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＜症例提示＞ 

Case 14-2010 — A 54-Year-Old Woman with Dizziness and Falls 

眩暈、転倒を来した 54 歳女性 

症例：54 歳 女性    主訴：眩暈、転倒 

 

--1st history 

54 歳の女性が転倒し来院した。原因は眩暈であった。 

患者はおよそ 2 か月前散歩中に突然の眩暈を自覚、その際左側へ落下するような感覚があ

り、同時に発汗、動悸を自覚していた。しゃがみ込むことで症状は改善したが左側へ落下す

るような感覚は残っていた。患者は救急車を呼び A 病院へ救急搬送され入院した。 

当時の病歴：境界性高血圧、心房細動、いずれもコントロール良好 

服薬：メトプロロール（β1 ブロッカー）、フロセミド、プロパフェノン（抗不整脈薬） 

身体所見：脈拍と血圧が起立性の変化(+)   神経学的所見異常なし 

入院後経過：フロセミドとプロパフェノンは中止されメトプロロールは減量された。症

状は一旦軽快し退院となった。 

 

--2nd history 

患者は退院後の 6 週間で頻回に眩暈を自覚し、複数回転倒した。 

そのため神経内科を受診し二度入院した。 

検査所見：頭部 MRI、頸部血管エコー異常なし 

入院後経過：メクリジン（抗ヒスタミン薬）が処方されたが症状の改善は認めなかった。 

レボフロキサシン（ニューキノロン）が 5 日分処方され、一旦軽快し退院となった。 

 

--Latest history 

患者は意識を失いかけ当院救急部に友人とともに来院した。到着時患者は持続する眩暈と

頭部全体の頭痛を訴えていた。患者によると、眩暈は立位時のみに起こり座位や臥位では起

こらず、転倒する感覚、発汗、足の脱力、そして時折動悸を伴うとのことであった。症状出

現時、同僚の声は聞こえていたが不明瞭であり、なにかにつかまっていないと立っていられ

なかった。眩暈は回転性ではなく、視界の変化、歪み、意識消失、発熱、悪寒、尿閉などは

認めなかったという。 

既往歴：境界性高血圧、心房細動、帝王切開×3 回 

職業：ウエイトレス、ここ 3 週間は症状のため休んでいる 

嗜好歴：飲酒歴、喫煙歴なし、薬物使用歴なし 

家族歴：母親が高血圧、不整脈。妹が時折上室性頻拍。息子の一人がてんかん。 

入院後治療：metoprolol、meclizine、acetylsalicylic acid が投与された。患者はペニシ

リン、サルファ剤にアレルギーがある。 
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【入院時所見】 

身体所見：体温 36.7 度 血圧 145/63 脈拍 60 呼吸数 18 SpO2 99%(RA) 

眼振なし 指鼻試験異常なし 回転性眩暈の所見なし 歩行はほぼ正常 

下肢 nonpitting edema(+) その他特記すべき所見なし 

血液所見：特記なし Vitamin B1、B12、甲状腺ホルモンは正常値 

尿所見：薬物中毒は否定された 

心電図：左軸偏位 左脚ブロック 左房拡大 

ホルター心電図：洞調律の不整脈(+)、脈拍は 77~144。単発の PVC を 83 回/day PAC

を 147 回/day 認めた。上室性頻拍を認め、それは眩暈、動悸と同時に起こっていた。 

心エコー：異常なし   心筋シンチ：異常なし 

頭部 MRI：腫瘤、midline shift や出血を認めない 

Table 1 に入院後の血圧、脈拍の変化を示す。 

入院 4 日目、患者は突然の動悸を訴えた。その時胸痛、息切れはなかった。心電図では

上室性頻拍を認め脈拍は 150 回、2:1 の房室ブロックを認めた。メトプロロールが投与され

血圧 140/50 脈拍 80 と改善した。その時点での甲状腺ホルモンの値は正常値であった。フ

ルドロコルチゾン、メトプロロール、高塩分食が開始された。理学療法中に患者は起立困難

となり、支えなしでは転倒しそうになった。杖が処方され、運動療法が施行された。 

入院 6 日目、一旦症状は軽快した。患者は再び退院し経過観察となった。 

退院後 5 日目、眩暈、ふらつき、動悸が再燃し再受診した。 
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考えられる診断は？  
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鑑別診断 

・失神（寸前） 

この患者の眩暈の原因としては考えやすいものである。眩暈の原因としては最多であり、直

立姿勢時に起こることが多い。動悸や発汗も二次的に起こりうる。 

失神の大まかな鑑別を以下に挙げる 

1:起立性低血圧 

2:神経調節性失神 

3:心原性 

4:脳血管 

5:意識消失、低下を引き起こす病態 

 

1…神経学的異常は認めないが、脱水を疑う所見があるので可能性はある。 

2…典型的には徐脈、低血圧が現れるのでこの患者とは合わない。長時間同じ姿勢でいるこ

とが誘因となることからも否定的である。 

3…心エコー上弁膜症や心筋症を認めないので否定的。また心原性の失神は運動後に症状が

おこることが典型的であることからも否定的。さまざまな不整脈がめまいの原因となりうる

が、この症例ではめまいと不整脈の関係に一貫性がなく、また患者が直立姿勢の時にのみ症

状が起きていることからも否定的である。 

4…頭部画像に所見がないこと、頸部血管エコーが正常であることから否定的。 

5…糖尿病、てんかん、中毒などはなく否定的。 

この患者は横になることで症状が軽快しているので、直立姿勢が眩暈の原因であると考えら

れる。 

主に起立時に起こる低血圧を伴わない頻脈は起立性頻脈症候群と呼ばれ、中程度の起立不耐

症、直立姿勢時の不快感により示される。 

 

・脳灌流の低下および起立失調症 

ヒトには他の哺乳類と違い、直立姿勢での脳灌流の調整機能がある。患者の症候をみてみる

とその機能の異常について考える必要があると思われこの疾患が鑑別に上がる。自律神経は

交感神経系に属しており、ノルアドレナリンが伝達物質として用いられている。また副腎髄

質はアドレナリンを血中に分泌する。 

起立失調症は直立姿勢の際、交感神経副腎により脳灌流が保てなくなった結果起こる。 

この脳灌流保持不全の原因には水分量減少、自律神経失調症、薬剤性、受容体の下方制御な

どがある。この患者の起立時のバイタルは水分の補充で改善しており、これは水分量減少を

示唆している。 

糖尿病性神経障害などの神経系の病気は自律神経失調と関連し、起立時の低血圧を誘導する

ことがある。 
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しかしこの患者においてはこれらの疾患を示唆する所見はない。服薬にもアドレナリンやノ

ルアドレナリンの働きを妨害するようなものはない。これらにより患者が慢性的にアドレナ

リンやノルアドレナリンの過剰産生に曝されていることが示唆され、原因として褐色細胞腫

や副腎外神経節腫が考えられる。 

患者はデータ上明らかな高血圧を示してはいないが、境界型高血圧の既往、フロセミド、メ

トプロロール、プロパフェノンの服薬歴から慢性的な高血圧があるのは明らかである。 

またこの患者の血圧は、しばしば座位の方が立位や仰臥位より高いことから、腹部の圧迫が

血圧上昇の原因であることが考えられる。これはカテコラミン分泌能のある腫瘍が腹部にあ

ることを強く示している。 

 

・褐色細胞腫 

90%の褐色細胞腫では高血圧を伴い、起立性の高血圧症状を繰り返す。一部の褐色細胞腫の

患者は起立性低血圧のみを呈し高血圧は呈さない、この患者における起立性低血圧はカテコ

ラミンレセプターの下方制御によるものと考えられる。 

褐色細胞腫の診断は血清カテコラミンの測定、血漿または尿中カテコラミンの増加によりな

される。腹部撮影で副腎の腫瘤影が通常確認できる。もしカテコラミン高値は認められるが

腫瘤影が確認できない場合は、123I標識MIBGシンチにより神経節腫が確認できる可能性が

ある。 

現在褐色細胞腫の患者の遺伝子には、いくつかの種類の腫瘍を形成する変異が確認されてお

り、患者はその検査を受けるべきとされている。具体的には、von Hippel-Lindau(VHL)遺

伝子、RET 遺伝子、SDHB 遺伝子、SDHD 遺伝子、NF1 遺伝子である。 

この症例では遺伝歴が確認できないが、家族歴に不整脈があり、これは遺伝歴を示すものの

可能性がある。遺伝子検査の結果が患者の将来の疾病コントロールおよび家族のカウンセリ

ングなどに役立つことは大いに考えられる。 

 

 

以上よりこの症例では褐色細胞腫が最も疑われる。診断のために血中カテコラミン濃度測定、

尿中カテコラミン濃度測定が行われ、数値の上昇を確認できた。腹部 CT により副腎腫瘍が

同定され、適切なカテコラミンレセプターの手術前処置の後内視鏡的に切除された。摘出さ

れた腫瘍は重さ 23.2g 最大径 3.4cm であり副腎髄質から発生していた。  
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【褐色細胞腫 pheochromocytoma について】 

 

＜概要＞ 

副腎髄質や傍神経節にできる腫瘍でありカテコラミン分泌作用を持つため、これによる様々

な症状が出現する。高血圧、頭痛、発汗、高血糖、動悸、痩せなどの症状が代表的であるが

特異的な症状は乏しい。半数以上の患者はこれらの症状が発作性に現れ、食事、排便、前屈

体位など腹部を圧迫する体勢が誘因となることが多い。 

 

＜疫学＞ 

2009 年の疫学では、本邦の推定患者数はおよそ 3000 人であり、患者平均年齢は 54 歳であ

るが 10 歳以下から 80 歳以上まであらゆる年齢での報告がある。 

原因としては前述した遺伝子変異（VHL 遺伝子、RET 遺伝子、SDHB 遺伝子、SDHD 遺

伝子、NF1 遺伝子）が示唆されているが、明らかな誘因なく腫瘍が発生する場合もある。 

また以下の統計学的理由より 10%diseases と呼ばれる 

・10%が両側性 

・10%が副腎外 

・10%が悪性（ただし良性悪性の診断は非常に困難である） 

・10%が高血圧症状なし 

・10%が家族内発生（この場合 MEN2 型の可能性がある） 

 

＜診断、検査＞ 

前述のとおり特異的症状に乏しいが、高血圧や糖尿病に+αの症状を伴うときには本疾患を

疑う根拠となる。具体的には 10 代、20 代の若年での高血圧や耐糖能異常を示すのに痩せ形

である場合や、発汗過多を認める場合などである。高血圧自体は特異的症状ではないが、体

位による発作性の高血圧を示す疾患は少ないので、これも褐色細胞腫を疑う根拠となる。 

また腹部 CT を撮影した際に偶然腫瘍が発見され、その後カテコラミンを測定することで本

疾患が発見されたケースもある。 

診断のために以下の物質の測定を行う。 

・血液検査 血中アドレナリン、血中ノルアドレナリン、血漿遊離メタネフリン（持続的に

分泌されるためアドレナリン、ノルアドレナリンよりも高感度） 

・尿検査 尿中メタネフリン、尿中アドレナリン、尿中ノルアドレナリン 

またアドレナリン、ノルアドレナリンの最終代謝産物であるバニリルマンデル酸（VMA）

やドーパミンの最終代謝産物ホモバニリン酸（HVA）の測定も診断に有効である。 

ただし検査値は、非発作時には正常のこともありうる。 
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画像検査として腹部単純および造影 CT や MRI が有効であるが、これはスクリーニングで

異常を示した後に、腫瘍の局在を明らかにする目的で行うべきである。褐色細胞腫の 90%

は 123I-MIBG を取り込み正常の副腎組織はこの同位元素をほとんど取り込まないため

MIBG シンチも診断に有用である。 

病理学的には副腎髄質領域を中心に腫瘍の増殖像が観察され、ミクロ像では腫瘍細胞が球形

の胞巣をなし、その周囲を血管間質が取り囲む細胞球（Zelleballon）と呼ばれる特徴的な

構造を示す。 

現在良悪性の鑑別は非常に難しい。顕微鏡的には鑑別のための形態学的特徴はなく、脈管浸

潤を認めても良性であることもある。免疫染色などの研究がなされてはいるが未だ未確立で

ある。悪性を示す現在唯一の根拠はほかの腫瘍と同じく遠隔転移である。 

 

＜治療＞ 

外科的手術による腫瘍摘出が第一選択となる。術前にはα遮断薬とβ遮断薬の併用で血圧を

調節する必要がある（β遮断薬単独投与はカテコラミンのα作用による血管収縮を増強させ

さらなる血圧上昇を招くため原則禁忌）。 

ほとんどの場合腹腔鏡手術が可能であるが、腫瘍の特性から術中血圧などを慎重に観察する

必要がある。 

悪性転移性の場合は高血圧を前述と同じくα遮断薬とβ遮断薬の併用で行うとよく、腫瘍の

成長が急速な時でも制御可能である。放射線治療や化学療法は未確立であるが、そのほかの

治療法が奏功しない場合には施行されうる。 

 

 

 

 

 

参考：褐色細胞腫を考える会、難病情報センター、year note、医師国家試験、メルクマニ

ュアル、病理コア画像 


