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前立腺 Stromal tumors of uncertain malignant

potential（STUMP）の 1例
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STROMAL TUMORS OF UNCERTAIN MALIGNANT POTENTIAL

(STUMP) OF THE PROSTATE : A CASE REPORT

Yusuke Inagaki1, Satoko Fukuda1, Hitoshi Inoue1,

Kensaku Nishimura1, Tsuneo Hara1 and Hiroshi Ohashi2

1The Department of Urology, Ikeda City Hospital
2The Department of Pathology, Ikeda City Hospital

A 77-year-old man was seen at our hospital with the chief complaint of pollakisuria. Magnetic

resonance imaging (MRI) showed a 25 mm cystic tumor with solid components behind the prostate. A

transrectal biopsy for the prostate showed no evidence of malignancy. Two years later, he complained of

weak urinary stream, and the MRI diagnosis demonstrated an increase of the tumor size to 67 mm. Since

prostatic sarcoma was diagnosed by the transrectal biopsy for the prostate, a tumor resection and

prostatectomy were performed. At 19 months after the operation, there was no evidence of metastasis or

recurrence, and he has had no dysuria. The final pathological diagnosis was of a prostatic STUMP.

(Hinyokika Kiyo 61 : 245-248, 2015)
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緒 言

前立腺 STUMP は前立腺間質より発生する悪性度

の不明な腫瘍である．今回われわれは，前立腺

STUMP の 1例を経験したので，文献的考察を加え報

告する．

症 例

患 者 : 77歳，男性

主 訴 : 尿勢低下

既往歴 : 脊柱管狭窄症，狭心症

家族歴 : 特記すべき事項なし

現病歴 : 2010年 5月に頻尿を主訴に当科を受診し

た．超音波検査で前立腺に内部が不均一な低エコー域

を認めたため MRI を施行．MRI で前立腺背側に腫瘤

を認め，経直腸的腫瘍生検を施行したが，採取された

前立腺組織や結合組織には悪性所見は認めなかった．

2012年 5 月，尿勢低下の症状を訴えたため超音波検

査・MRI を施行したところ，腫瘤の増大を認め精査

目的に入院となった．

現 症 : 身長 173.0 cm，体重 58.4 kg，血圧 136/92

mmHg，脈拍 73回/min．直腸診で前立腺は鵞卵大に

腫大し，表面不整で腫瘤を触知した．

尿所見 : 比重 1. 014，pH 6. 0，蛋白（−），糖

（−），潜血（−），赤血球 0∼1/HPF，白血球 0∼

1/HPF．

血液検査所見 : 検血・生化学検査で異常を認めず．

PSA 1.461 ng/ml．その他の腫瘍マーカーも正常範囲

内だった．

画像検査所見 : 経直腸的超音波検査で前立腺背側に

隔壁構造を有する低エコー域を認めた．MRI では前

立腺正中背側に後方頭側へ突出する 55×54×67 mm

大の一部に充実性成分を有する多房性嚢胞性腫瘤を認

めた．腫瘍径は2010年に 25 mm だったが，2012年に

は 67 mmに増大していた．MRI T1 強調像で腫瘤は嚢

胞成分が大半で，充実成分は右側背側やや尾側寄りに

認め，その一部に直腸浸潤を疑う像を認めた．FDG-

PET では直腸浸潤を疑う充実性腫瘤に一致して異常

集積像を認めた（SUVmax 6.8）（Fig. 1，2）．

経直腸的腫瘍生検（2012年 7月) : 腫瘤の充実性部

から採取した 4本の検体すべてにおいて，間質組織に

核腫大や核異型を認める細胞を認め，前立腺肉腫と診

断した．

治療経過 : 前立腺肉腫直腸浸潤の診断にて腫瘍摘除

術・前立腺全摘除術および骨盤内リンパ節郭清を施行

した．

手術所見 : 下腹部正中切開で腹膜を切開し腹腔内か

ら観察を行ったが，腫瘍は膀胱背側にあり，膀胱腫瘍
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Fig. 1. A : MRI showed multilocular cystic tumor
behind the prostate in 2010 (circle). B : In
2012, MRI showed an increase in the size of
the tumor (circle).
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Fig. 2. MRI showed solid lesion in multilocular cyst
(circle) and FDG-PET showed uptake in the
same portion (circle).

泌61,06,05-3

Fig. 3. Macroscopic findings of the specimen
(White dotted line shows the cystic com-
ponent. Arrow shows the solid com-
ponent).

間・腫瘍直腸間の境界は不明瞭だった．順行性アプ

ローチは困難と判断し，前立腺全摘除術に準じ逆行性

に前立腺を遊離した．直腸前脂肪織の癒着があり，前

立腺後面の剥離は容易ではなかった．直腸指診を併用

して前立腺・直腸間を剥離し，さらに頭側へ剥離を

行った際，腫瘍・直腸間より多量の出血を認めた．圧

迫止血を行い，改めて腹腔内より順行性にアプローチ

した．膀胱直腸窩の腹膜を切開，直腸前面と腫瘍の間

の剥離を進めた．逆行性にアプローチした層と合わ

せ，腫瘍後面を遊離した．膀胱頸部を離断し，腫瘍と

膀胱の間を剥離，腫瘍を摘除した．直腸浸潤が疑われ

た部位の癒着は認めるものの明らかな浸潤は認めず，

腫瘍は直腸から剥離可能であったため，直腸合併切除

は行わなかった．手術時間は724分，出血量は 12,750

ml，摘除標本重量は 90 g だった．

肉眼的所見 : 前立腺背側に隔壁を有する嚢胞を認

め，嚢胞壁は黄白色，嚢胞内容液は漿液性で淡血性

だった．嚢胞右側の尾側寄りに黄白色の充実性部を認

め，MRI で認めていた部位と一致していたが，直腸

側断端への明らかな露出は認めなかった．嚢胞内容液

の PSA 測定や，細胞診検査は行わなかった（Fig. 3）．
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Fig. 4. Histopathological appearance (HE ×200).

Table 1. Reports of prostatic STUMP in Japan

年齢 36∼78歳（中央値58)

症状

排尿困難 8例

尿閉 4例

頻尿 3例

PSA 高値 2例

他 2例

術前 PSA 値 0.5∼79 ng/ml（中央値5.2)

腫瘍径 19∼100 mm（中央値60)

治療

前立腺全摘除術 9例

経尿道的切除術 6例

腫瘍摘除術 3例

放射線療法 1例

悪性転化 3例
病理組織学的所見 : 弱拡大では前立腺間質に異型細

胞が増殖しており，壊死像は認めなかった．強拡大で

は異型をもつ細胞が散見されたが，核分裂像はほとん

ど認めず，細胞密度も高くなかった．鑑別診断として

は，高分化型脂肪肉腫を考えたが，脂肪由来である所

見に乏しかった．また，腫瘍内に前立腺管が介在して

おり，前立腺間質の腫瘍と考えた．前立腺間質の腫瘍

で免疫組織化学では CD34，desmin が一部で陽性，

SMA が陰性であることから，STUMP と診断した．

充実性部に被膜は認めず，正常前立腺組織との境界は

不明瞭だった．嚢胞壁および切除断端には異型細胞の

増殖は認めなかった．郭清した閉鎖リンパ節，外腸骨

リンパ節に悪性所見は認めなかった（Fig. 4）．

診断確定後，腫瘍生検標本を改めて検討したところ

病理組織診断は STUMP であった．術後19カ月経過

した現在，再発転移は認めておらず，排尿状態も良好

である．

考 察

前立腺に発生する間葉系腫瘍には，平滑筋肉腫や横

紋筋肉腫，線維腫などの前立腺以外の組織にも発生す

る腫瘍と，前立腺に固有な間質から発生する前立腺間

質性腫瘍がある1)．前立腺間質性腫瘍は以前，phyl-

lodes tumor や prostatic cystic epithelial stromal tumor な

ど様々な名称で報告されていたが2,3)，2004年の

WHO 分類で STUMP と stromal sarcoma に分類され

るようになった1)．STUMP と stromal sarcoma は細胞

異型，核分裂像，壊死，間質の増殖の程度により分類

されている1)．STUMP は，転移や再発の頻度，悪性

転化の可能性といった自然史について現在のところ明

らかになっておらず，確立された治療法もない．本邦

では本症例を含めて 19例の STUMP の報告があ

る2,5~19)（Table 1）．年齢は36∼78歳（中央値58），症

状は排尿困難や頻尿，尿閉など，排尿症状が多く，腫

瘍径は 19∼100 mm（中央値60）であった．PSA は 79

ng/ml ときわめて高値の例もあるが，約半数の 9例で

正常範囲内であった．本症例の様に嚢胞を伴う例は 6

例あった．全例で何らかの治療が行われており，内訳

は前立腺全摘除術 8例，経尿道的切除術 6例，腫瘍摘

除術 3例，恥骨後式前立腺被膜下摘除術 1例，放射線

療法 1例であった．前立腺全摘除術や腫瘍摘除術，被

膜下摘除術といった根治的手術を行った12例すべてで

術後再発を認めなかったが，経尿道的切除術を行った

2例10,15)，放射線療法を行った 1例2)で悪性転化を認

めた．

診断は，生検が行われた 13例中，生検標本で

STUMP と診断されたのは 4例のみで，生検標本では

診断されず摘除標本で初めて STUMP と診断された

のは 9例だった．これら 9例では生検標本の再検討が

行われており，うち 5例で STUMP と診断が変更さ

れた．生検標本の正確な病理組織診断が困難であるの

は，検体量が少ないため全体像が把握しにくいことが

原因と考えられている．再検討により STUMP と診

断可能な症例があることより病理診断医が STUMP

を認識することが生検標本の正確な病理組織診断を可

能するものと考えられる．

Herawi ら20)は50例の前立腺に発生した間質性腫瘍

を報告しており，STUMP は36例，stromal sarcoma は

14例だった．根治術を行わずに 1年以上経過観察され

ていた STUMP 13例のうち， 5例は腫瘍の増大による

排尿状態の悪化のため追加治療が行われていたが，悪

性転化例はなかった．Stromal sarcoma の14例では，

生検や経尿道的切除術の標本に STUMP と stromal

sarcoma が併存した例や，生検により STUMP と診断

し，前立腺全摘除術を施行したところ摘除標本に

stromal sarcoma が存在していた例がみられた．また，

STUMP と診断後 9年以上経ってから stromal sarcoma

と新たに診断され，膀胱前立腺全摘除術を施行した例

が 2例みられた．このような症例では，STUMP と診

断した後に stromal sarcoma へ悪性転化した可能性や，

STUMP の診断時にすでに存在していた可能性がある

稲垣，ほか : 前立腺間質性腫瘍・STUMP 247



と考えられるが，その点を明確にした報告は認めな

かった．Stromal sarcoma は予後不良な悪性腫瘍で，

3年生存率が10％という報告21)もあり，転移を認め

る例では有効な治療法はない．局所限局例では手術療

法が第一選択であり，根治的手術を行うことで，長期

にわたって転移・再発を認めていない例も複数報告さ

れている22)．

以上より，STUMP は経過観察で良好な経過を辿る

ことも多いとされているが，stromal sarcoma への悪性

転化の可能性があることや，生検や経尿道的切除術に

よる病理組織診断では stromal sarcoma を見逃す可能

性があることも考慮し，基本的には根治的手術を選択

することが望ましいと考える．

結 語

前立腺 STUMP の 1例を経験した．前立腺 STUMP

は良性の経過をたどることが多いとされているが，

stromal sarcoma への悪性転化の可能性があることや，

stromal sarcoma が併存している可能性があることか

ら，根治的手術を行うことが望ましいと考えられた．

本論文の要旨は第224回日本泌尿器科学会関西地方会にお

いて発表した．
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