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当科における原発性副甲状腺機能亢進症手術例の検討

山　崎　恵　介 横　山　侑　輔 馬　場　洋　徳
渡　 辺　　 順 橋　本　茂　久

要旨：当科にて 2007 年から 2013 年までの 7年間に，原発性副甲状腺機能亢進症と診断され，手術を施行した
20 例について検討した。内訳は男性 6例，女性 14 例で，年齢は 41 ～ 84 歳（平均年齢 60.6 歳），病理診断は，
腺腫 18 例，副甲状腺癌 1例，不明 1例であった。ほぼ全例に超音波，CT，99mTcMIBI（methoxyisobutylisoni-
trile）シンチグラフィを行い，局在診断に有用であった。19 例に血清 Ca 値の正常化を認め，1例は正常化し
なかった。この症例では甲状腺結節を合併していたため，局在診断が困難であった。局在診断技術が向上して
も 1腺摘出だけでは対応できない場合もあり，両側検索の対応も常に念頭におく必要があると思われた。
キーワード：原発性副甲状腺機能亢進症，副甲状腺腫，インタクト PTH，99mTcMIBI シンチグラフィ

Summary　A clinical analysis of 20 patients with primary hyperparathyroidism :
Keisuke Yamazaki, Yusuke Yokoyama, Yoshinori Baba, Jun Watanabe and Shigehisa Hashimoto.  Depart-
ment of Otolaryngology, Niigata City General Hospital

　A retrospective review was performed on 20 patients with primary hyperparathyroidism who were 
initially treated at our hospital between 2007 and 2013.  The 20 patients （6 men and 14 women） ranged in 
age from 41 to 84 years （average : 60.6）.  Histological examinations revealed 18 parathyroid adenoma, 1 
parathyroid carcinoma and one case was not searched.  Ultrasonography, CT scan and 99mTcMIBI 
scintigraphy in almost cases were found to be the most useful modalities for a localized diagnosis.  The 
serum calcium levels were normalized in 19 cases, and not normalized in one case.  This case was 
complicated with a thyroidal nodule, and it was difficult to diagnose the localization.  Even if a localized 
diagnosis technology is developed, it might not be possible to operate by a focused approach, and so a 
bilateral neck exploration should always be considered.
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はじめに

　原発性副甲状腺機能亢進症は副甲状腺ホルモンの
過剰分泌により引き起こされる疾患で，近年では健
康診断等で無症状ながら偶然発見される機会が増
え，年々増加傾向にある。原発性副甲状腺機能亢進
症治療の基本は外科的切除であるが，その術式は超
音波検査や CTの精度向上および 99mTcMIBI シン
チグラフィの導入により，両側頸部検索が推奨され

た時代から術前に局在診断を行い，腫大腺のみ摘出
を行う術式が主流となってきた1）。今回われわれ
は，過去 7年間に当科で外科的治療を行った 20 例
の原発性副甲状腺機能亢進症例の術前診断，手術術
式および手術成績を検討し，文献的考察を含めて報
告する。

対象と方法

　2007 年から 2013 年までの 7年間に原発性副甲状
腺機能亢進症と診断され，当科で外科的治療を行っ
た 20 例を対象とした。年齢は 41 ～ 84 歳（平均
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60.6 歳）で，男性 6例，女性 14 例であった。手術
適応の有無については，血清カルシウム値，インタ
クト PTH値の上昇があり，術前診断にて局在診断
可能な症例を手術の適応とした。

結　　果

　術前の臨床病型は，20 例中 7 例は血液生化学検
査で偶然高カルシウム血症にて発見された生化学
型，7例は腎結石・多尿を来す腎型，8例が骨粗鬆
症など骨病変を主体とする骨型であった（表 1）。
　術前の画像診断として超音波検査，造影CTおよ
び 99mTcMIBI シンチグラフィを施行した。施行率
は超音波検査が 20 例中 19 例（95％），造影 CTが
全例（100％），99mTcMIBI シンチグラフィが 20 例
中 19 例（95％）であった。上記検査を総合的に判
断し，術前に局在診断ができたと考え手術に望ん
だ。20 例中 18 例は術前に病的に腫大した副甲状腺
を 1腺のみ摘出した。1例は術中所見で病的な副甲
状腺が確認できなかったため，甲状腺片葉切除とと
もに副甲状腺を摘出したところ，甲状腺内副甲状腺
であった。1例は術前に甲状腺内副甲状腺腫瘍とし
て診断し，片葉切除を施行したが，病的な副甲状腺
は摘出病変に含まれていなかった。術後合併症に反
回神経麻痺はみられなかったが，1例において低Ca
血症が遷延するハングリーボーン症候群を認めた。
　術後の血清Ca 値の正常化で判断すると，19 例が

成功で，1 例が不成功（Ca 値が正常化しなかった
症例）であった。術前後の生化学的検査は，術前の
血清 Ca 値は 11.6±1.1mg/dl （正常値：8.7 ～ 10.3 
mg/dl），インタクトPTH値は157.4±2.2pg/ml （正 
常値：10 ～ 65pg/ml）であり，術後の血清Ca 値は 
9.3±0.8mg/dl，インタクトPTH値は38.6±1.9pg/ml 
であった（図 1，図 2）。
　病理診断は，腺腫が 18例，副甲状腺癌が 1例，不
成功例は甲状腺濾胞腺腫と正常副甲状腺であった。
　術前診断と術式の選択についてはおおむね良好で
あったが，不成功例が 1例みられた。次にこの 1例
を提示する。
　症例：70 歳，女性。
　主訴：原発性副甲状腺機能亢進症の精査および治
療目的。
　既往歴：骨粗鬆症，脂質異常症。
　家族歴：特記すべき事なし。
　現病歴：他院で高カルシウム血症，高インタクト
PTH血症を認め，原発性副甲状腺機能亢進症の診
断で当院に紹介となった。
　血液検査所見：血清 Ca 値が 12.2mg/dl（正常値 
8.8 ～ 10.2 以下同様），無機P値 3.2mg/dl（2.4 ～ 4.5）， 
アルブミン4.6g/dl（3.4 ～ 4.8），クレアチニン0.8mg/dl 
（0.5 ～ 0.8），インタクト PTH 89pg/ml（15 ～ 63），
甲状腺機能は正常であった。
　超音波検査（図 3）：甲状腺左葉下極に 14.5×13.3

表 1　原発性副甲状腺機能亢進症 20 例の内訳

症例 年齢 性別 臨床病型 部位 術式 病理

1 55 男 腎 左下 1腺摘出 腺腫
2 64 男 骨 右下 1腺摘出 腺腫
3 59 男 腎 右下 1腺摘出 腺腫
4 63 女 生化学 右下 1腺摘出 腺腫
5 42 男 生化学 左上 1腺摘出 腺腫
6 72 女 骨 左上 1腺摘出 腺腫
7 50 女 骨 右下 1腺摘出 腺腫
8 58 女 骨 右下 1腺摘出 腺腫
9 68 女 腎 右下 右葉切除 腺腫
10 41 女 腎 左下 1腺摘出 腺腫
11 66 男 腎 左下 1腺摘出 腺腫
12 64 女 骨 左下 1腺摘出 腺腫
13 60 女 腎 左上 1腺摘出 腺腫
14 70 女 骨 左下 左葉切除 （不明）
15 56 女 生化学 右下 1腺摘出 腺腫
16 71 女 生化学 左上 1腺摘出 腺腫
17 84 女 生化学 左下 1腺摘出 癌
18 43 男 腎 左下 1腺摘出 腺腫
19 50 女 骨 左上 1腺摘出 腺腫
20 76 女 骨 左下 1腺摘出 腺腫
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×24.0mmの結節を認め，境界明瞭で一部囊胞成分
を含む充実性腫瘍であった。周囲に明らかなリンパ
節腫大は認めなかった。副甲状腺腫大は指摘できな
かった。
　造影CT（図 4）：甲状腺左葉下極に内部不均一な
腫瘤を認めた。
　99mTcMIBI シンチグラフィ（図 5）：甲状腺左葉
下極にCT所見と一致する異常集積を認めた。
　超音波ガイド下穿刺吸引細胞診：軽度核異型を示
す濾胞上皮の濾胞状を示す大きな集塊やシート状の

図 1　手術前後の血清Ca値の推移
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図 1：手術前後の血清 Ca 値の推移 

図 2　手術前後のインタクト PTH値の推移
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図 2：手術前後のインタクト PTH 値の推移 

図 3　甲状腺左葉下極に境界明瞭で一部囊胞
成分を含む充実性腫瘍を認めた。

図 4　甲状腺左葉下極に内部不均一な甲状腺
結節を認めた。

図 5　99mTcMIBI シンチグラフィ（後期相）
甲状腺左葉下極に一致する異常集積を
認めた。
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小集塊を認め，class Ⅱの診断であった。また穿刺
液を生理食塩水で希釈した結果，インタクト PTH
値 11pg/ml，サイログロブリン 1000 以上（0 ～ 32 
ng/ml）であった。
　上記結果より，甲状腺内副甲状腺腫瘍と判断し，左
葉切除および左下副甲状腺摘出を計画し，施行した。
　病理所見（図 6）：左葉の結節性病変に悪性像は
なく，好酸性細胞を含む甲状腺濾胞腺腫の診断で

あった。PTH抗体による染色を行ったが陰性であっ
た。左下の副甲状腺は腺腫や過形成の所見はなく，
正常の副甲状腺であった。
　術後経過：原因となる病的副甲状腺は摘出できな
かったため，血清 Ca 値，インタクト PTH値は正
常化せず，高値を維持している。6か月後に再検し
た 99mTcMIBI シンチグラフィでは，右葉下極に新
たな集積を認めた（図 7）。本人の希望により追加
の外科的治療は行わず，現在ビスホスホネート内服
にて，外来経過観察中である。

考　　察

　原発性副甲状腺機能亢進症は病的副甲状腺から副
甲状腺ホルモンが自律的かつ過剰に分泌される疾患
である。ホルモンの作用過剰により，標的臓器を介
して様々な異常を生じうるが，高カルシウム血症を
きたすことが一番の特徴である。有病率は欧米成人
では約 1％であり，日本でも外来受診患者 2,500 ～
5,000 人に 1人の割合で診断される2）。患者の男女比
は 1：2 である。特に閉経後の女性に多く，骨吸収
抑制作用を有する女性ホルモンの減少に伴い，骨で
の副甲状腺ホルモンの作用が増強し，高カルシウム
血症が発現しやすくなると考えられている3）。この
ことから診断時の平均年齢は 55 歳前後である報告
が多い4）。当科での症例も男性 6例，女性 14 例で
女性に多く，平均年齢 60.6 歳とほぼ同様の結果で

図 6　a（弱拡大），b（強拡大）：好酸性細胞を含む濾胞腺腫
c：PTH抗体による染色は陰性
左下副甲状腺は腺腫や過形成の所見なく，正常の副甲状腺であった。
d（弱拡大），e（弱拡大　PTH染色），f（強拡大　PTH染色）

図 7　術後 6 か月後の 99mTcMIBI シンチグ
ラフィ（後期相）

　　　右葉下極に新たな集積を認めた。
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あった。病的副甲状腺は 80 ～ 85％が単発性の良性
腺腫であり，残りは多腺病変で，本邦では 5％が癌
腫とされている3）。われわれの検討でも，多腺病変
を認めなかったものの，20 例中 1例に副甲状腺癌を 
認め，おおむね諸家らの報告と同様な結果であった。
　臨床症状としては，線維性骨炎などの骨病変を主
体とする骨型，高カルシウム血症に基づく多尿，尿
路結石を主体とする腎型，高カルシウム血症のみで
無症状である生化学型に分類される。近年は検診な
どの普及に伴い，特有の症状が出現する前に診断さ
れる症例，すなわち生化学型の症例が多くなってき
ており，今回も 20 例中 7 例が生化学型であり，他
施設の報告と比べると割合は低いものの，この割合
は増加していくものと思われた。
　近年の画像診断の進歩により，術前の局在部位診
断について向上が認められる。超音波検査やCTの
精度向上，および 99mTcMIBI シンチグラフィの導
入により，手術の際に両側頸部検索が推奨された時
代から術前局在診断が可能となり，腫大腺のみの摘
出を行う術式が主流となっている1）。われわれの検
討でもほぼ全例に超音波検査，CT，99mTcMIBI シ
ンチグラフィを施行し，術前に局在診断をできる限
り行った。
　治療においては，病的副甲状腺腫瘍摘出が第一選
択となる。疾患特有の症状を有していれば適応とな
るのは問題ないが，無症候性の副甲状腺機能亢進症
に関しては，2008 年に発表された米国のガイドラ
インで，（1）血中 Ca 値が正常値上限より 1.0mg/dl
以上，（2）クレアチニンクリアランスが 60ml/min
未満，（3）骨塩定量で T-score が－2.5 未満（測定
部位の指定なし），（4）年齢が 50 歳未満を手術適応
とすることが推奨されている6）。しかしながら今ま
で当院では，上記ガイドラインを遵守し，手術適応
を決定しているとは言い難い状況であり，今後はガ
イドラインを踏まえた上で，検査治療にあたる方針
に変更していくべきと考えられた。
　術前の局在診断において，99mTcMIBI シンチグラ
フィは必要不可欠な検査である。1990 年代後半よ
り腫大副甲状腺の局在診断における世界的な標準検
査法となり，日本でも 2010 年に保険適応となった。
通常，Tc-99 MIBI（methoxyisobutylisonitrile）を
静脈注射し，前期相と後期相の 2 回，撮影する。
MIBI の副甲状腺へ集積性は主細胞よりもミトコン
ドリアの豊富な好酸性細胞の含有量に影響され，好
酸性細胞の多い腫大した副甲状腺腫に取り込まれ
る。副甲状腺機能は反映しておらず，正常の副甲状
腺には集積しない性質がある。そのため画像として
正常の副甲状腺は描出されずに，腫大した副甲状腺

が局所的に集積亢進をする。偽陽性として，橋本病
や甲状腺結節や頸部リンパ節転移に異常集積を認め
る特徴がある6）。今回提示した症例は，手術後の病
理検査で，好酸性細胞を含む甲状腺結節であったた
め，偽陽性となり判断を誤る一因となった。
　超音波検査は 99mTcMIBI シンチグラフィで診断
能低下の原因となる多腺病変や甲状腺結節やびまん
性甲状腺腫の合併例でも容易に腫大副甲状腺を同定
できるため，非常に有用な検査である。術前の穿刺
については議論があるが，画像診断で確診がつかな
い時には穿刺吸引細胞診を行って穿刺液を生理食塩
水に希釈し PTH濃度を測定することで確診がつく
場合もある7，8）。今回の不成功例は，腫大副甲状腺
を判別できず確診がつかないことを考慮して穿刺吸
引細胞診を行った。穿刺液にて PTHが検出された
ことにより，術前の局在診断として判断したが，諸
家らの報告では PTH濃度 100pg/ml 以上が感度お
よび特異度が高く，それ以下では甲状腺結節でも
PTHを検出できる場合もあり7，8），当科での結果は
十分な判断材料とは言い難いものであり，反省すべ
き点であった。今回の症例のように甲状腺結節を合
併した局在診断は困難な場合があり，類似症例に対
する今後の対応が問題点と考えられた。近年では術
中にインタクト PTH値の測定が可能であり，この
方法を利用すれば病的副甲状腺が摘出できたかどう
か判断ができる9）。しかしながらどの施設でも術中
のインタクト PTH値モニタリングを施行できるわ
けではないため，迅速病理診断を用いながら同時に
多腺検索を考慮にいれる必要があると思われた。

　著者は申告すべき利益相反を有しない。
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