡便性の点か
ら先ず超音波検査を実施するが，小腫瘍や PGL の検出感度は低く，腫瘍を検出できない場合でも PPGL を否
定はできない．MRI 検査の診断感度は CT と同程度（90 ～ 100%）で，PGL や妊娠後期の症例で有用との報
告がある 72-74）．最近の報告では，MRI は妊娠のいずれの時期でも妊婦・胎児に影響はないとされ 75），画像検
査の第一選択とする報告もある 76,77）．有益性があると判断される場合には MRI 施行を検討するが，ガドリニ
ウム造影剤は妊婦と胎児に対する安全性が確立されていないため使用すべきでない．通常，CT や 123I-MIBG
シンチグラフィは胎児の被曝の点から推奨されない．しかしながら，「産婦人科診療ガイドライン産科編
2017」78）では受精後 11 日から妊娠 10 週での胎児被曝は形成異常を誘発する可能性があるが，50 ｍ Gy 未満
の被曝線量では形成異常発生率を上昇させないとされていることから，実施の必要性が高い場合は被曝線量
を低減し，十分な説明と同意に基づき実施を検討する．

D  治療
1）内科的治療
　手術前にα遮断薬を投与して血圧管理を行うことにより，母体の死亡率が低下することから，α遮断薬の
投与が推奨される 76）．しかしどの薬剤を，いつから開始すべきかについてのエビデンスはない．表２に非妊
娠例の PPGL に対して使用される降圧剤につき，添付文書中の妊婦での投与に関する記載をまとめた．α 1
遮断薬も，添付文書では治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与されるべきとされて

表1  妊娠高血圧症候群と褐色細胞腫・パラガングリオーマの鑑別点

特徴 妊娠高血圧症候群（子癇） PPGL

自他覚所見

発現時期 * 妊娠 20週以降 妊娠中いつでも

高血圧 通常，持続性 発作性

起立性低血圧 * なし あり

下腿浮腫 * 時にあり なし

頭痛 主に重症例であり あり

顔面紅潮 なし あり

動悸 なし あり

体重増加 あり なし

腹痛 あり なし

検査所見

蛋白尿 * あり 通常なし

血糖値 正常 上昇

肝酵素 上昇 正常

カテコールアミン * 正常 上昇

血小板減少 時にあり なし

* 両者の一般的な鑑別点．
 （文献 72）より引用）
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いるが，通常，術前管理や血圧コントロール目的にα１遮断薬が第一選択薬である．頻脈を認める際にはβ
遮断薬の投与を検討するが，胎児の子宮内発育遅延との関連が報告されており注意が必要である．α遮断薬
で血圧コントロールが困難な場合には Ca 拮抗薬を併用するが，多くの薬剤が妊婦への投与は禁忌である．ニ
フェジピン徐放剤は妊娠 20 週以降であれば治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与可
能となった．妊娠 20 週以前は依然として禁忌であるが，海外（オーストラリア，米国 .Drugs in Pregnancy 
and Lactation,10th Edition）では禁忌とされておらず 79），わが国でも「産婦人科診療ガイドライン産科編
2017」ではニフェジピン，ニカルジピン，アムロジピンは妊娠初期に妊娠と知らずに服用・処方された場合
でも臨床的に有意な胎児への影響はないと判断される医薬品に含まれている 78）．それゆえ，一概に妊婦への
投与を制限することで母体と胎児を危険に晒すのではなく，代替薬がない場合にはこれらを投与することの
利益と投与しないことによる不利益も含めて十分に説明し，同意を得て投与することを検討すべきとしてい
る 79）（産婦人科診療ガイドライン産科編 2017，日本産婦人科学会，日本産婦人科医会編）．
　アンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB），アンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACEI），直接レニン阻害薬は
妊婦への投与は禁忌である．高血圧クリーゼを呈した場合には，フェントラミンの静脈投与が第一選択で，
降圧不十分であればニカルジピンの静脈投与を検討する．妊娠時の至適降圧目標は議論があるが，過度の降
圧は子宮胎盤血流の低下の危険があり注意を要する 80）（妊娠高血圧症候群の診療指針 2015，日本妊娠高血圧
学会編）．

2）外科的治療
　手術を行う時期は診断された妊娠週数により異なる．妊娠 24 週以前に診断された症例では，妊娠中期は自
然流産の可能性が低く，子宮もそれほど大きくなく手術を安全に行える可能性が高いので，妊娠中期までに

表2  妊婦に対する降圧薬投与についての添付文書上の記載
降圧薬 妊婦に対する投与についての添付文書上の記載

α遮断薬

ドキサゾシン（カルデナリン®）

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される
場合にのみ投与

プラゾシン（ミニプレス®）

テラゾシン（バソメット®）

ウラピジル（エブランチル®）

フェントラミン（レギチーン®）

β遮断薬

アテノロール（テノーミン®） α遮断薬と同じ

プロプラノロール（インデラル®） 緊急時やむを得ない場合以外は投与しないこと
が望ましい

メトプロロール（セロケン®） 禁忌

αβ遮断薬
ラベタロール（トランデート®） α遮断薬と同じ

カルベジロール（アーチスト®） 禁忌

Ca拮抗薬

ニフェジピン徐放剤（アダラートCR®） 妊娠 20週未満は禁忌
妊娠 20週以降はα遮断薬と同じ

ニカルジピン注射液（ペルジピン注射液®） α遮断薬と同じ

アムロジピン（アムロジン®，ノルバスク®）
禁忌

シルニジピン（アテレック®）

中枢性交感神経抑制薬 メチルドパ α遮断薬と同じ

血管拡張薬 ヒドララジン塩酸塩 α遮断薬と同じ
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腫瘍摘出術の施行を推奨する報告がある 70,77）．この場合，術後の分娩は帝王切開と自然分娩のいずれも可能で
ある．
　妊娠 24 週以降に診断された症例は，胎児が分娩後も生存可能と判断されるまで内科的治療を継続し，分娩
後に腫瘍摘出術は行う．帝王切開と比較して自然分娩による母体の死亡率は高い（31% vs. 19%）ことから，
帝王切開が推奨される 81）．腫瘍摘出術は帝王切開と同時あるいは分娩とは別に施行のいずれでもよいと考え
られる．分娩時とは別に腫瘍摘出術を施行する利点としては，出産後に 123I-MIBG 検査などで既知の腫瘍以外
の病変（副腎外病変など）を確認できることにある．

E  診断・治療の留意点
　PPGL と診断されずに分娩に臨んだ症例では，母子ともに死亡率が高率であることから，早期診断・治療が
重要である．それゆえ，妊娠診断時あるいは妊娠中に高血圧を認めた場合は褐色細胞腫を含めて二次性高血
圧の適切な鑑別診断と治療が必要で，各科専門医（内科，外科，産科，麻酔科など）との十分な連携が重要
である．また PGL では腫瘍の局在により検査法や治療法を個別に選択する必要がある．
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A  PPGL の病理診断のポイント
　第一に PPGL か否かの診断が必須である（褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療アルゴリズム，p.x 参照）．
副腎皮質癌や膵内分泌腫瘍などの他の内分泌腫瘍との鑑別に注意する．病理診断のポイントを下記に示す．
①　hematoxylin eosin（HE）染色だけでなく，必ずクロモグラニン A（CgA）の免疫染色を併用する 82,83）．
②　CgA 陰性の場合は PPGL は否定的である 82,83）．
③　他の神経内分泌細胞のマーカー（シナプトフィジン，神経細胞接着分子など）が陽性でも CgA 陰性の場

合には PPGL は否定される 82,83）．
④　カテコールアミン合成酵素のドパミンβ水酸化酵素（DBH）は診断特異性が高く，非機能性であっても

陽性になるので，確定診断に用いられる 83） （陽性コントロールは副腎髄質）．

B  良性・悪性　（高分化型・低分化型）の鑑別
　一般的に癌の診断基準として用いる腫瘍細胞の大小不同，核異型，構造異型などは，程度は異なるがほと
んどの PPGL で認められるため悪性の指標とはいえない．また，腫瘍組織は血管が豊富で間質に乏しいため
空隙内に腫瘍細胞を認めても，それが真の脈管侵入か手術操作や病理の切り出し等に伴うアーチファクトか
の判断が困難である．さらに，腫瘍の周囲が脂肪組織に取り囲まれているため，切り方によっては腫瘍が脂
肪組織に浸潤しているようにみえることがある．したがって，PPGL ではリンパ管侵入には D2-40 の免疫染色
を，静脈侵入には Elastica-Masson （EM）や Elastica van Gieson （EVG） 染色を施行して，注意深く判断する．
　PPGL の病理学的な悪性度診断のポイントを以下に列挙する．
①　非クロマフィン組織における腫瘍細胞の存在は転移と判断する 84）．
②　転移を認めない初回診断時の病理診断では GAPP 分類による分化度（悪性度）を参考とする 85）．
③　Ki67 陽性率は一般的に転移例のほうが非転移例よりも高いが，陽性率が低い場合でも転移することがあ

る 84,85）ので単独のマーカーとしては用いない．Thompson86）によると，Ki67 免疫染色は良性・悪性を通
じて 92.1％が陰性か 1％以下だった．10％以上を示したのは全例悪性だったが，Ki67 陽性率と患者の予
後は相関しなかった．

④　PASS は観察者間によるばらつきが大きいので，悪性度判定には推奨されない 87）．

》 Evidence

》 ステートメント《

● 褐色細胞腫・パラガングリオーマでは腫瘍組織においてクロモグラニン Aが陽性である．
● 2017 年 WHO腫瘍分類ではすべての褐色細胞腫・パラガングリオーマは転移の可能性がある悪性

腫瘍と定義づけられた．
● 病理組織所見とカテコールアミン分泌パターンを組み合わせたスコアリング（Grading of 

Adrenal Pheochromocytoma and Paraganglioma：GAPP）が悪性度判定に有用である 2C ．
● 悪性度の判定に PASS スコアリングは推奨されない 1B ．
● コハク酸脱水素酵素サブユニット B（SDHB）の免疫染色は転移や多発をきたす遺伝性褐色細胞腫・

パラガングリオーマ症候群（HPPS）のスクリーニングに有用である 1B ．

9 病理組織診断
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C  GAPP 分類による悪性度
　GAPP85）は，組織学的所見と産生カテコールアミンのタイプを加えた 6 項目を点数化（表1）して，それぞ
れの点数の総合点数を数える（10 点満点）．転移例と非転移例の総合点数を比較すると，転移例の平均は 5.33
± 0.43 で，非転移例は 2.08 ± 0.17（P ＜ 0.001）だった．また，総合点の 0 ～ 2 点を高分化型，3 ～ 6 点を中
分化型，7 ～ 10 点を低分化型とすると，5 年生存率は 3 群間で有意差を認めた．さらに高分化型ではたとえ転
移を認めても 20 年後の生存率は 100％で，分化度は生存率とも相関していた．すなわち，高分化型，中分化型，
低分化型をそれぞれ　低悪性度，中等度悪性度，高度悪性度と読み替えることも可能である（表 2）．今後，
すべての PPGL を潜在的な悪性腫瘍と捉え，個々の腫瘍の悪性度に基づいて診療方針を選択する必要がある．

D  SDHB 免疫染色の意義
　コハク酸脱水素酵素（SDH）サブユニット A, B, C, D は狭義の遺伝性 PPGL（HPPS）の責任遺伝子として注
目されているが，特に SDH サブユニット B （SDHB）の胚細胞変異例では腹部 PGL の発生，転移・再発率が高
いことが報告されている 88）．SDHB は癌抑制遺伝子であり 89），SDHA，SDHB，SDHC，SDHD 遺伝子のいず
れの変異であっても SDHB の免疫染色が陰性となる 90,91）ことから，SDHB 免疫染色は遺伝性 PPGL 症候群

（Hereditary pheochromocytoma/ paraganglioma syndrome：HPPS）のスクリーニングとして有用である．また，

表1  GAPP 分類：パラメータと配点

Parameters Scoring point

Histological Pattern
zellballen 0

large and irregular cell nest 1

pseudorosette （even focal） 1

Cellularity
low （less than 150 cells/U 注1） 0

moderate（150-250 cells/U 注1） 1

high（more than250 cells/U 注1） 2

Comedo Necrosis
absence 0

presence 2

Vascular or Capsular Invasion
absence 0

presence 1

Ki67 Labelling Index
less than 1% 0

1 〜 3% 1

more than 3% 2

Catecholamine Type
Adrenaline type （A 注2, or A+NA 注3） 0

Noradrenaline type （NA, or NA+DA 注4） 1

Non-functioning type 0

Total maximum score 10
注 1 10 × 10 mm のミクロメータ内の細胞数 （× 400）．
注 2 Adrenaline, 注 3 Noradrenaline, 注 4 Dopamine．

 （文献 85）より引用改変）

表2  GAPP スコアと組織学的悪性度
GAPP スコア
（総合点） 組織学的分化度 組織学的悪性度 5 年生存率（％）

0 〜 2 高分化型 低悪性度 100

3 〜 6 中分化型 中等度悪性度 66.8

7 〜 10 低分化型 高悪性度 22.4
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SDHA の免疫染色では SDHA 変異例のスクリーニングが可能である 92,93）．ただし，SDHA の免疫染色は SDHA
に特異的であり，他の SDHB, SDHC, SDHD サブユニットの変異では陰性にならないので注意すべきである．

E  遺伝性 PPGL の病理診断
　広義の遺伝性 PPGL の責任遺伝子として現在 16 個 82,94）ほどの遺伝子が解明されており，それらの遺伝子が
産生するトランスクリプトーム解析から腫瘍発生に関する作用機序が解明されつつある．腫瘍が産生するカ
テコールアミンの種類，腫瘍の局在と遺伝子の関係をまとめたものが，クラスター層別化 95,96）と呼ばれるも
のである．腫瘍が産生するカテコールアミンをノルアドレナリン産生型とドパミン産生型，およびアドレナ
リン産生型にわけ，前 2 つをクラスター 1 型，後者 1 つをクラスター 2 型とする．クラスター 1 型には低酸
素転写の特徴を有する遺伝子（SDH, VHL, PHD 等）が，クラスター 2 型の遺伝子にはキナーゼ受容体のシ
グナルと蛋白の翻訳に関与する遺伝子（RET, NF, TMEM127, MAX, KIF1B β等）が含まれる．クラスター
層別化は遺伝子の作用，腫瘍の発生機序，抗腫瘍薬の開発 96），臨床的な患者取り扱いを考えるうえでも有用
な考え方である．腫瘍の組織学的悪性度はクラスター 1 型は主に中分化型〜低分化型，クラスター 2 型はお
おむね高分化型に相当する 97）．患者の予後の観点からも，SDHB 変異の有無を知ることが特に重要であるこ
とから，SDHB 免疫染色は重要である．なお，高度悪性である低分化型は散発性であり，それに関与する遺
伝子の解明は今後に残されている．

F  病理標本作製時の注意点
①　術後可及的速やかに固定．
②　腫瘍の大きさと重さの測定．
③　表面と最大割面の写真撮影．
④　最大割面のすべてを標本に作製．

（1）最大割面すべてを標本にできない場合：腫瘍の代表的な部分や腫瘍と健常部組織（被膜，皮質など）
の境界部を必ず切り出す．

（2）腫瘍の割面が均質でない場合：肉眼所見の異なる部分の各部から切片を作製する．嚢胞変性や壊死
の部分はすべてを標本にする必要はない．

⑤　切り出し図を写真撮影して，病理診断依頼書に添付する．

G  コンサルテーションにおける必要事項と注意点
　病理診断が困難な場合は内分泌病理専門医へのコンサルテーションが推奨される．日本臨床内分泌病理学
会（www.nacos.com/jeps/）がコンサルテーションを仲介している．コンサルテーションを依頼する場合は，
病理診断結果の診療への還元の最終責任は依頼者にあることを理解しておく．通常，下記の情報や試料が必
要となる．
①　臨床情報の提供：年齢，性別，主訴，家族歴の有無（多発性内分泌腺腫症 2 型，VHL 病，Neurofibromatosis1

型など），遺伝子変異の有無（RET，VHL，NF1，SDHA，SDHB，SDHC，SDHD など），既往歴，現病歴，
高血圧の有無，カテコールアミンの値，手術所見（コピー），腫瘍の局在，単発か多発か，腫瘍の大きさと重量，
転移の有無，臨床上の問題点など．

②　病理診断依頼書（術者→病理）のコピー．
③　病理肉眼写真の切り出し図のコピー．
④　病理診断書（依頼施設のオリジナルの病理診断書）のコピー（送付されてきた標本では不明の脈管，被

膜浸潤の有無等を補うため）．
⑤　未染標本（代表的部位の切片をコーティングガラスにのせたもの15枚程．標本は原則として返却されない）．
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》 Evidence

》 ステートメント《

10

A  遺伝性 PPGL における遺伝子変異
　近年，PPGL の遺伝子解析の意義は大きく変化している 4,98）．その理由は， SDHB および SDHD 遺伝子の発
見で遺伝性 PPGL の頻度が高いことが明らかになったこと，臨床的に散発性でも遺伝性の可能性があること 99），
これらの変異と悪性化の関係が明らかにされたこと，などに集約される 89）．SDHB・SDHD はミトコンドリ
ア内膜に局在し，TCA 回路のコハク酸脱水素酵素サブユニット蛋白をコードする遺伝子である（図 1）．現
在までに PPGL の発生に関連する少なくとも 19 種類の原因遺伝子が同定されている 98）（表1）．特に SDHB，
SDHD，VHL，RET が臨床的に重要で，SDHB が悪性度との関連が深い．遺伝形式と発症機序を表2に示す．
　欧米ではすでに SDHB 遺伝子解析が盛んに行われ臨床データの集積が進められつつあり，家族会設立等を
通じて社会的にも認知されつつある．

1）遺伝性PPGLと臨床症状
　現時点で臨床的有用性が認められるのは RET，VHL，SDHB，SDHD の 4 つである．SDHB・SDHD 遺
伝子の変異はそれぞれ特徴的な臨床像を呈する 89,100-106）．SDHB 変異は腹部，骨盤部，胸部の PGL が先行し，
その後高率に遠隔転移を引き起こすことが特徴とされる 89,100-105）（表2，表3）．SDHB の保因者（未発症遺伝
子変異保有者）における浸透率（生涯発症率）は約 30％と報告 107-109）され，家族歴が明確でない場合も多い．
SDHD 変異は頸動脈小体（carotid body）の腫瘍を主病変とする多発性 PGL の原因となる．SDHD 変異例に
おける悪性の頻度は 0 ～ 7% と低い 89,100-106）．NF1 は特徴的な臨床像から診断ができるため，遺伝子解析の必
要性が乏しい．近年報告された新規の関連遺伝子（SDHC，TMEM127，SDHAF2，SDHA，MAX など）の
臨床意義は未確立である．

2）　PPGLの 10%ルールについて
　PPGL は両側性，副腎外性，家族性，悪性が各々約 10％を占めることから，10% 病とも呼ばれてきたが，
遺伝性が 30 ～ 40％を占めることが明らかになり，その概念は大きく変化している．米国内分泌学会のガイド
ライン 4）では遺伝性の頻度が 33.8％（1,250/3,694）と報告されている 4）．また，臨床的に「一見散発性 PCC

（apparently sporadic pheochromocytomas：ASP または nonsyndromic pheochromocytomas）」の 11 ～ 13%

● 褐色細胞腫・パラガングリオーマの 30 ～ 40％が遺伝性であることが明らかにされ，少なくとも
19 種類の原因遺伝子が報告されている．特に，若年発症（35 歳未満），PGL，多発性，両側性，
悪性では，家族歴や特徴的な徴候がなくても生殖細胞系列の遺伝子変異の関与が示唆される． 

● RET，VHL，SDHB，SDHD 遺伝子変異は頻度が高く，その検出は臨床的に有用である 2C ．
特に SDHB 遺伝子変異は腹部 PGL における頻度が高く，遠隔転移が多いことから，悪性度評価の
指標となる 2C ．

● 全ての褐色細胞腫・パラガングリオーマ患者において生殖細胞系列の遺伝子変異の頻度と臨床的意
義，遺伝子解析の利益と不利益を説明することが推奨される 1B ．遺伝子解析は患者の自由意志
による判断と適切な遺伝カウンセリング後に，質の担保された解析施設で実施する 1B ．遺伝子
カウンセリングと遺伝子解析は甲状腺髄様癌と合併する場合を除き自由診療である．

遺伝子解析
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が遺伝性と報告されている 104,107）．

■ コハク酸脱水素酵素サブユニット（複合体Ⅱ）

コハク酸

ミトコンドリア内膜

ミトコンドリアマトリックス
 フマル酸

Fp

Ip

cybS cyb L

FAD

■ コハク酸脱水素酵素サブユニットについて

遺伝子
（タンパク）

染色体部位
（PGL locus） 分子量 補因子

（補欠分子族）
germline mutation で

発症する患者

SDHA（Fp） 5p15 70kDa FAD Leigh syndrome,encephalo-
pathy, Myopathy, neuropathy

SDHB（lp） 1p35（PGL4） 30kDa Three distinct iron-
sulfur clusters paraganglioma

SDHC（cyb L） 1q23（PGL3） 15kDa Heme b paraganglioma

SDHD（cyb S） 11q23（PGL1） 12kDa Heme b paraganglioma

図1  コハク酸脱水素酵素サブユニット（複合体Ⅱ）の構造，染色体・遺伝子および関連する疾患

表1  遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマの原因遺伝子と臨床所見との関連

　 発生部位 家族歴のある率 腫瘍の数 悪性化のリスク 随伴疾患

NF1 副腎が多い 高 単発 中 神経線維腫悪性 
末梢神経鞘腫瘍

RET 副腎 高 多発 低 MTC

VHL 副腎が多い 高 多発 低 中枢神経や網膜での血管
芽腫や腎臓での明細胞癌

SDHA 副腎外 低い 単発 不明 GIST
SDHB 副腎外が多い 低い 多発 高 GIST
SDHC 副腎外 低い 多発 低 GST
SDHD 副腎外が多い 高い 多発 低 GIST，下垂体腫瘍
SDHAF2 副腎外 高い 多発 不明 報告なし
TMEM127 副腎 中程度 単発 低 報告なし
MAX 副腎が多い 中程度 多発 低から中 報告なし

HIF2A 副腎外が多い 不明 多発 不明 多血症，ソマトスタチ
ノーマ

KIF1B 不明 不明 不明 不明 神経芽細胞腫
PHD2 不明 不明 不明 不明 多血症
HRAS 不明 不明 単発 不明 報告なし
FH 不明 不明 不明 不明 子宮平滑筋
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表2  SDHB,SDHD 遺伝子変異と臨床症状の関係

原因遺伝子 ＳＤＨＢ ＳＤＨＤ

遺伝形式

常染色体優性遺伝（AD）

未発症遺伝子変異保有者における浸透率
（生涯発症率）は 3 割

母親から変異を受け継でも発症しない
（maternal imprinting）

発症機序

癌抑制遺伝子
① 生殖細胞系の変異（germline mutation）

② 体細胞遺伝子変異（somatic mutation）

臨床症状

・パラガングリオ－マ（特に腹部）が先行
し遠隔転移
・浸透率が低いため家族歴がはっきりしな
い場合が多い

頸動脈小体 （carotid body）の腫瘍を主症
状とする多発性パラガングリオ－マ（悪性
は少ない）

表3  SDHB 遺伝子変異と悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマの関連に関する報告

1．SDHB 遺伝子変異陽性の PPGL の悪性化の頻度
87％（7/8） Anne-Paule Gimenez-Roqueplo, et al:Cancer Res 2003;63: 5615-5621.
34％（11/34）Neumann HP,et al: JAMA. 2004 ;292（8）:943-951.
22％（11/49）～ 37.5％（18/48：４年後） Benn DE,et al. J Clin Endocrinol Metab 91; 827-836: 
2006. 
40％ or more  An endocrine society clinical practice guideline:J Clin Endocrinol Metab 
2014;99:1915-1942.

2.　悪性 PPGL 全体の約 35％はSDHB 遺伝子変異陽性
30％（13/44）～ 41％（18/44）Brouwers FM:JCEM 2006;91:4505-4509.
35％（18/52）Amar L, et al:J Clin Oncol 2015;23:8812-8818.
36％ （49/135） Pasini B, et al:J Intern Medl 2009;266:219-242.
初発腫瘍が副腎外　約 50％が SDBH 遺伝子変異陽性
48％（12/25）～ 55％（16/29） Brouwers FM: JCEM 2006;91:4505-4509.
初発腫瘍が副腎　約 10％が SDHB 遺伝子変異陽性
7 ％（1/14）～ 13％（2/15）Brouwers FM:JCEM 2006;91:4505-4509.

3． SDHB 遺伝子変異が予後の指標かは定まっていない
変異の有無は予後に関係しない　Hamidi,et al:JCEM 2017;Jun 12
変異陽性例は転移が早く予後が不良（3.5 年 vs 20 年）Amar,et al:JCEM 2007;92:3822-3828.

3）遺伝子診断の進め方
　米国内分泌学会のガイドラインではすべての例で遺伝子検査の “ 実施を考慮すべき ” としている 4）．一方，
そのことは必ずしも “ 実施しなければならない ” ことではなく，正しい情報に基づく患者の意思を十分に尊重
して実施の有無を決定することが重要であるとしている（褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療アルゴリズム，
p.x 参照）．現時点では費用対効果を考慮して，問診と身体所見から解析対象遺伝子を絞りこむことが勧めら
れる（Targeted genetic testing）（図2）105）．すなわち，家族歴と PPGL を伴う症候群に特徴的な徴候（syndromic 
presentaion：たとえば MEN2 の甲状腺髄様癌や VHL 病の網膜・小脳血管芽腫，神経線維腫症 1 型の皮膚の
カフェオレ斑など）が認められる場合はまず当該疾患の診断を進める．臨床上「一見散発性の PPGL」であっ
ても，若年（35 歳以下），両側性，多発性，悪性の症例では，常に遺伝子変異の存在を疑うべきである．スク
リーニングとしてまず腫瘍の SDHB 免疫染色を行い染色陰性の症例のみ SDHx 変異同定を行う方法もある
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（van Nederveen FH, et al: Lancet Oncol 2009 ;10:764-771）． 最近は次世代シーケンサー（next generation 
sequencer：NGS）により網羅的にすべての遺伝子を比較的安価に解析可能 110）になってきており，PPGL 診
療における遺伝子解析が大きく変化することが予想（図 2点線）されるが，診療と研究の区別，診療および
患者サイドのベネフィットを十分に認識して進める必要がある．

B  わが国の現状
　現時点では日本人における PPGL 関連遺伝子の関与についてはまとまった報告がなく，欧米と比較してそ
の解析が遅れている分野である．これらの遺伝子変異が日本人の家族性ならびに散発性 PPGL 発症にどの程
度関与しているのか，あるいは遺伝子変異を有する患者の自然歴，遺伝情報の臨床的有用性，などについてデー
タを集積していく必要がある．現在，PPGL 関連遺伝子解析研究（課題名「遺伝性褐色細胞腫・パラガングリ
オーマ症候群（HPPS）の遺伝子解析の方法と評価に関する研究」）が筑波大学の倫理委員会の承認を得て
2007 年から進められている．
　2017 年 5 月までの過去約 10 年の結果は以下の通りである．現時点で 287 例解析済みである（家系診断 45，
変異解釈不能 5 例を含む）．発端者 237 例中変異陽性は 89 例で，変異陽性率は 37.6％（89/237）（内訳：
SDHB 41 例，SDHD 12 例，SDHA 1 例，VHL 17 例，RET 6 例，TMEM1127 7 例，MAX 5 例）（論文未
発表データ）．
　SDHB 遺伝子変異陽性患者 33 例中 29 例が腹部 PGL が初発（87.9％）であり，悪性化した例が 13 例（14/41 ＝
34.1％）であった．また約８割の症例で家族歴を認めず一見散発性に見える点も注意が必要である（SDHB は
浸透率が低いため家族歴がはっきりせずに一見散発性に見える場合がよくある．実際，家族歴は約２割しか
認めなかった）．一方，悪性例の 46 例中 14 例が SDHB 変異陽性であった（30.4％）．解析症例数が十分でな
い点，紹介バイアス （referral bias）の存在も否定できないが，わが国においても欧米の報告と同様に遺伝性
は 10％を上回っており SDHB 変異陽性の場合は腹部 PGL が初発で悪性化しやすいことを示す．

C  遺伝子解析実施の手引き
1）遺伝情報の特殊性
　疾患の原因となる遺伝子の解析は，その情報を有効に利用することにより，正確な診断や適切な医療介入
を可能にする．しかしその一方で遺伝学的検査には以下に述べるような特殊性があるため，他の検査とは異
なる次元での倫理的配慮を要する．
a）不変性，個別性
　遺伝情報は一人ひとり異なり，かつ生涯変化しない．扱いや解釈を誤ったり，情報管理に不備があったり
すれば，被検者が不利益をこうむる危険性をはらむ．また検証が不十分な解釈によって，被検者が過度の心
理的負担を負うことや，不適切な治療につながる危険も否定できない．さらに，一生変わらないという前提
で情報が利用されるため，検査結果の間違いや取り違えば許されない．
b）予見性
　多くの遺伝性腫瘍症候群のように常染色体優性遺伝形式をとり，かつ浸透率が高い疾患では，遺伝学的検
査は将来の罹患を高い確率で予測できる．これは対処法のある疾患では極めて有用な臨床情報となるが，一
方で被検者に大きな心理的負担をもたらしうる．このため，検査の実施と結果の開示にあたっては，正確な
情報提供と心理社会的な支援を行う遺伝カウンセリングが必須である．
c）共有性
　家系内で特定の遺伝子変異が同定された場合には，血縁者も一定の確率で同じ変異を有していることにな
る．これは，一人の遺伝情報が家族の健康管理にも利用できる一方で，なんら健康に問題を感じていない家
族が否応なしに巻き込まれるという可能性があることを意味している．
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2）遺伝子解析に関するガイドライン
　こうした遺伝子情報の特殊性を十分に理解し，被検者に不利益が及ぶことを防止しつつ情報を有効に活用
するため，わが国でも遺伝子解析に関するいくつかのガイドラインが策定されている．遺伝子解析研究もし
くは臨床的遺伝子解析を行おうとするすべての研究者，医療者はこれらのガイドラインの内容を熟知してお
くことが求められる．

（1）「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」111）：2001 年に文部科学省，厚生労働省，経済産業省に
よって示されたもので，「三省指針」ともよばれる．

（2）「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」112）：診療の現場における遺伝学的情報の適切
な利用と被検者の保護を目的として，国内の遺伝医学関連 10 学会により 2003 年 8 月に公表された「遺伝学
的検査に関するガイドライン」を日本医学会として 2011 年 2 月に改訂したものである．

（3）「医療・介護関係事業者における適切な取扱いのためのガイドライン」113）：厚生労働省が 2004 年 12 月に
告示した．
　いずれのガイドラインでも，遺伝学的検査の施行にあたっては遺伝カウンセリングを行う必要があること
が明記されている．遺伝カウンセリングは遺伝性疾患の患者・家族またはその可能性のある人（クライアント）
に対して，生活設計上の選択を自らの意思で決定し行動できるよう臨床遺伝学的診断を行い，遺伝医学的判
断に基づき遺伝予後などの適切な情報を提供し，支援する医療行為である．単なる遺伝医学的な情報の提供
は遺伝カウンセリングとはいえない．患者の同意が得られた場合は遺伝子解析研究への参加を考慮する（筑
波大学における遺伝子解析研究の例を巻末資料 p.70 に示す）.

D  遺伝子解析の意義と課題
1）発症者
　臨床的妥当性と臨床的有用性の視点から PPGL 患者における遺伝子解析の意義と課題を表 4，5にまとめ
た（札幌医科大学　櫻井晃洋博士の承諾を得て改変・引用）．

図2  遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマの診断の進め方

問診・診察など

散発性と思われる症例

次世代シーケンサーによ
る網羅的病因遺伝子解析

家族歴や特徴的な微候（＋）

当該遺伝子を検索する

・甲状腺髄様癌, 副甲状腺病変
・甲状腺髄様癌, 粘膜神経腫

・中枢神経系血管芽腫, 網膜血管腫，
腎細胞癌, 膵病変（嚢胞 Langerhans島腫痬）

・全身の神経線難腫
・皮膚のカフェオレ班

神経線雑種症1型

ただし若年（35歳以下）・両側性・
多発性・副腎外・悪性は以下を疑う

両側性

悪性

腹部 paraganglioma

頭頸部 paraganglioma

多発性

・腹部paragangliomaが初発の悪性褐色細胞腫（SDHB）
多発性の随動脈小体のparaganglioma（SDHD）

・Marfan様体型, 巨大結腸症

MEN2A

VHL,RET,
TMEM127,MAX

SDHB,MAX

SDHB
SDHD
SDHC

SDHD,MAX,SDHB

MEN2B

HPPS

VHL病
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表4  発端者における遺伝子解析の意義と課題

利　点

・発症原因となっている遺伝子変異を同定できれば 鑑別診断に役立ち，腫瘍の好発部
位や悪性度をある程度予測でき，より綿密な健康管理が実現する可能性がある 

・悪性化がある程度予測できる（SDHB の場合：特に転移のない腹部のパラガングリ
オ－マの段階で見つかった場合）

課　題

・早期発見・早期治療が予後の改善につながるという十分な根拠はない．
・遺伝性疾患であることが明らかになることにより，子どもへの遺伝の心配など，新

たな悩みを招く可能性がある． 
・日本人患者において遺伝子変異と臨床像を関連づける情報はない（欧米での限定的

な情報が日本人患者に適応できる根拠はない）．

表5  褐色細胞腫・パラガングリオーマにおける発症前解析の意義と課題

利　点

・未発症変異保持者ではないと確定できた場合は当該の疾患の罹患リスクが低いこと
を明らかにでき，被検者の不安を解消することができる．

・未発症変異保持者と確定された場合は，速やかに適切な診断・治療計画を開始する
ことが可能になり，より良い予後が得られる可能性がある．

課　題

・情報の不確実性：変異を持っている場合に発症する確率（浸透率）や発症年齢，腫
瘍の悪性度など，臨床像との関連がまだ明らかにされていない（未発症SDHB 変異
保有者における浸透率は，約 3 割程度）．

・変異を持っているとわかっても発症を予防する方法がない．
・臨床的対応法が未確立：早期発見のための効果的なスクリーニング方法が確立され

ていない．
・早期発見と早期治療が実現しても，それが予後の改善につながるという十分な根拠

はない．
・未発症保因者を長期に経過観察できる体制が整った医療機関が少ない．
・家族性内分泌腫瘍の遺伝カウンセリングを行える専門医が少ない．

2）親　族
　親族における遺伝子解析の意義と課題を表 5にまとめた．親族に対する遺伝子解析は，家系内の発症者に
変異が同定された場合にのみ考慮される．発症前診断とその結果に対応できる体制が整っていない状況で親
族に対して安易に遺伝子解析を行えば，変異陽性と判定された被検者はただ漠然と罹患リスクが高いという
根拠の希薄な結果だけを突きつけられ，それに対する対応法も心理面でのサポートも十分に得られないとい
う状況に陥ることになる．これは医療として不適切な態度といわざるをえない．事前に遺伝子解析の意義と
限界について十分な遺伝カウンセリングを行うこと，解析後の支援体制が確立していることが極めて重要で
ある．
　これらの理由から，筑波大学で行われる遺伝性 PPGL 関連遺伝子解析研究においては，発症者に対する解
析研究と家族に対する解析研究は別個の研究として扱っている．家族に対する解析研究に参加するためには，
遺伝カウンセリング体制が整備されていること，長期にわたって解析結果の管理ができる体制が整っている
こと，遺伝性 PPGL をよく理解した臨床内分泌医がいること，長期にわたって未発症保因者を経過観察でき
る体制（遺伝医療，内分泌臨床）が整備されていること，を必須条件とし，上述のような限界を理解したう
えで自発的に検査を希望する 16 歳以上の家族に対してのみ遺伝子解析を行うことにしている．

3）変異陽性の未発症者に対する臨床的対応法
　変異陽性の未発症者に対する臨床的対応法を表6にまとめた 114）．解析された症例での具体的な対応を示し
た意義はあるが，前向き研究のエビデンスによるものではなく，あくまで発表された時点での暫定的なもので，
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表6  現時点での未発症変異保持者に対する臨床的対応法

・遺伝性 PPGL をよく理解した臨床内分泌医によって行われるべき
・家系内の最も若年発症者の発症時から１０年を引いた年から以下の内容でフォロ－する
・内科的診察と血中遊離（もしくは尿中）メタネフリン検査／毎年，CTもしくはMRI／ 2年毎，123I-MIBGシンチグラフィ
／3年毎（注：以上は前向きな検討に基づくものでないため，あくまで暫定的なもの）114）

・最近は全身MRI のサーベイランスにおける有用性（2年に 1回？）が報告されている（特に SDHｘ変異症例）115,116）

・2017 の国際学会では（ISP2017）では血中遊離メタネフリン検査を 1回 /1 年は必須でMRI を中心とする画像診断の
頻度は変異の種類に依存して変更すべき（例えばSDHB 陽性未発症者は頻回），との案がエキスパートより示されてい
る
・未発症SDHB 異保持者の浸透率は以前よりはるかに低く約 3割もしくはそれ以下と見積もられている 107-109）

 （文献 114,107-109,115,116）より引用）

今後，変異陽性未発症者の前向き研究の進展，知見の蓄積により対応法が変わる可能性がある．
　最近，SDHB・SDHD 陽性の未発症者における全身 MRI（1 ～ 2 年毎）によるサーベイランスの有用性（被
爆が少なく，感度・特異度共にカテコールアミン測定に勝るという）が報告されている 115-117）．2017 の国際学
会（International Symposium on Phaeochromocytoma and Paraganglioma:ISP2017）では血中遊離メタネフ
リン検査を 1 回 /1 年は必須とし，MRI を中心とする画像診断の頻度は変異の種類に依存して変える（例えば
SDHB 陽性未発症者は頻回），という案が示された．未発症 SDHB 遺伝子変異保有者における浸透率は，当
初報告されたよりも遥かに低く約 3 割程度と見積もられるようになった 101,108,109）．3 割程度でも依然ハイリス
クと考えられるため，発端者（患者）の家族に発症前診断を施行する場合の遺伝カウンセリングには反映さ
せるべきである．

4）医療側の対応について
　これまで述べてきたように，HPPS に関する遺伝子解析は近年飛躍的な進歩がみられたものの，いまだ知見
を集積する段階にあり，臨床的検査というより研究として行われる側面もある．この点を医療者もよく理解し，
また遺伝子解析の対象となりうる発症者や家族に対しても正確に伝える必要がある．その一方で，多くの患
者の協力を得なければ，将来の患者に資することができる知見の蓄積は実現しない．重要なのは被検者とな
る患者に決して不利益が及んではならないということである．
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A  術後予後
　従来 PPGL の術後死亡率は約 25％であったが，早期診断や適切な周術期管理による心血管イベントの減少
により，現在は 5% 未満である．良性例では 5 年生存率・10 年生存率共に 99%，悪性例では 5 年生存率は
91%，10 年生存率は 82% であった 118）．悪性 PPGL の平均生存期間は 7.2 年，5 年生存率は 75.4 % との報告も
ある（図1-A）119）．さらにこの報告では，33 人の悪性 PPGL 患者のうち，73 % が当初は良性と診断されてい
た．局所再発もしくは遠隔転移により，悪性と診断されるまでの平均期間は 4.3 年（範囲 0.6 〜 14 年）であっ
た．52% が 5 年以内に悪性と診断されたが，15% は 10 年以上経過してから悪性と診断されている（図1-B）．
術後 53 年で転移を認めたとの報告もある 3）．PPGL の臨床経過は多様であることから，長期にわたり慎重な
経過観察が重要である．

B  QOL
　PPGL では，発作的な血圧上昇，動悸，発汗過多，頭痛，便秘などのカテコールアミン過剰による症状を伴
うことに加えて，不安感や疲労感の原因となり，quality of life （QOL） の低下をきたす．頭頸部 PGL では，
腫瘍による脳神経障害などの局所症状が QOL を有意に低下させる．PPGL では身体的のみならず，精神的，
社会的にも QOL の低下を認める 120）．悪性例では骨転移に伴う骨関連事象が QOL 低下と関連する 121）一方，
SDHB 遺伝子変異の有無は QOL と関連しないとの報告もある 3）．

C  経過観察法
　米国内分泌学会は，2014 年に策定された診療ガイドラインにおいて，PPGL 全例に生涯を通した経過観察
を推奨している 4）．欧州内分泌学会は 2016 年に PPGL 術後の長期経過観察におけるガイドラインを策定 114）

している．

1）術後の経過観察法
　定期的に血圧および生化学的検査で実施する．手術効果を判定するため術後 1 〜 2 週間後に生化学的検査
を実施する．その後，局所再発や遠隔転移のスクリーニングのため，術後 2 〜 6 か月で再度実施し，異常を
認めない場合は，以後，1 〜 2 年ごとの定期検査を実施する．生化学的検査として，海外では血中遊離メタネ
フリン分画，3-methoxytyramine（3MT）が推奨されているが，わが国では保険適用外である．わが国では
外来診療における実施が容易であることから，随時尿中総メタネフリン分画（メタネフリン・ノルメタネフ

》 Evidence

》 ステートメント《

● 褐色細胞腫・パラガングリオーマは潜在的に悪性腫瘍であり，一部の症例は初回診断・術後一定期
間後に，遠隔転移，局所再発をきたし，進行性の増悪を示すことから，長期の慎重な経過観察が必
要である 1B ．

● カテコールアミン過剰，頸部腫瘍による脳神経障害，悪性例における骨転移などが患者 QOL 低下
に大きく影響する． 

● 全例で少なくとも術後 10 年間，高リスク群では生涯にわたる経過観察が推奨される 1B ．
● 経過観察は主に血圧および生化学的検査で行い異常を認めた場合に画像検査を行う 2C ．

11 予後および経過観察法
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リン）による評価が推奨され，適宜，血中カテコールアミン濃度，24 時間尿中カテコールアミン，メタネフ
リン分画および VMA を用いる．術前の血圧や生化学的検査が正常の場合，術後の生化学的検査が正常化し
ない場合は，術後 3 か月での画像検査が推奨される．どの画像検査が術後の経過観察に最も有用であるかは
明らかではないが，被曝量の観点から，特に小児や妊婦での安全性を考慮して，まず MRI の実施が推奨される．

2）経過観察を行う期間
　米国内分泌学会 4）は PPGL 全例に生涯を通した経過観察を推奨している．欧州内分泌学会 114）は PPGL 全
例で少なくとも術後 10 年間の経過観察を，特に再発の高リスク患者（手術時年齢 20 歳未満，症候性 / 遺伝
性疾患，腫瘍径 15cm 以上，PGL など）では生涯を通した経過観察を推奨している．表 1に PPGL の術後 5
年間の新規病変（局所再発，遠隔転移，新規の腫瘍病変）出現リスクと NNS（number of patients needed to 
screen：ある一定期間に１件の有害事象の発生を発見するためにスクリーニングを要した患者数）を示され
ている 114）．高リスク群では術後 5 年間での新規病変出現リスクが高率で，5 年以降も頻度は減少しない．非
高リスク群においても術後 5 年間に 10% 前後で新規病変を認めたが，術後 10 年以降のエビデンスはなく今後
の検討が必要である．以上から，全例で少なくとも 10 年間の，さらに再発高リスク患者では，生涯を通した
経過観察が推奨 4,114）される（図２） （褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療アルゴリズム，p.x 参照）．

図1  悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマにおける無病生存期間（A）と疾患特異的生存率（B）
 （文献 119）より翻訳，引用）
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表1  褐色細胞種における術後 5 年間での新規病変出現リスクと NNS
（number of patients needed to screen）

グループ /サブグループ 新規病変出現リスク
％（95％信頼区間）

NNS
n（95％信頼区間）

全体 10（8,14） 10（7,13）

腫瘍の位置
褐色細胞腫
胸腹部〜骨盤部パラガングリオーマ
頭頸部パラガングリオーマ

8（6,11）
18（11,31）
25（11,57）

12（9,18）
5（3,9）
4（2,9）

手術年齢 20歳以上
20歳未満

9（7,12）
27（15,51）

11（8,15）
4（2,7）

遺伝性 症候性 /遺伝性疾患なし
症候性 /遺伝性疾患あり

7（5,11）
17（12,24）

13（9,21）
6（4,9）

腫瘍サイズ 15mm未満
15mm以上

10（7,14）
26（6,100）

10（7,14）
4（1,15）

 （文献 114）より翻訳，引用）

図2  褐色細胞腫・パラガングリオーマの術後経過観察アルゴリズム
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　PPGL は潜在的に悪性であることを考慮して，2017 年 WHO の内分泌腫瘍分類 2）にて PPGL は「悪性腫瘍」
の範疇に分類されたことから，長期にわたる慎重な経過観察が必要である 4）．非クロマフィン組織（骨，肺，肝，
リンパ節など）への転移が存在すれば確実に “ 悪性 ” と診断されるが，転移巣が明確でない段階では進行性の
増悪，予後不良の指標となる悪性度の評価が重要である．悪性度の評価指標を表１に示す（悪性褐色細胞腫・
パラガングリオーマ診療アルゴリズム，p. ⅺ参照）．

A  臨床所見
　男性，初回診断時の年齢（特に 76 歳以上），腫瘍サイズ（6㎝以上）122），ドパミン，ノルアドレナリン過剰 123），
原発巣の手術が不可，などが臨床的な悪性度の指標と報告 3,124）されている．原発巣と転移巣診断の時期も重
要 122,125）とされ，原発巣の診断，手術後６カ月以降に転移が確認された場合と比較して，同時期に診断された
例の予後は不良とされる．多重ロジスティック回帰分析により，45 歳以上と初回診断時の転移の存在が独立
した生命予後の規定因子との報告もある（図１）118）．
　腫瘍の局在部位，病型と悪性度との関連も報告されている．両側性では片側性より悪性の頻度が高く（21.4% 
vs. 10.2%），PGL は PCC よりも悪性の頻度が高い（40% vs. 10％）125）．PGL が最も重要な予後規定因子との
報告 122）もある（図２）． PGL の中では，腹部・骨盤部 PGL は約 40％が悪性であるのに対して，頭頸部 PGL
では 3 ～ 5％である 108）．画像検査（MRI，CT，131I-MIBG シンチグラフィ）で非クロマフィン組織（肝臓，骨，

表1  褐色細胞腫・パラガングリオーマの悪性度の評価指標
悪性・進行性増悪・予後不良を示唆する所見

性別 男性
診断年齢 中高年以上
腫瘍サイズ 大（４～５ｃｍ以上）
分泌カテコールアミンパターン ノルアドレナリン性・ドパミン性
転移巣診断の時期 原発巣と同時期（synchronous）
腫瘍の局在・病型 腹部・骨盤部パラガングリオーマ
18F-FDG-PET 集積あり

病理組織マーカー
Ki67 染色陽性率＞ 5%
GAPP　7～ 10点
SDHB染色陰性

遺伝子マーカー SDHB遺伝子変異陽性

》 Evidence

》 ステートメント《

● 褐色細胞腫・パラガングリオーマは 2017 年 WHO 分類で悪性腫瘍に分類されたことから，初回
診断時および経過中の悪性度評価が重要である 1B ．

● 非クロマフィン組織の病変が存在すれば悪性と診断できる．
● 性別，診断時年齢，腫瘍サイズ，分泌されるカテコールアミンのタイプ，転移巣診断の時期，腫瘍

の局在・病型，18F-FDG-PET 所見，病理組織 GAPP，Ki67 染色陽性率，SDHB 遺伝子変異，
SDHB 免疫染色などが悪性度の評価に有用である 1B ．

1 悪性度の評価法
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肺，リンパ節など）に病変が存すれば悪性の根拠となるが，傍大動脈神経節の病変はリンパ節転移との鑑別
が困難である．18F-FDG-PET は良性腫瘍よりも転移性腫瘍で陽性率（82%）が高く，特に SDHB 遺伝子変異
陽性の PGL で腫瘍検出率が高い 43）が，良性腫瘍（58％）でも取り込みを認め特異性に限界がある．

B  病理組織マーカー
　病理学的に悪性所見とされる被膜浸潤，脈管浸潤は良性 PPGL でも認めるため，鑑別には役立たない．腫
瘍増殖能の指標である Ki67 免疫染色性が有用とされ，陽性細胞率が 3% 以上は悪性を示唆する 126）．PCC よ
り PGL での陽性頻度が高い．組織所見のスコア化により悪性度を診断する PASS86）は，PASS 4 点以上では
臨床的に悪性，PASS 4 点未満は良性の経過を示すとされるが，予後との関連に否定的な報告 127）もある．
Kimura ら 85,128）はスコアリングスケール（GAPP）による分化度と 5 年生存率，予後が相関することを報告し
ている．

C  遺伝子マーカー
　散発性 PPGL の 20 ～ 30％に遺伝子変異を有する遺伝性であることが報告されている．特に悪性度との関連
が深いのが SDHB 遺伝子変異である．SDHB 変異陽性例での悪性の頻度は 50 ～ 90%129），悪性 PPGL の 5 ～
50% が SDHB 変異陽性で予後不良と報告されている．

 

図1  悪性褐色細胞腫における疾患特異的生存率
（文献 119）より引用）

 

図2  悪性褐色細胞腫（副腎／副腎外）における生存率
（文献 122）より引用）
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D  バイオマーカーの組み合わせによる予知法
　複数のマーカー，即ち①原発腫瘍の腫瘍径，②副腎性か副腎外性か，③分泌カテコールアミン型（アドレ
ナリン型かノルアドレナリン型か），④腫瘍の被膜への浸潤の有無，⑤ SDHB 遺伝子変異の有無，⑥受容体型
チロシンキナーゼであるヒト EGF 受容体 2 型（ERBB-2）過剰発現の有無，などの所見のスコア化により，
悪性度の半定量的予知が可能であると報告 130）されている．今後，多数例での前向きでの検証が期待される．
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A  適　応
　外科的切除が困難な悪性 PPGL のうち，全身状態が不良でない症例，施行前に重篤な白血球減少，血小板
減少，腎機能障害，肝機能障害の合併がない症例を対象とする．

B  種　類
　シクロホスファミド（cyclophosphamide），ビンクリスチン（vincristine），ダカルバジン（dacarbazine）
併用による化学療法（CVD 療法）がわが国で唯一保険適用がある．CVD 療法と他の抗腫瘍薬や 131I-MIBG 治
療の併用効果や副作用は少数例の報告にとどまることから明らかではない 131-135）．

C  実施法
　シクロホスファミド（750 mg/m2 BSA〈体表面積〉）を 1 日目，ビンクリスチン（1.4 mg/m2 BSA）を 1 日
目，ダカルバジン（600 mg/m2 BSA）を 1 日目と 2 日目に投与する．これを原則として 21 日間隔で反復する．
シクロホスファミドとダカルバジンの投与量は骨髄抑制が生じるまで毎回 10％ずつ増量，血液所見や神経学
的副作用が出現した場合は施行間隔を 1 週ずつ延ばすか投与量を減量する 136）（図１）．ビンクリスチンはわが
国での添付文書に「副作用を避けるため１回量 2 mg を超えないものとする」と記載されている．

D  効　果
　CVD 療法による腫瘍縮小，消失，カテコールアミン値低下，高血圧改善など一定期間の有効性が報告され
ている．治療効果は，Averbuch ら 136）による 1988 年の報告では，14 例に対する 7 ～ 34 か月（平均 21 か月）
の観察期間で，腫瘍容積の反応性は完全奏効 2 例，部分奏効 6 例，生化学的（ホルモン値）反応性は完全奏
効 3 例，部分奏効 8 例であった．1 例は CVD 療法中も腫瘍増大とホルモン増加がみられたため 4 回で中止した．
腫瘍の完全あるいは部分奏効は 57％，ホルモンの完全あるいは部分奏効は 79％に認められた．2014 年に発表
された 4 つのコホート研究のメタ解析 137）によると，4 つのコホート研究からの計 50 例の検討で腫瘍容積の
反応性は完全奏効 4％，部分奏効 37％，不変 14％，2 つのコホート研究からの計 35 例の検討では，生化学的
反応性は完全奏効 14％，部分奏効 40％，不変 20％，有効例の無増悪生存期間（PFS）は各々，平均 20 か月 138），
40 か月 139）であった．さらに最近，23 例における検討で，腫瘍容積の反応性は 26％，生化学的反応性は
30％，奏効例での PFS は約 8 年で非奏効例と比較して有意に長いことが報告 140）されている．
　一方，長期的な効果は，CVD 治療例と CVD 未治療例との予後を比較した検討 138,141-144）が少なく，化学療法
が生存率の改善に寄与するとのエビデンスはない．

》 Evidence

》 ステートメント《

● CVD 療法は悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマに保険適用のある唯一の治療法で，実施が比較
的容易かつ副作用も軽～中等度あることから，第一選択治療である 2C ．

● CVD 治療の腫瘍容積とカテコールアミン過剰の減少効果（完全奏効と部分奏効）は 40 ～ 50％で
ある．

● CVD 治療は悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマの無増悪生存期間を延長するが，生命予後を改
善させる明確なエビデンスはない．

2 化学療法
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図1 CVD治療の実施プロトコル

E  副作用と対策
　副作用発現頻度は不明であるが，ほとんどは軽度から中等度である．重篤な副作用として腫瘍崩壊に伴う
高血圧クリーゼに留意する．副作用は必ずしも全例で出現するものではない．また，反復して施行する場合は，
毎回出現する副作用の種類や程度が異なる症例がみられるため慎重に経過を観察する．長期間反復して投与
した際の慢性副作用は明らかではない．

1）発熱，血管痛，嘔気，嘔吐
　投与中および直後の一過性高熱には対症的処置を行う．局所の血管痛は投与終了後に速やかに軽快するが，激
痛の場合は治療に対する恐怖心につながるため消炎鎮痛薬，抗不安薬の事前投与を行う．嘔気，嘔吐は多くの例
で投与終了後に速やかに軽快する．制吐薬として塩酸グラニセトロン塩酸塩（5-HT3 受容体拮抗薬）を使用する．
抗ドパミン作用を有するメトクロプラミド（D2 受容体拮抗薬）は内服薬も注射薬も高血圧クリーゼを来す可能
性があり，PPGL に対する使用が禁忌である．同じ D2 受容体拮抗薬であるドンペリドンには昇圧発作の報告は
なく添付文書に禁忌の記載がないがメトクロプラミドと作用機序が同じであるため使用には注意を要する．

2）骨髄抑制
　シクロホスファミドとダカルバジンによる骨髄抑制（おもに白血球減少，その他に血小板減少，貧血）が
報告されている．自験例では白血球は投与の数日後から低下し約１週間で回復に転じる（図2）．その他，血
小板減少による軽度の出血傾向が報告されている 137）．

3）肝機能障害，末梢神経障害
　投与後数日から軽度のトランスアミナーゼ（AST/ALT）上昇を認めることがある．また，化学療法による
肝炎ウイルスの再活性化が報告されているため，CVD 治療導入前の肝炎ウイルス検査および開始後の肝炎発
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症に留意する必要がある．ビンクリスチンによる末梢神経障害として軽度の知覚異常が報告されている．

4）脱毛
　0.1 ～ 5% 未満に認められることから，十分なインフォームド・コンセントが必要である．

5）高血圧クリーゼ
　CVD 療法による腫瘍の崩壊でクリーゼを併発する症例はまれであるが，数例の報告があるため 145），事前に
十分な量のα，β遮断薬を投与する．

6）その他
　その他，稀ではあるが重篤な副作用（表1）があるため，実施に際しては添付文書を参照する． 

F  実施に必要な手順
　参考として，レジメン登録委員会などの申請書，同意説明文書，同意書の見本（国立国際医療研究センター
病院の例）を巻末資料（p.71 ～）に示す．

図2 CVD 治療後の白血球数の経過

表1 CVD 治療に用いる薬剤の稀な副作用（添付文書より）
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　　　アナフィラキシーショック・肝静脈血栓症及び肝細胞壊死を伴う重篤な肝障害
３．ビンクリスチン
　　（頻度不明）
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》 ステートメント《

》 Evidence
A  抗腫瘍効果
　単回投与量，総投与量が明示されており，固形癌治療効果判定規準（Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumors：RECIST）に準拠して systematic な評価を行っている論文をエビデンスとした．
　後ろ向き研究 17 のメタ解析によると，131I-MIBG（meta-iodobenzylguanidine）治療による効果は，腫瘍体
積に対して完全奏効（CR）3%，部分奏効（PR）27%，不変（SD）52%，カテコールアミン上昇に対して奏
効割合 51%，不変 21% であった 146）．これまでの後ろ向き研究 147-157）における奏効割合を表１に示す．これら
から，低用量における腫瘍体積に対する奏効割合は中〜高用量と比較して低いものの，複数回投与により奏
効割合は上昇すると考えられる．過去の報告はいずれも単群後ろ向き試験であり自然経過あるいは化学療法
との群間比較試験は存在せず，生命予後の改善に関する明確なエビデンスは存在しない．

B  有害事象
　131I-MIBG 治療による有害事象は多くの報告がある．単回投与量が明示されており，有害事象共通用語規準

（Common Terminology Criteria for Adverse Events：CTCAE）に準拠して systematic な評価を行っている
論文をエビデンスとした．

表1 　131I-MIBG 投与量と奏効率

指標 低用量
（～7.4GBq）

中用量
（7.4 -14.8GBq）

高用量
（14.8GBq～）

一回投与量の下限値に
よる評価

腫瘍体積 16.9% 58.8 38.8

血中カテコールアミン 42.1 ～ 58.3 31.3% 22.0%

総投与量の下限値によ
る評価 腫瘍体積 32.3% 58.8% 38.8%

● 123I-MIBG が集積する悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマが適応である 1B ．
● 腫瘍縮小を目的とする 131I-MIBG 治療は低用量（〜 7.4 GBq）でも有用であるが，中用量以上（7.4 

GBq 〜）がより望ましい 2C ．
● わが国で施行可能な低用量（〜 7.4 GBq）による 131I-MIBG 治療の複数回投与法は，奏効率を向

上させる 2C ．
● 低用量 131I-MIBG 治療は過剰カテコールアミンの抑制に有用である 2C ．
● 低用量（〜 7.4 GBq）で 10 〜 20% の Grade 2 以下の血液毒性，中用量（7.4 〜 14.8 GBq）で

50% 未満の Grade 3 血液毒性，高用量（14.8 GBq 〜）で 80% 以上の Grade 3 以上の血液毒性
が生じ得る．

● 131I-MIBG 治療の際には，甲状腺機能低下症の軽減のために無機ヨウ素による甲状腺ブロックが推
奨される 1B ．

3 131I-MIBG 治療
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3 131I-MIBG 治療

1）造血障害，一時的不妊
　International Commission on Radiological Protection（ICRP）勧告に基づく 131I-MIBG の正常分布による主
要臓器の被曝線量は，成人で赤色髄 6.7 × 10-2 mGy/MBq，甲状腺 5.0 × 102 mGy/MBq，膀胱 5.9 × 10-1 

mGy/MBq，卵巣 6.6 × 10-2 mGy/MBq，精巣 5.9 × 10-2 mGy/MBq などである．ただし，国外製造の
131I-MIBG には放射能比で約 10% 程度の 131I が含まれているとされる．投与したヨウ素の 25% が正常甲状腺に
取り込まれると仮定した場合，131 I による被曝線量は赤色髄 7.0 × 10-2 mGy/MBq，甲状腺 3.6 × 102 mGy/
MBq，膀胱 4.6 × 10-1 mGy/MBq，卵巣 4.3 × 10-2 mGy/MBq，精巣 2.7 × 10-2mGy/MBq である．わが国に
おける標準的な投与量である 131I-MIBG 7.4 GBq（131I-MIBG 90%，131I 10%）で合算すると，赤色髄 0.50 Gy，
甲状腺 267 Gy，膀胱 4.3 Gy，卵巣 0.47 Gy，精巣 0.41 Gy 程度となる．発癌と遺伝的影響を除くすべての有害
反応は確定的影響であり閾値が存在するとされ，短時間の被曝における発生率 1% の閾値は造血障害で 0.5 
Gy，甲状腺機能低下で 10 Gy，放射線性膀胱炎 50 Gy，卵巣被曝による一時的・永久的不妊で 0.65 Gy・2.5 
Gy，精巣被曝による一時的・永久的不妊で 0.15 Gy・3.5 Gy 程度とされている．
　以上より，わが国で施行可能な低 - 中用量（～ 14.8 GBq）において造血障害，一時的不妊は生じうる．また，
無機ヨウ素による適切な甲状腺ブロックを行わなかった場合，甲状腺機能低下は必発である．適切な甲状腺
ブロック（ヨウ素取り込み率 1% 未満）を行った場合の甲状腺の被曝量は約 10.6 Gy と推定され，甲状腺ブロッ
クを行っても甲状腺機能低下は生じうる．ただし，これらは「正常分布」における有害事象であり，骨髄転
移による骨髄被曝，腹腔内腫瘤による生殖腺（特に卵巣）への被曝は当然ながら増大することを念頭におく
必要がある．

2）血液毒性
　血液毒性については，わが国において施行不可能な高用量（14.8 GBq ～）を投与された 12 例（14.3 ～ 32 
GBq）において，Grade 3 血小板減少（79%），Grade 3 好中球減少（53%），Grade 4 好中球減少（19%）148），
30 例（20.6 ～ 43.8 GBq）において Grade 3 血小板減少（70%），Grade 4 血小板減少（10％），骨髄異形成症
候群 151）（1 例），19 例（6.7 ～ 25.9 GBq）において Grade 2 血小板減少（21％），Grade 2 血小板減少＋ Grade 
4 好中球減少（5％）152），50 例，（18.2 ～ 42.9 GBq）において Grade 3 ～ 4 好中球減少（87%），Grade 3 血小
板減少，Grade 3 以上の貧血（8％），MDS（2 例）153）が報告されている．一方，わが国において施行されて
いる低～中用量（～ 14.8 GBq）では，38 症例，投与量 5.5 ～ 7.4 GBq で 2 例の骨髄抑制 154），10 症例，5.4 
GBq で 10% の血小板減少 155），70 症例 87 回，投与量 3.7 ～ 14.8 GBq で Grade 2 貧血 1.1%，Grade 2 白血球減
少 13.8%，Grade 3 白血球減少 2.3%156）と報告されている．また，時期は異なるが，単一施設で異なる時期に
実施された低用量，中用量の2群の比較 157）では，単回投与量5.5 GBqの低用量群でGrade 1血液毒性2例（17%），
9.9 GBq（366 mCi）の中用量群で Grade 3 以上の血液毒性 6 例（38%）が生じている．以上より，高用量（14.8 
GBq ～）では 80% 程度の Grade 3 以上の血液毒性が生じる一方，中用量（7.4 ～ 14.8 GBq）では 50% 未満の
Grade 3 血液毒性，低用量（～ 7.4 GBq）では 10 ～ 20% 程度の Grade 2 以下の血液毒性が生じ得ると考えら
れる．

3）その他の有害事象
　非血液毒性の早期有害事象として嘔気，嘔吐があり，その頻度は 20%（単回投与量 3.7 ～ 5.6 GBq）155），
32%（単回投与量 3.7 ～ 14.8 GBq）156）と報告されている．その他，下痢，動悸，高血圧，発熱，腹痛などが症
例報告レベルで散見される．
　非血液毒性の晩期有害事象については，わが国において施行不可能な高用量での重篤な有害事象として，
単回投与量 18.2 GBq 以上において 14.3% の高血圧症，6.1% の器質化肺炎 / 成人呼吸促迫症候群，4.1% の卵
巣機能不全 / 性腺機能低下，2.0% の深部静脈血栓症 / 肺塞栓症・感染・肺炎の報告 153）があり，低 - 中用量
で 7% の甲状腺機能低下症 157），低用量で 20% の潜在性甲状腺機能低下症 155）が報告されている．また，二次
性発癌については症例報告レベルで数例の報告がある．
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　また，甲状腺ブロックを行わなかった場合の甲状腺機能低下症については先に述べたとおり理論上必発で
あるが，明確なエビデンスはない．しかしながら MIBG 治療とは直接関連がないものの，WHO は原子力災
害により放出される 131I に対する甲状腺ブロックとして成人で 100 mg/ 日（ヨウ化カリウム換算で 130 mg/ 日）
のヨウ素内服を推奨している 158）．これを元に，欧州核医学会の MIBG 治療ガイドラインにおいては，ヨウ化
カリウム 130 mg/ 日を 131I-MIBG 投与前 24 ～ 48 時間から開始し，投与後 10 ～ 15 日間継続投与することを
推奨している 159）．

C  わが国における先進医療と治験
　わが国では平成 28 年に「難治性褐色細胞腫患者に 131I-MIBG を用いる内照射療法」が先進医療 B として実
施されたのに引き続き，平成 29 年から富士フィルム RI ファーマ（株）による治験（「難治性の褐色細胞腫（パ
ラガングリオーマを含む）患者を対象とした F-1614 の第 2 相臨床試験」）（http://www.clinicaltrials.jp/user/
cteDetail.jsp）が開始されている．実施施設は金沢大学，群馬大学，北海道大学，鹿児島大学の 4 施設で，① 

123I-MIBG シンチグラフィ集積陽性の病変があること，② MIBG の治療歴がないこと，③カテコールアミンが
正常上限の 3 倍以上であること，④重篤な合併症がないこと などが選択基準とされている．安全性，有効性
が検証されれば将来の保険適用が期待されている．
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4 骨転移の治療

》 Evidence

》 ステートメント《

● 悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマは骨転移の頻度が高く，骨転移に伴う疼痛，脊髄圧迫，病的
骨折などの骨関連事象（SRE）により患者 QOL の低下をもたらす．

● 骨転移による疼痛には非ステロイド抗炎症薬とオピオイドが第一選択で，病変が限局的である場合
は放射線外照射も適応となる 1B ．

● 骨関連事象の抑制には骨修飾薬（ビスホスホネー卜，デノスマブ）が適応 2C となるが，顎骨壊
死や低カルシウム血症に注意を要する．

4 骨転移の治療

A  骨転移の頻度
　癌の転移臓器として肺，肝に次いで骨が 3 番目に多い．特に乳癌，前立腺癌は骨転移率が 50% 以上と高く，
次いで肺癌，腎細胞癌，甲状腺癌も比較的高率である．悪性 PPGL の骨転移率に関しては，Ayala-Ramirez
ら 160）は，91 人 /128 人（71%），米国 National Institutes of Health （NIH）の SDHB 異常を有する悪性 PGL（29
例）では腹腔／骨盤内転移に次ぐ 2 番目の 75% と報告 43）している．わが国の難治性疾患研究班の調査では悪
性 PPGL（77 例）において転移臓器として最多の 65% であった 161）．すなわち，悪性 PPGL では骨転移が高頻
度である．多くの場合多発性で，転移部位としては椎体骨，仙骨・骨盤骨，長管骨の順に頻度が高く，90％
は溶骨性病変であった．

B  悪性 PPGL における骨転移の機序
　骨転移の機序は不明である．動物実験にて交感神経系刺激が骨吸収を亢進させること，PPGL 患者では溶骨
性骨転移が高率で，骨吸収マーカーであるⅠ型コラーゲン架橋 C テロペプチド（CTX）の有意な上昇と術後
の正常化を認めること，などからカテコールアミン過剰，特にノルアドレナリン過剰が骨吸収亢進に影響す
る可能性が示唆 162）されている．

C  骨関連事象
　悪性腫瘍による骨転移は疼痛（33%），病的骨折（27%），脊髄神経圧迫（25%），腫瘍関連高カルシウム血
症などの骨関連事象（skeletal-related events：SREs）の原因となる．これらは患者 QOL の低下に直結し予
後悪化につながる．骨転移のみを認める PPGL の全生存期間中央値は約 12 年，骨転移以外の転移を認める場
合は約 7.5 年，骨転移と遠隔転移の両方を認める場合は約 5 年であった（図1）160）．

D  治療 
１）標準的治療
　集学的治療が原則である．「骨転移による疼痛」に対して「時間単位の急性効果」を期待する場合は，非ス
テロイド性抗炎症薬（NSAIDs）とオピオイドが第一選択である．オピオイド抵抗性の疼痛では鎮痛補助薬を
併用する．さらに，疼痛の原因となる骨転移巣の数が少ない限局性の骨転移では，放射線外照射により「週
から月単位」の確実な疼痛軽減効果を期待できる．
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２）新規の薬物治療
　近年，多くの固形癌や多発性骨髄腫などによる骨病変に対して，骨修飾薬（ビスホスホネート製剤（BP 製剤），
デノスマブ）の有用性が示されている．作用機序は , 破骨細胞の抑制による骨吸収阻害である．臨床試験のエ
ンドポイントとして SREs（病的骨折，脊髄圧迫，骨病変に対する放射線治療，外科的手術が必要となる場合，
悪性腫蕩による高カルシウム血症など）が用いられた．BP 製剤のパミドロンが「乳癌の骨転移」（1994 年），
ゾレドロン酸が「固形癌の骨転移による骨病変」（2005 年），抗 RANKL（Receptor activator of nuclear 
factor kappa-B ligand）モノクロ―ナル抗体のデノスマブが「固形癌骨転移による骨病変」（2012 年）に保険
適用となっている．日本の骨転移診療ガイドライン 163）では , 肺がん , 乳がん , 前立腺がん , 多発性骨髄腫の骨
転移については大規模臨床試験でエビデンスが集積されて , 両薬剤の使用が強く推奨されている．悪性 PPGL
でも高カルシウム血症の是正，SREs の抑制を目的として使用可能 164）であるが，適切な投与開始時期，中止
時期，有効性に関するエビデンスは十分ではない．高カルシウム血症がなくても適応となるが，骨転移によ
る疼痛に対する効果は期待できない．

3）薬物療法の実際
a）ゾレドロン酸水和物（ゾメタ ® 注）4 mg, 5 mL：適応は，固形癌骨転移による骨病変，悪性腫蕩による高
カルシウム血症など．用法は 4 mg を生理食塩水または 5% ブドウ糖 100 mL に希釈し，15 分以上かけて点滴
静注する．投与間隔は通常 3 週～ 4 週ごとであるが，近年， 3 か月毎との報告 165）もある．クレアチニンクリ
アランス 60 mL/min 未満では , 腎障害リスクが高まるので , 腎機能に応じて投与量調節が必要である．
b）デノスマブ（ランマーク ®）120 mg, 4 週間毎に 1 回 120 mg 皮下注：適応は , 固形癌骨転移による骨病変
など．ゾレドロン酸と同等以上の効果があり , 簡便に皮下注射ができ , 急性反応も少ない．しかし低カルシウ
ム血症予防への配慮が必要で，カルシウムや天然型ビタミン D の合剤であるデノタス ® を併用する（1 日 1

図1    悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマの骨転移の有無によ
る全生存率の違い 
BM：bone metastasis.

 （文献 160）より引用）
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回 2 錠）．クレアチニンクリアランス 30 mL/min 未満では低カルシウム血症へのさらなる注意が必要で，慎
重投与とされる．ゾレドロン酸より高価である．

4） 副作用 165-168）

　顎骨壊死 , 低カルシウム血症 , 腎機能障害 , 急性期反応がある．顎骨壊死（最近は骨吸収抑制関連顎骨壊死
（Anti-resorptive agents-related Osteonecrosis of the jaw：ARONJ と呼ぶ）は BP 製剤，デノスマブともに
みられる．頻度は 2％以下で , 両薬剤間に差はない．口腔内衛生でリスクが軽減し , 歯科的問題の解決 , 抜歯な
どの侵襲的治療は治療前に終えておく．下口唇を含むオトガイ部の知覚異常（Vincent 症状）が ARONJ の予
兆とされる．
　低カルシウム血症は , ゾレドロン酸で 3.3 ～ 9.0％ , デノスマブで 1.7 ～ 10.8％とされる．ビタミン D やカル
シウム製剤の投与がないとリスクが高まる．治療前の低カルシウム血症や腎機能低下もリスク因子である．
治療開始後 10 日以内の発症が多いので , 治療初期のモニターが重要である．
　腎機能障害（ゾレドロン酸：〈4.9 ～ 44.5％〉）の多くは軽症で可逆的である．高齢 ,NSAIDs やシスプラチン
併用 , 糖尿病がリスク因子とされる．腎機能に応じた用量調整が必要である．急性期反応は治療後 3 日以内に
おきる感冒様症状である（ゾレドロン酸：17.7 ～ 22.0％；デノスマブ：8.4 ～ 10.4％）．



第Ⅱ章　悪性褐色細胞腫・パラガングリオーマ

54

》 Evidence

》 ステートメント《

● 疼痛管理を適切に行い患者の QOL を改善する必要がある 1B ． 
● 緩和ケアなどの関連診療科との密接な連携による集学的治療を行う 2C ．
● 高血圧クリーゼのリスク回避のため薬剤選択に注意する 2C ．

疼痛の治療5

A  治療の目的
　悪性 PPGL は骨転移を高頻度に認め，疼痛・脊髄圧迫・病的骨折などにより QOL 低下や予後悪化をきたす．
経過が長期に及ぶため，QOL 改善のための疼痛管理が重要である．

B  鎮痛薬の使用法
　世界各国で使用されている WHO 方式がん疼痛治療法（1996 年）による「鎮痛薬の使用法」は，治療にあたっ
て守るべき「鎮痛薬使用の 5 原則」（表1）と，痛みの強さによる鎮痛薬の選択ならびに鎮痛薬の段階的な使
用法を示した「三段階除痛ラダー」（図1）からなる 168,169）．

　オピオイド開始時には，嘔気・嘔吐や便秘などの副作用対策が必要である．制吐薬としてドパミン受容体
拮抗薬（プロクロルペラジン，ハロペリドール，クロルプロマジン），消化管蠕動亢進薬（メトクロプラミド，
ドンペリドン），抗ヒスタミン薬（ジフェンヒドラミン / ジプロフィリン，クロルフェニラミンマレイン酸塩）
などが用いられるが，メトクロプラミドは高血圧クリーゼを生じることがあり使用禁忌である．ドンペリド
ンは添付文書に禁忌の記載はないが，メトクロプラミドと作用機序が同様のため使用には注意を要する．プ
ロクロルペラジン，クロルプロマジンは PPGL の患者への投与は慎重投与となっている．
　オピオイド開始後の便秘に対しては，浸透圧性下剤や大腸刺激性下剤を用いて管理を行う．しかしながら，
PPGL ではカテコールアミン過剰に伴う慢性便秘を呈することがあり，管理に難渋する場合がある．

表1  鎮痛薬使用の 5 原則

（文献 168,169）より引用，一部改変）

経口的に（by mouth）
時刻を決めて規則正しく（by the clock）
除痛ラダーにそって効力の順に（by the ladder）
患者ごとの個別的な量で（for the individual）
そのうえで細かい配慮を（with attention to detail）
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C  鎮痛補助薬の使用法
　神経障害性疼痛をはじめとするオピオイド抵抗性の痛みに対して，多くの鎮痛補助薬が使用されているが，
質の高い臨床試験は少なく，適正な使用方法は未確立である．鎮痛補助薬として抗けいれん薬，抗うつ薬，
抗不整脈薬，N-methyl-D-aspartate（NMDA）受容体拮抗薬，グルココルチコイド，BP 製剤などがあり，癌
による神経障害性疼痛を緩和する可能性があるとされる 170）．しかし，三環系抗うつ薬は高血圧クリーゼをき
たすことがあり使用には注意する．
　脊髄圧迫症候群など神経への圧迫による痛み，炎症による痛み，頭蓋内圧亢進に伴う頭痛，骨転移に伴う
痛みなどではグルココルチコイドの効果が期待できるとされているが，PPGL 患者でステロイド（高用量デキ
サメタゾンなど）の使用により高血圧クリーゼを生じたという報告 12,68）もあるため，使用には注意を要する．
効果が認められれば有効最少量で使用し，無効なら漫然と使用せずに一定期間で減量・中止する．有効な場
合の長期使用にあたっては副作用（高血糖，胃潰瘍，易感染性など）への対策が必要である．

図1  WHO 方式がん疼痛治療法（三段階除痛ラダー）
（文献 168,169）より引用，一部改変）

痛みの残存
ないし増強

第 3段階
　中等度から高度の強さの痛み
　⇒強オピオイド
　　±非オピオイド鎮痛薬±鎮痛補助薬

第 2段階
　軽度から中等度の強さの痛み
　⇒弱オピオイド
　　±非オピオイド鎮痛薬±鎮痛補助薬

第 1段階
　軽度の痛み
　⇒非オピオイド鎮痛薬±鎮痛補助薬

痛みの残存
ないし増強
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》 Evidence

》 ステートメント《

● カテコールアミン過剰による高度便秘や麻痺性イレウスを合併することがあり，患者の QOL に重
大な影響を及ぼす．

● 早期からの排便コントロールが重要である 1B ．
● フェントラミン（レギチーン®）の点滴静注が腸管蠕動の改善に有効である 2C ．

便秘の治療6

A  頻　度
　PPGL の約 13% に便秘を生じる 171,172）．特にノルアドレナリン過剰産生例や頭痛，動悸，発汗，体重減少を
伴う症例に多くみられる 173）．慢性化した場合，管理が困難となるため早期からの排便コントロールが重要で
ある．便秘や麻痺性イレウスの他，巨大結腸症 174），腸管偽閉塞症 171,175），腸管穿孔 176）も報告されている．こ
れらの消化器症状を契機に PPGL が発見されることもあるので，注意を要する．高度の便秘を示した一例の
画像を図1に示す．

B  機　序
　カテコールアミン過剰により消化管平滑筋のα2 受容体，β2 受容体が刺激され，腸管の弛緩，蠕動運動の
低下を生じる．さらに，腸間膜動脈におけるα1，α2 受容体刺激による腸管虚血も関与すると考えられている 171,176）．

C  治療法の概要
　慢性化した場合，通常の便秘に用いる刺激性下剤や浸透圧性下剤のみでは管理困難である．腸管蠕動の改
善にはα2 受容体の遮断が必要である．そのため，選択的α1 受容体遮断薬（ドキサゾシンなど）では効果は

図1  悪性パラガングリオーマで認められた高度便秘
（A）：腹部造影 CT（水平断像），（B）：腹部造影 CT（冠状断像）．
腸管の著明な拡張および大量の便塊貯留を認める．終末期は慢性便秘の管理のため，頻回のフェントラミン投与を要した．

（B）（A）
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乏しく，非選択的α受容体遮断薬（フェントラミン 175,177），フェノキシベンザミン）が有効である．フェノキ
シベンザミン（経口製剤）は国内未承認のため，注射製剤のフェントラミンが唯一使用可能な非選択的α受
容体遮断薬である．フェントラミンの投与量は報告によって様々であり，確立したプロトコルはない．フェ
ントラミン投与中は血圧低下や腹痛，嘔気などの消化器症状に注意を要する．カテコールアミン合成阻害薬
メチロシンもカテコールアミン合成の阻害を通じて，慢性分泌に有効と考えられる（国内未承認，平成 30 年
6 月現在，承認申請中）58）．
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》 ステートメント《

》 Evidence

● α遮断薬などの一般的治療で効果不十分な場合はメチロシン（α -methyl paratyrosine）の併用
を検討する 2C が，わが国では未承認である．

● メチロシンによるカテコールアミン減少率は 35 ～ 80% である． 
● メチロシンの投与法，副作用と対処法は確立しているが，小児，高齢者での安全性と有効性は未確

立である．
● メチロシンは慢性的なカテコールアミン過剰を伴う例では周術期合併症を抑制する可能性がある

2D ．

薬物療法：カテコールアミン合成阻害薬7

A  作用機序 178），適応・禁忌
　メチロシン（Demser®）は，カテコールアミン合成経路の律速段階であるチロシンから DOPA ヘの変換を
触媒する酵素，チロシン水酸化酵素を阻害することによりカテコールアミン産生を減少させる（図1）．

B  適応
　海外では PPGL の術前および手術不能例，悪性例が適応とされている．米国内分泌学会のガイドライン 4）

では，手術予定のα受容体遮断薬服用例に対し，一層の血圧安定化と術中の失血，体液喪失減少を目的に短
期間α -MPT を併用してもよいと記載されている 4）．また，最近の総説 179-181）によると他の降圧薬が効果不十
分な場合，転移巣の切除や高周波アブレーション施行が予定されている場合にα -MPT 投与が望ましいとさ
れている．カテコールアミン過剰が長期に亘る悪性例，高度便秘例においても有用な選択肢と考えられるが，
長期の有用性は未確立である．

C  投与方法・効果判定 178）

　剤形はカプセルで，250 mg のα -MPT を含有する．推奨開始用量は l g（4 カプセル）/ 日で，開始後 2 ～

図1  メチロシンの作用機序

メチロシン

CH2HO C

CH3

NH2

COOH

タイロシン水酸化酵素
（阻害）

チロシン DOPA ノルアドレナリン アドレナリン
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投与開始用量：
250～1,000㎎/日＊1

尿中MN, VMA 50%
以上の低下＊2

血圧正常化

高血圧

（＋） （－）

（＋） （－） （－） （＋）

効果判定

継続 継続250～500㎎増量＊3

7 薬物療法：カテコールアミン合成阻害薬

3 日以内に効果が発現する．効果判定には血圧，尿中メタネフリンと VMA を用い，高血圧例では血圧の正常
化，正常血圧例では尿中メタネフリン，VMA の 50% 以上の減少を目標とする．メチロシン代謝物の干渉に
より尿中カテコールアミンが偽高値を呈することもある．効果不十分例では 250 ～ 500 mg ずつ増やし，最大
4 g/ 日まで投与可能だが，至適用量は 2 ～ 3 g/ 日とされる（図2）．

D  有害事象 178）

　少量投与でも生じることがある．中枢神経症状の頻度が高く，不眠や不安の訴えが多い．開始後 24 時間以
内に出現し，2 ～ 3 日で最大となるが，その後軽減する．その他，錐体外路症状（約 10%），不安，幻覚，失
見当なども認める．下痢が 10% 程度あり，時に高度となる．また，低頻度の副作用には乳房腫脹・乳汁分泌，
勃起不全・射精障害，嘔気・嘔吐，鼻閉，口腔乾燥，結晶尿等がある．過量投与時，中枢神経を含む諸症状（激
烈型うつ病，振戦等）を生じるが，減量・中止で消失する．

E  留意事項・禁忌 178）

　結晶尿，尿路結石の報告は稀だが，尿量確保（2 L/ 日以上）のための飲水を指導する．尿に針状・桿状結
晶が検出されれば飲水を増やし，持続時にはα -MPT を減量・中止する．また覚醒下に行うべき活動（運転・
機械操作等）に際しての注意を喚起する．鎮静を増強するアルコール，抗不安薬，睡眠導入薬や錐体外路障
害を増悪させるハロペリドールやフェノチアジン系の薬剤 179）併用に注意する．妊婦，授乳婦への投与は米国
FDA の Pregnancy Category のカテゴリー C，乳汁への移行は不明で，12 歳未満や長期投与での安全性，効
果は明らかでない．65 歳以上での検討も不十分で，最少量から開始し，心肝腎機能に十分に注意を要する．
本薬に対して過敏症を示す例に対する使用は禁忌である．

図2  メチロシンの投与方法と留意点
＊ 1 添付文書での推奨開始量は 1 g/ 日，高齢者では少量から開始．効果判定は投与 5～7 日後を目安に行う．
＊ 2 メチロシン代謝物干渉による尿中カテコールアミンの偽高値に注意．
＊ 3 最大 1 日 4 g まで投与可能だが，至適用量は 2～3 g/ 日とされ，2 g/ 日でも鎮静，倦怠感（無力）持続
例がある．副作用に十分配慮し決定する．
MN：メタネフリン，VMA：バニリルマンデル酸 .
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F  治療成績とわが国における現状
　良性例を含めた本薬によるカテコールアミン減少率は 35 ～ 80% で，治療抵抗性の高血圧，カテコールアミ
ン心筋症に有用とされる．長期投与による効果減弱の報告がある 178,182）．投与 1 年未満での成績が多い．また
腫瘍縮小効果の報告 183）もあるが，確認されていない．わが国では悪性例における症例報告が主体だが，比較
的長期（2 ～ 5 年）の投与例が多い 184）．通常，他治療と併用されるため，α -MPT 単独の効果判定は困難で
ある．わが国では個人輸入にて使用されてきたが，日本内分泌学会，患者会から厚労省「医療上の必要性の
高い未承認薬・適応外薬」検討会議への要望に基づき，治験が実施された．その結果，合計 16 例（男性 11 例，
女性 5 例：12 ～ 86 歳）がエントリーされ，31.3％（術前投与例：66.7％，慢性投与例：23.1％）において尿中
メタネフリン分画の 50％以上の減少，QOL の改善が認められた 58）．現在（平成 30 年 6 月），承認に向けた作
業が進行中である．
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8 薬物療法：その他の治療

》 Evidence

》 ステートメント《

● 統合的ゲノム解析が進み，腫瘍の分子機構を標的とする薬剤の開発が進んでいる．
● 海外において多くの分子標的薬の臨床試験が実施されているが，有効性と安全性が確立された薬剤

はない．
● 分子標的薬スニチニブの有用性が報告され，特に SDHB 遺伝子変異例の治療選択肢として期待さ

れるが，わが国では保険適用外である．

8 薬物療法：その他の治療

A  背　景
　切徐不能な悪性 PPGL の治療は CVD と MIBG 内照射療法が主体となる．しかしいずれも RECIST 基準に
基づく反応性は 24 ～ 55%185）と不十分で，また種々の加療を行っても 5 年生存率は約 50% であることから新
たな治療薬の開発が望まれている．

B  分子標的薬に関する進歩
　PPGL にかかわる統合的ゲノム解析が一層進展し，変異遺伝子や分子基盤に見合った薬剤の選択が推奨され
ている 186）．本腫瘍の形成・進展にかかわる細胞シグナルは，血管新生にかかわる HIF，VEGF などの低酸素
経路と MAPK，PI3K-AKT-mTOR 活性化を伴うキナーゼ経路に大別され，各シグナルを標的とした治療薬が
おもに試みられてきた 187）．しかし単独で期待される効果の得られた薬剤はなく，両シグナルの阻害を目的と
した併用療法 186）や褐色細胞腫感受性遺伝子プロモーター領域のメチル化パターンも加味した治療法の検討が
行われている 186）．
　PPGL 感受性遺伝子の生殖細胞変異が検出されなくても，腫瘍に体細胞変異を認め，一部の例で悪性の経過
をたどる場合があるため 188），今後の治療戦略につながる可能性がある 181）．悪性 PPGL では包括的遺伝子解析
が，診断のみならず，治療薬選択，効果予測を考えるうえでも重要な位置を占めると思われる．

１）チロシンキナーゼ阻害薬
　臨床応用された分子標的薬のほとんどはチロシンキナーゼ阻害薬で，いずれもわが国での PPGL に対する
保険適用はない．論文報告が最も多いのはスニチニブで，おもに VEGF，platelet-derived growth factor

（PDGF），c-KIT，fms-like tyrosine kinase 3 receptor （FLT3R）のチロシンキナーゼを阻害して抗腫瘍効果
を発揮する．50 mg/ 日を 4 週間投与後，2 週間休薬するプロトコルが標準的である．当初悪性 PPGL　6 例で
の有効性（RECIST 基準での部分的縮小 4 例，18FDG-PET での核種集積改善 2 例）が示され，治療反応期間
は 4 ～ 40 か月（40 か月の 2 例は報告時点でも効果持続）だったという 185）．その後実施された進行性悪性
PPGL17 例に対する治療成績では 189），部分的縮小 3 例，進展抑制 5 例，スニチニブ開始後の全生存期間は中
央値で 26.7 か月，無増悪生存期間の中央値は 4.1 か月（95%CI=1.4-11.0）で，期待されたほどの効果は得られ
なかった．腫瘍縮小・進展抑制例の多くは SDHB 遺伝子変異陽性者であった．さらに，スニチニブと mTOR
阻害薬のシロリムス併用例で 3 年を超える進展抑制が得られた点が注目される．
　現在，ENS@T 支援の下にスニチニブ 37.5 mg/ 日投与時の国際的ランダム化 2 重盲検多施設臨床試験が無
増悪生存 12 か月をプライマリーエンドポイントして進行中である 190）．本薬の副作用は皮膚障害，血圧上昇，
甲状腺機能低下，心電図での QT 時間延長，心機能異常，消化器症状などであるが，治療継続に影響するよ
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うな重篤な事例の報告は少ない．
　一方，Jasim らは 2017 年，VEGFR 標的キナーゼ阻害薬のパゾパニブに関する第Ⅱ相試験の結果を報告した．
評価対象は登録 6 か月以内に進行を認めた悪性 PPGL の 6 例で，本薬投与後に腫瘍の部分的縮小が 1 例（17%，
反応期間 2.4 年）にみられたが，無増悪生存期間と全生存期間の中央値は各々 6.5 か月と 14.8 か月であった 191）．

２）テモゾロミド
　テモゾロミドはダカルバジンの経口代替薬として開発されたアルキル化薬の一種である．作用機序は DNA
と架橋形成して細胞分裂を抑制するほか，DNA 中グアニンの６位の O メチル基付加（DNA メチル化），細胞
障害等が想定されている．一方，DNA メチル基転移酵素（MGMT）は 6 アルキル化グアニンからメチル基や
エチル基を自己の活性中心部のシステイン残基に取り込みユビキチン分解する酵素であり，MGMT 発現細胞
でのアルキル化薬不応性が知られている．
　これまでテモゾロミドとサリドマイド併用による部分寛解の報告もあったが，PPGL における真の効果は明
らかでなかった 192）．2014 年，Hadoux らは進行性悪性 PPGL15 例に対しテモゾロミド単独投与の効果，効果
と SDHB 変異，MGMT 発現やそのプロモーター領域のメチル化との関連や有害事象につき後ろ向き解析を
行った 193）．その結果，観察期間中央値 35 か月における無増悪生存期間の中央値は 13.3 か月，腫瘍の部分的
縮小，進展抑制，増悪は各々 5，7，3 例で，部分的縮小を示した患者はすべて SDHB 変異を認めたと報告し
ている．さらに，SDHB 変異例でテモゾロミド反応例が多い原因として，SDHB 変異例の多くで MGMT プロ
モーター領域の過剰メチル化，MGMT 発現低下を認めることやテモゾロミド反応性腫瘍の大多数が MGMT
染色陰性で，かつすべて SDHB 変異を認めた点をあげている．
　本研究での投与プロトコルは 150 mg/m2/ 日× 4 日間，28 日ごとから始め，その後の増減は可能とされて
いたが，減量の適応となるグレード 3 の有害事象はリンパ球減少の 2 例，高血圧の 1 例にとどまり，最終投
与量は 172 mg/m2/ 日まで増加している．テモゾロミドと生体内で 5-FU に変換されるピリミジン系代謝拮抗
薬カペシタビン投与により，劇的効果が得られた SDHB 変異陽性と MGMT プロモーター領域の過剰メチル
化を認めた 1 例の報告もある 194）．

３）その他の薬剤
　他の神経内分泌腫瘍で治療効果が得られ，悪性 PPGL に対する臨床応用が期待されたエベロリムス，イマ
チニブ，ソマトスタチン誘導体の有用性を示した報告はほとんどない．しかし，エベロリムスを含む併用治
療の臨床試験は現在も行われている（第Ⅰ，Ⅱ相）187）．
　Hadouxらは悪性PPGLを対象にインターフェロン-αの効果を後ろ向きに解析し，腫瘍縮小例はない一方で，
増大例も 2 名にとどまり，無増悪生存期間と全生存期間の中央値は各々 17.2 か月と 7.5 年であったと報告して
いる 195）．ただし，治療成績の評価に際しては，本研究では骨限局転移例，腫瘍進行緩徐例が大多数を占める点，
9 例でインターフェロン治療中に放射線外照射などの骨病変に対する局所治療が併用されている点に留意する
必要がある．主たる有害事象は無力症と血球減少であった．
　このほか，海外で臨床試験が進行中の薬剤にはアキシチニブ，ドビチニブ（国内未承認薬）などがある（第
Ⅰ，Ⅱ相） 181）．



Perspectives

63

Perspectives
　本ガイドラインでは「褐色細胞腫診療指針 2012」の発刊後，現在までの進歩を可能な限り取り込み，大幅
な改訂を行った．しかしながら，難治性疾患，希少がんいずれにも共通する点として，エビデンスの不足が
あり，今後解決すべき課題が少なくない．

1  疾患用語の統一
　2017 年 WHO 分類により「良性褐色細胞腫」との表現を使わないことになった．確実に良性と診断できる
根拠がなく，潜在的に転移性であることから，妥当な判断といえる．一方，既に転移がある例，局所浸潤性
を示す例での表現は明確でない．「良性」がないのに，「悪性」との表現は不統一感があるが，「転移性」と「局
所浸潤性」を包括する用語はなく，また両者を個別に表現するのも実診療からは適切でない．また，「褐色細
胞腫」が「悪性疾患に分類」されたことは，難病対策や疾病保険などの点で，様々な問題に直面する可能性
がある．今後，臨床医を含めた専門家による用語，疾患概念の統一が必要である．

2  診断面における課題
１）機能診断
　わが国では現在，血中カテコールアミン，尿中メタネフリン分画，尿中カテコールアミン 3 分画が使用さ
れている．外来診療におけるスクリーニング，機能診断としては現在，随時尿中メタネフリン分画（クレア
チニン補正）が汎用されているが，現行の測定法に基づく基準値は必ずしも確立しておらず，感度，特異度
の観点から検証が必要である．海外では血中遊離メタネフリンが感度，特異度の点から第一選択に推奨され
ている．わが国でも研究用試薬として輸入販売されているが，平成 30 年 5 月に体外診断薬としての薬事承認
されたことから，今後臨床への応用が期待される．また，非機能性腫瘍におけるバイオマーカーとして CgA
が注目されているが，やはり国内未承認である．

２）画像診断
　現在，機能的画像診断として 123I-MIBG シンチグラフィが使用されているが，各々約 10％の偽陰性，偽陽
性がある．近年，ソマトスタチン受容体イメージング製剤である 68Ga-DOTATE を用いた PET の診断的有用
性が報告されている．転移巣の検出感度は 123I-MIBG と比較してはるかに優れていることから，米国，オース
トラリアではPPGL画像診断の第一選択とする動きがある．今後，わが国でも積極的な取り組みが期待される．

３）病理診断法
　従来から最大の課題は「良性」「悪性」の鑑別診断であったが，2017 年 WHO 分類により，すべての PPGL
が悪性腫瘍と位置づけられた．それ故，従来の「良性」，すなわち，初回診断時に明確な転移性病変あるいは
局所浸潤性の病変を認めない場合には「悪性度の評価」が重要で，病理診断の重要性がさらに高まっている．
Thompson による PASS スコアが用いられたが，観察者間のバリエーションが極めて大きい点が指摘され，
Kimura らによる GAPP 分類が注目されている．今後，多数例における前向き研究による検証が期待される．

４）悪性度の評価方法と標準化
　年齢，腫瘍サイズ，分泌カテコールアミンの種類，病理所見，18F-FDG-PET 所見，SDHB 遺伝子変異などが，
悪性度と関連することが明らかになっているが，これらの総合的な判定は必ずしも容易ではない．近年，様々
な疾患の診断に AI が応用されていることから，中長期的には，AI を用いた種々の要因の総合判断による悪
性の probability の提示が，治療法，経過観察法の選択に重要な位置を占めると考えられる．
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3  治療面における課題
　現在，悪性 PPGL に対する有効な治療法は確立されておらず，集学的な治療が原則となっている．PPGL の
遺伝学的背景の解明と並行して，種々の分子標的薬の臨床試験が海外で実施されているが，FDA などで承認
された薬剤はない．希少がん，難治性疾患の治療薬は企業主導の開発治験が実施され難いことから，医師主
導治験が必要となるが，治験実施のインフラ，資金，マンパワー，エフォートなど，どれを取っても治験を
実施する医師の負担は想像を超える．近年，AMED は癌や難病に対する革新医療技術，治療薬開発を積極的
に支援する体制を整えてきており，この制度を生かした成果の創出が期待される．
　131I-MIBG の内照射治療は長い紆余曲折を経て，先進医療 B が実施され，現在，開発治験中である．今後，
安全性，有効性が確認され保険適用となることが期待される．さらに，131I-MIBG の比活性が極めて高い
Ultratrace 131I-MIBG（米国：アゼドラ R，90％以上がラベル体）の臨床試験が米国で実施され，有効性が発
表されたことから，わが国への導入が期待される．
　PPGL はホルモン産生過剰症と悪性腫瘍の両面を特徴とする．カテコールアミン過剰はα１遮断薬が第一選
択薬であるが，悪性 PPGL の長期経過中慢性の頑固な便秘，腸閉塞に対する対策が必要となる．α１遮断薬
では阻害できないα２受容体を介する作用と考えられるが，わが国では有効な治療薬がない．近年，わが国
でカテコールアミン合成阻害薬メチロシンの治験が実施され，薬事承認に向けた取り組みが進んでいる．カ
テコールアミンの合成阻害によりα２受容体を介する作用の改善も期待されるが，より多数例での検証が必
要である．

4  エビデンスが必要なクリニカル・クエスチョン
　多施設共同研究による疾患レジストリは PHEO-J に始まり，ACPA-J 次いで JRAS に引き継がれ，より包
括的，継続的な取り組みになりつつある．その中で以下に挙げた点は，解決すべき主要クリニカル・クエスチョ
ンで，今後のエビデンス創出が期待される．

　CQ1　無症候性褐色細胞腫の適切な診断法
　CQ2　褐色細胞腫緊急症（クリーゼ・破裂）の実態と予後
　CQ3　術前・周術期の標準的な薬物治療法
　CQ4　ライフロング・サーベイランスのアルゴリズム
　CQ5　小児期発症例 PPGL の標準的診断・治療法
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参考資料
1  わが国における系統的な褐色細胞腫対策
１）JRAS研究
　厚労省科研費による PHEO-J 研究の終了後，研究面での取り組みは中断したが，疾患対策の重要性には変
わりがない，2015 年から医療に係る研究の新たな Funding Agency として日本医療研究開発機構（AMED）
が設立され，その事業の一環として難治性疾患実用化研究が開始された．成瀬らは 2015 年度からまず「重症
型原発性アルドステロン症の診療の質向上に資する研究（JPAS）」に取り組んだが，それに引き続いて 2018
年度からは「難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出研究（JRAS）」に取り組んでいる．この間，
国際医療研究センターの国際医療研究開発費による「難治性副腎疾患の診療の質向上と病態解明に関する研
究」（主任研究者　田辺晶代）にて褐色細胞腫に対する取り組みが再開された．難病対策は国民健康の増進，
患者 QOL の向上の観点からは，継続性のある行政的取り組みとして位置つけられるべきであるが，医療福祉
面での取り組み（指定難病制度による医療費負担）と並行して，診療面で患者に明確なアウトカムを提供す
る競争的研究開発事業を推進する必要があるのはやむをえない．3 年間で具体的成果を出し，それを基盤とし
て次に発展・継続させていくのは相当のエネルギー，エフォートが求められる．実診療で経験する多くの「難
治性副腎疾患患者」が，そもそもの研究的取り組みの原点であることを思い起こし，内分泌学会，内分泌の
専門医が取り組んでいく必要があると考えている．図 1に成瀬らのこれまでの取り組みのながれと現状をま
とめた．

図1  難治性副腎疾患対策・研究の動向
* 厚労省研究班は歴史的に名称が変更になっている．
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２）PHEO-J 研究（先行研究）（図2, 図 3）

　褐色細胞種の約 10% は悪性で，有効な早期診断法，治療法が未確立な難治性疾患で，今後解決すべき様々
な課題があることから，系統的かつ継続性のある取り組みが必要である．国際的には NIH のグループが中心
となり PRESSOR として活動しているが，国毎で医療環境は大きく異なることから，わが国独自の組織が望
ましい．厚生労働省難治性疾患克服研究事業の研究班（代表　成瀬光栄）では日本内分泌学会の臨床重要課
題検討委員会と共同で包括的な対策 Pheochromocytoma in Japan（PHEO-J）が進められてきた 196-200）．

PHEO Survey（全国疫学調査）
　一次調査約 65%，二次調査約 85% の高い回収率を得て，PPGL の推定患者数が約 2,900 名，その内，約 11%
が悪性 PPGL であることが明らかにされた．家族性，両側性，副腎外性などはいれずれもほぼ 10% であった．
副腎ホルモン産生異常症研究班の報告の約 3 倍で，診断数の増加が明らかである．

PHEO Guideline/Criteria（診療指針・診断基準）
　典型的な PPGL の診断は容易であるが，近年は非典型例も多数経験される．研究班は「褐色細胞腫の診断
基準」と「悪性褐色細胞腫の診断基準」を作成とともに，診療水準の標準化を目的として「褐色細胞腫診療
2010」を作成し，全国に配布し，さらに今回「褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン 2018」を
刊行した．

PHEO Registry（疾患登録）
　PPGL は当初良性と思われても，1 年から 20 年後に遠隔転移や局所再発が出現する例がある．このため，
すべての症例の長期経過観察が必要である．そこで，全国疫学調査の結果を基盤に WEB を活用した疾患レジ
ストリーが構築され，現在，国と国際医療研究センターの ACPA-J 研究〈主任：田辺晶代〉に引き継がれて
いる．

PHEO-J Net （医師の情報交換メーリングリスト）
　PPGL の専門医は少なく，放射線科・核医学，泌尿器科，内分泌外科，病理，腫瘍内科，緩和ケアなど，様々
な診療科の助言を必要とする局面は多い．PHEO-J Net は各分野の専門家，PPGL の診療に従事している医師
などが参加した情報交換メーリングリストで，運用は京都医療センター医療情報部の協力にて運用されてい
る．現在，約 110 名の医師が登録しており，診断や治療，集会の情報提供など，多様な目的で活用されている．

PHEO Symposium
　PPGL に関する最新情報の提供を目的として，毎年 12 月に開催された．これまで 4 回開催されたほか，平
成 23 年 12 月には日米患者のパートナーシップ推進を目的とする合同シンポが開催された．

PHEO Pathology（病理組織中央解析）
　PPGL の良悪性の病理診断は困難とされている．しかし，病理所見のスコア化により，予後を予測すること
が試みられている（Thompson による PASS，Kimura による GAPP）．現在，全国の施設から，手術例の未
染色標本の提出に協力頂き，内分泌病理専門医による中央解析の体制が構築されている．現在，標本の収集

PO INT
❶ PHEO-J はわが国の褐色細胞腫・パラガングリオーマ対策の包括的取り組みである．
❷ PHEO-J は疾患登録，病理中央解析に加え，遺伝子解析による原因解明を目指している．
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と解析が鋭意進められている．

PHEO Biobank（資源バンク）
　希少疾患の原因解明を目的とする資源バンクの取り組みが進められている．研究班では PPGL を初めとす
る各種の副腎難治性疾患の資源バンク構築を目的として，独立行政法人医薬基盤研究所の難病研究資源バン
ク事業と協力して，試料収集を開始している．血清，血漿検体からゲノム，組織までその対象を拡大してい
く予定である．

PHEO Genetics（遺伝子集中解析）
　PPGL の約 25% に遺伝的背景があると報告されている．RET, VHL, NF-1 などに加えて近年は SDH 遺伝子
の変異が注目されている．系統的，包括的な解析に加えて，解析結果の臨床への還元のメリットとデメリッ
トについても，より長期的視点での対策が必要である．

　悪性 PPGL は内分泌分野における難治性疾患の代表である．その診療水準の向上には，系統的，長期的，
全国的な取り組みが重要で PHEO-J はその核になると考えている．今後も多くの先生方の協力とわが国の難
治性疾患克服研究事業の拡充が期待される．
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図2  厚生労働省科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業
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図3  PHEO-J 研究活動の概要
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HPPS遺伝子研究の対象となる患者（患者家族）がいる
被検者が研究に協力可能

遺伝カウンセリング・診療体制が整っている

筑波大学に連絡

承諾後採血

筑波大学

筑波大学に連絡

他施設を紹介

No

No

覚書

検体送付

結果報告

Yes

Yes

承認

施設内で匿名化

継続的フォロー・アップ

（希望者に対して）結果開示，遺伝カウンセリング

共同研究施設の倫理審査，遺伝カウンセリング・診療体制の要件を満たす

筑波大学との覚書取り交わし，施設の倫理審査申請

被検者への説明，遺伝カウンセリング

2  筑波大学における PPGL 関連遺伝子解析研究（p.31 〜「10　遺伝子解析」参照）
　筑波大学では「遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群（遺伝性 PPGL）の遺伝子解析の方法と評価
に関する研究」（実施責任者：竹越一博）が倫理委員会の承認を得ており，他施設の研究者も原則として迅速
審査によって共同研究者として参加可能である．筑波大学との共同研究の流れをまとめると図 4のようにな
る．この研究に共同研究施設として参加する施設は，まず筑波大学との共同研究の覚書を交わすとともに，個々
の施設における倫理審査委員会による承認を受けなければならない．該当する被検者があった場合には，倫
理審査委員会で承認された被検者用説明文書にのっとって研究内容の説明を行い，被検者から書面による承
諾を得ることによって採血が可能となる．検体は個々の施設で匿名化し，個人情報が外部に流出しないよう
にしてから筑波大学に送付する．筑波大学では遺伝子解析を行い，その結果が検体を提供した研究施設の個
人情報管理責任者に送られる．各施設では結果の開示を希望する被検者に対して結果の説明と遺伝カウンセ
リングが行われる．

遺伝性の遺伝子解析は，現時点ではまだ同定されたすべての疾患感受性遺伝子で臨床的有用性が確立して
おらず，現状では研究的側面が残されている．したがって，施行にあたり有用性のみならず課題・限界につ
いての了解の下で行われる点に留意する必要がある．解析結果の開示については患者自身の希望に沿って行
うことが原則である．

図4  遺伝子解析実施のフローチャート（筑波大学に解析を依頼する場合）
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3 CVD化学療法レジメンの登録申請書（見本） （国立国際医療研究センターの例）（p.45-47「2 化学療法」参照）
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4  CVD 化学療法の患者説明文書・同意書（見本）



参考資料

75



76



参考資料

77

5  その他の治療選択に関する説明文書（見本）
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日本内分泌学会「医学系研究の利益相反（COI）に関する共通指針の細則」第 2 条に則り，本ガイドラインの
内容に関連し，作成委員が開示すべき COI 関係にある企業・組織や団体は以下の通り．

申告事項 策定参加者氏名 COI 関係にある企業・組織、団体の名称

役員・顧問 該当なし

株保有・利益 該当なし

特許使用料 該当なし

講演料 絹谷清剛 富士フィルムRI ファーマ株式会社

原稿料 該当なし

治験・受託研究・共同研究費 成瀬光栄 小野薬品工業株式会社

奨学寄付金 該当なし

寄付講座所属 該当なし

贈答品などの報酬 該当なし

以上

利益相反の開示
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