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血球数5800/mm ,血色素量12.49/di,ヘマ

はじめに

トクリット37.0%,血沈12mm/hr, CRP(‑)で,
貧血,炎症反応は認められなかった.総コレス

原発性甲状腺機能低下症に続発した下垂体陸
癌が,甲状腺ホルモソの投与により縮小した1

テロール261m甘/<tt,トリグリセライド205mg/

例を経験した.治療前後におけるMRIからみ

dA,およびLDH563 IUで高値を示した.
内分泌学的検査成績:甲状腺ホルモソの検査

た下垂体の形態学的変化を皇示し,陸癌の発生
機序,診断および治療について文献的考察を加
えて報告する.

症例
患者:36才,女性
主訴:頭重感
家族歴,既往歴:特記すべきことなし
現病歴:13才で初潮.24才頃から肥満傾向お
よび月経過多などの生理不順が出現した.34才
頃から頭重感、全身倦怠感が出現し,昭和61年
11月当料を受診した.頭部MRI検査で下垂体
腺腫を疑われ入院となった.
理学的所見:体格中等度(155cm,62k甘),
肥満傾向.血圧100/70mmHg,脈拍62/min.
皮膚は乾燥し,顔面と四肢に浮腫を認めた.甲
状腺は触知せず,またリソパ節の腫大も認めら
れなかった.
神経学的所見:視力,視野および眼底所見は
正常であった.両下肢の深部腔反射の弛緩相の
遅延を認めた.その他に特記すべきことはなかっ
た.
一般検査成績:赤血球数399×104/3
mm,白

では,血中Taは36.Ong/dA,血中T.は1.1ftg/dJi
と低値を,血中TSHは477/lU/m」と高値を示
した.またプロラクチソの基礎値は, 24.9ng/
dbとやや高値を示した.サイロイドテスト,ミ
クロゾームテストは陰性であった.下垂体機能
検査では, TRH負荷によりTSHとプロラクチ
ソの過剰反応が認められた.イソシュリソ負荷
に対し,成長ホルモソは反応時間の遅延を示し
たが,十分に反応していた. ACTHの反応は正
常であった. LHとFSHのLH‑RHに対する反
応は正常であった(Fig.1).
放射線学的所見:頭部単純写およびトルコ鞍
断層撮影では異常を認めなかった. MRIは,
ToshibaMRT15A, Spin‑echo法(TR‑500msec,
TE‑30msec)によるTl強調画像を用いた. M
RI矢状断で,トルコ鞍内に内部に等信号域を
まじえた高信号の腰痛が検出され,視神経を軽
度上方‑圧排し,枚上部‑の進展が疑われた
(Fig.2).

入院後経過:以上より,原発性甲状腺機能低
下症に続発した下垂体の反応性過形成と考え,
T, 100fig/dayによる補充療法を開始した.治
療開始後約1カ月で,T, 14Ong/d2, T,
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before replacement therapy.

Fig.2 MRKSE 500/30) , axial and sagittal sections showed high
signal intensity mass extending to the suprasellar region before
replacement therapy.

b.Zfig/diと共に増加傾向にあり,それに伴
いTSHは281〃V/m2と減少した.治療開始後
約6カ月で, T3118ng/d」,T47.5//g/d」と正
常化し, TSHは30.1uU/m」と軽度高値を示し
(Fig.3),臨床的にも浮腫の消失と,全身倦
怠感の改善が認められた.
治療開始前に17×10× 18mmであった下垂体は
(Fig.2),治療開始3カ月後には, 7×10×10
mmに縮小し,また視神経に対する圧迫も消失し
ている(Fig.4).柾過中,下垂体の信号強度
には,特に変化は認められなかった.

考

察

1.腫癌の成因について
甲状腺機能低下症に伴うトルコ鞍の拡大につ

いては,すでに多くの報告がなされている
しかし補助検査で腫癌の縮小が確認された例は
少なく私共が渉猟した限り,Jawadiら2)とPita

ら3)の気脳写によって確認された2例と,Gup
ら,Floydら5) ,Sempleら,Groffら,Heyburn
ら8),藤井ら9)のCTによって確認された6例,
計8例を数えるのみである.これらの長期にわ
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たる甲状腺機能低下症では,甲状腺ホルモソの
持続的低下が甲状腺‑下垂体のネガティブフィ‑
ドバックを介して下垂体の過形成をもたらした
ものと考えられている9).本症例でも,甲状腫
剤の投与を行い腫癌の縮小を確認しており,原
発性甲状腺機能低下症により誘発された下垂体
の過形成と考えられた.
2.診 断,治 療
原発性甲状腺機能低下症は高プロラクチソ血
症を高率に伴うことが知られている7).上述の
下垂体腫癌を伴った原発性甲状腺機能低下症の
症例では, 8例中5例(63%)が高プロラクチ
ソ血症による無月経や乳汁漏出などの症状で初
発していた4‑8)一方蝣Gupら4)は,原発性甲
状腺機能低下症に合併した下垂体腫癌の1例が
甲状腺機能の正常化にもかかわらず腫癌の増大
を認めたので手術を行い,その組織所見がnon‑
secreting adenomaであったと報告している.
このように原発性甲状腺機能低下症に下垂体腫
癌を伴う場合,過形成と腺厘,特にプロラクチ
ソ産生下垂体腺厘との鑑別が重要である.下垂
体腫癌の観察は現在CT,およびMRIで可能で
ある.しかし, CTによる腺陸と過形成の鑑別
について言及した報告はない. MRIでは,下
垂体腺陸はTl破調画像で低信号を呈すること
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Fig.3 Sequential changes of T3,T4 and
TSH during the replacement therapy.

が多い10,ll)が,下垂体の過形成と考えられる
本例ではT,強調画像で高信号に描出された.
藤井ら9)は,原発性甲状腺機能低下症に下垂体
腫癌を伴う場合,視神経に対する減圧が早急に
必要な場合を除き,まず甲状腺ホルモソによる
補充療法を行うべきであり,もしも腫癌の縮小

Fig.4 MRKSE 500/30) ,axial
and sagittal sections showed
markedly reduction in size
of the tumor without any
change in signal intensity 3
months after the replacement
therapy.

下垂体腫癌を伴う甲状腺機能低下症の1例

のみられない場合,はじめて外科的療法が加え
られるべきであると提唱している.現在,内分
泌学的検査,画像診断での両者の鑑別が困難で
あることより,この補充療法は最初に試みられ
るべきと考えられる.
このように原発性甲状腺機能低下症に合併し
た下垂体腫癌に対しては,前者に対する治療の
前後での下垂体腫癌の変化にもとづいて外科的
対応を考慮することが重要であると考えられる.
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A Case of Primary Hypothyroidism Presenting
with Pituitary Enlargement
Osamu Sakuta, Jiro Mukawa, Eiichi Takara, Munetomo Nakata,
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* Department of Medicine, Kitakami Chuo Hospital
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Abstract

A 36‑year‑old woman suffered from headache and swelling of the face and limbs. Neurological
examination revealed mild weakness and a prolonged relaxation phase of deep tendon reflexes.

MRI(Tl weighted images : SE 500/30)showed pituitary enlargement extending to supraseller region.
Serum T3 and T4 were low, and TSH was abnormally high. In anterior pituitary hormone assessment
test, there was a notable increase in both TSH and prolactin concentrations by the administration
of TRH. Thyroid replacement therapy was programmed without surgery, and the pituitary gland was
checked by MRI. Within 3 months after the therapy serum T3 and T4 were normalized and TSH level
was reduced. The pituitary gland was reduced in size from 17×10×18mm to

7 ×10×10mm measured

by MRI.
Characteristic MRI findings of our case was a round high intensity mass in the midline of the pituitary
region in Tl weighted images(SE 500/30).
Only 8 cases of pituitary regression by thyroid replacement therapy were reported in the literature.
They were considered to be pituitary hyperplasia, rather than pituitary adenoma, caused by longstanding
untreated hypothyroidism.
Pituitary hyperplasia with hipothyroidism tend to be mistaken for pituitary adenoma, although
endocrinological examination may be ruled it out.
The first choice of the treatment for this type of pituitary mass should be thyroid replacement
therapy unless the patient has a severe visual disturbance. If there is no regression of pituitary mass,
then diagnosis is to *be adenoma and surgery should be indicated.

