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Fig. 1. The prostate needle biopsy of gleason score
5＋4 prostate cancer (HE strain ×100).
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MANAGEMENT OF HIGH-RISK PROSTATE CANCER AND

LEFT ECTOPIC URETER INSERTING INTO SEMINAL

VESICLE WITH IPSILATERAL HYPOPLASTIC KIDNEY

OF A YOUNG PATIENT : A CASE REPORT

Teppei Matsumoto, Takuya Koie, Osamu Soma, Ayumu Kusaka,
Shogo Hosogoe, Itsuto Hamano, Atsushi Imai, Shingo Hatakeyama,
Takahiro Yoneyama, Yasuhiro Hashimoto and Chikara Ohyama

The Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine

A 44-year-old male patient visited our hospital with a chief complaint of macroscopic hematuria.

Prostate biopsies were performed due to prostate specific antigen (PSA) 11.6 ng/ml, and he was diagnosed

with Gleason score 5＋4 prostate cancer. Computed tomography showed a left hypoplastic kidney. T2-

weighted magnetic resonance imaging showed the left ureter stump with ectopic insertion into the dilated left

seminal vesicle. He was diagnosed with high-risk prostate cancer and left ectopic ureter inserting into the

seminal vesicle with ipsilateral hypoplastic kidney. Laparoscopic left nephroureterectomy and open radical

prostatectomy were performed.

(Hinyokika Kiyo 62 : 329-333, 2016)
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緒 言

前立腺癌は本邦で罹患率第 1位の悪性腫瘍である

が1)，その80％が65歳以上で診断される2)．若い年齢

で発症する前立腺癌の多くは限局癌の割合が高いとさ

れるが2)，悪性度の高い癌では急激に進行する場合も

ある3)．

一方，尿管異所開口は比較的稀で，1,900人に 1人

以下の発症頻度とされている4)．尿管異所開口を伴う

前立腺癌に対し，手術を施行した報告は少なく，これ

まで 7例の報告を見るに過ぎない4~10)．

今回われわれは，44歳で精嚢への尿管異所開口を伴

う高リスク前立腺癌と診断され，手術を施行した症例

を経験したので，若干の文献的考察を加え報告する．

症 例

患 者 : 44歳，男性

主 訴 : 肉眼的血尿

家族歴，既往歴 : 特記すべきことなし

現病歴 : 2011年 9月，上記にて近医受診．尿細胞診

クラスⅢ，前立腺特異抗原（PSA）も 11.6 ng/ml（正

常 ＜4.0 ng/ml）と高値を認めたため，精査目的に

2012年 1月当科初診．直腸診にて両葉に硬結を触れる

ため，生検目的に2012年 2月入院となった．

入院時現症 : 身長 180.3 cm，体重 83.5 kg，血圧

140/72 mmHg，脈拍整．胸部，腹部所見に異常なく，

表在リンパ節も触知しなかった．精管は，両側とも通

常の部位で触知した．

経直腸的前立腺生検 : 経直腸的に，10カ所から前立

腺組織を採取した．前立腺体積は 26.3 cm2，左精嚢

に囊胞を認めた．
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Fig. 2. a : Computed tomography showed a left hypoplastic kidney (arrow). b : Magnetic resonance
imaging showed heterogenous intensity on T2-weighted image in the prostate (arrow). c : T1-
weighted magnetic resonance imaging showed the left ureter stump with ectopic insertion into
the dilated left seminal vesicle (arrow). d : Left vasography showed the dilated seminal vesicle
(arrow).

病理組織学的所見 : 10カ所中 7カ所より，グリソン

スコア（GS）5＋4 の腺癌を認めた（Fig. 1）．

画像所見 : 造影 CT にて，瘢痕化した左腎，および

右腎の代償性肥大を認めた（Fig. 2a）．また，膀胱左

背側に径 67 mm の境界明瞭で造影効果のない腫瘤を

認めた．

骨盤内 MRI では，T2 強調画像で前立腺内部の信

号は不均一であった（Fig. 2b）．一方，膀胱背側の腫

瘤は境界明瞭で，内部も均一であった．また，T1 強

調画像で腫瘤背側に蛇行した尿管も認めたため，左尿

管の左精嚢異所開口と診断した（Fig. 2c）．

左精管造影では，左精嚢と嚢胞との交通を認めた

（Fig. 2d）．

以上より，左低形成腎，左精嚢への尿管異所開口，

および臨床病期11)クリニカル T3aN0M0 の高リスク

前立腺癌12)と診断した．LHRH アンタゴニストとエ

ストタムスチンによる術前療法13)を 6カ月行った後，

2012年 9月に腹腔鏡下左腎尿管全摘除術および根治的

前立腺全摘除術を行った．

術中所見 : 右側臥位とし，腹腔鏡下腎尿管全摘除術

を開始した．後腹膜アプローチにて，腎に到達した

が，同定は容易であった．腎動静脈はいずれも細かっ

たため，ヘモロックで中枢側を結紮した後，シーリン

グデバイスにて切離した．尿管は拡張していたもの

の，周囲との癒着は軽微であった．可及的に尿管の剥

離を行った後，体位を仰臥位とし下腹部正中切開にて

前立腺全摘除術を開始した．拡張した尿管の剥離をす

すめると，尿管は左精嚢に開口していた．拡張した精

嚢は，膀胱と強固に癒着していたため，膀胱を一部つ

けるように切離した．前立腺，精嚢，尿管，腎を一塊
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Fig. 3. Macroscopic view of the tumor. A : pros-
tate, B : dilated seminal vesicle, C : ureter,
D : hypoplastic kidney.

泌62,06,07-4a

a

泌62,06,07-4b

b

Fig. 4. a : Histopathological findings showed GS 5＋4 prostate cancer with seminal vesicle invasion (arrow :
seminal vesicle) (HE strain ×100). b : Microscopic findings showed a left hypoplastic kidney (HE strain
×100).

に摘出した（Fig. 3）．手術時間は 3時間11分，出血量

は 364 ml であった．

病理学的所見 : 前立腺に 38×22 mm，GS 5＋4 の腫

瘍を認め，被膜外浸潤および精嚢浸潤を認めた（Fig.

4a）．腎に皮質や髄質は認めず，尿路上皮に裏打ちさ

れた平滑筋を認めるのみであった（Fig. 4b）．

術後経過 : 術後経過良好で，第 8病日に退院した．

術後 PSA は 0.02 ng/ml まで下降したものの，術後 7

カ月で PSA が 0.45 ng/ml まで上昇したため，生化学

的再発との診断となった．直ちに内分泌療法を開始

し，PSA は 0.069 ng/ml まで下降したものの，術後17

カ月（内分泌療法開始後10カ月）に PSA が 4.306 ng/

ml まで再上昇し，去勢抵抗性の診断となった．現在

多発骨転移もあり，抗がん剤治療を継続している．

考 察

若年性前立腺癌の定義は文献によって様々である

が，55歳以下での診断を指す場合が多いようであ

る3)．1970年代は50歳以下で前立腺癌と診断される割

合は 1％程度であったが，PSA の普及に伴い，若年

性前立腺癌の占める割合も徐々に増加傾向にある14)．

SEER（The Surveillance，Epidemiology，and End Re-

sults）データを用いた検討では，54歳以下の占める割

合は，全体の 9％と報告されている15)．それらの多

くは低リスク前立腺癌で12)，GS 6 以下，あるいは限

局癌の割合も高いため，生物学的再発率も低いと報告

されている2)．一方 GS 5∼7 の前立腺癌では，癌特異

生存率は年齢によらずほぼ同等といった報告もあ

る15)．特に悪性度の高い癌や局所進行癌では，65歳

以上の患者に比べ，若年性発症患者は死亡リスクが 3

倍になるとの報告されている15)．また前立腺癌診断

から去勢抵抗性となるまでの期間において，65歳以上

が5.2年であるのに対し，若年者では2.3年と有意に進

行までの期間が早いとの報告もある16)．若年性前立

腺癌の危険因子として，人種15)や家族歴を有する場

合17)の他，遺伝子変異によるとの報告もある3)．Ed-

wards らは，BRCA2 の変異が55歳以下の前立腺癌患

者のわずか 2％にのみ認める一方，BRCA2 保有者

は，前立腺癌に罹患するリスクが23倍高くなると報告

している18)．本症例では，発症年齢が44歳と比較的

若く，手術後も比較的早期に生物学的再発を来たし，

さらに去勢抵抗性となっていることから，何らかの遺

伝子異常が関わっている可能性もあると考えられた．

尿管異所開口は，胎生約 4∼ 8週頃に中腎管屈曲部

より発生する尿管芽の異常が原因とされている19)．

発症頻度は1,900人に 1人で4)，男女比 1 : 6と女性に

多く，75∼90％が重複尿管に合併するとされてい

る4)．男性の場合，外尿道括約筋の近位に開口するこ

とが多いため症状に乏しいが，女性の場合は 2/3 の

症例で外尿道括約筋遠位に開口するため，尿失禁など
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Table 1.

著者名 年齢 患側 原因 尿管開口部 診断
時期

Singhal ら4) 54 右 重複尿管 膀胱頸部 術中

舟橋ら5) 71 右 重複尿管 前立腺部尿道 術前

中井ら6) 61 左 低形成腎 精嚢 術前

Marien ら7) 66 左 重複尿管 前立腺部尿道 術前

Miyago ら8) 68 右 重複尿管 膀胱頸部 術前

Ghazi ら9) 62 左 重複尿管 膀胱頸部 術後

Minh ら10) 51 右 重複尿管 膀胱頸部 術後

自験例 44 左 低形成腎 精嚢 術前

の症状を伴うことが多い20)．男性の尿管異所開口部

位としては，後部尿道（50％），精嚢（33％）の頻度

が高く，そのほか精管，射精管へも開口する20)．精

嚢へ開口した場合，約 1/3 で精嚢の嚢胞状変化を伴

い6)，また多くは低形成腎を合併する21)．本症例は精

嚢の嚢胞状拡張と低形成腎を認めており，これまでと

同様の所見であった．また，精路と嚢胞が交通してい

ることを確認するために精管造影を行ったが，MRI

にて尿管が嚢胞に開口している所見を得ていたことか

ら，不要だったのかもしれない．

前立腺癌に尿管異所開口が合併した症例は，自験例

を含め，これまで 8 例の報告をみるに過ぎない

（Table 1）．前立腺癌と尿管異所開口との関連性につ

いて報告した論文は，調べえた限りでは認めなかっ

た．年齢や患側には特に特徴的な所見は認めないもの

の，重複尿管例が多く，膀胱頸部に尿管が開口してい

る症例が多い傾向にあった．また，多くは手術前に尿

管異所開口が合併していると診断されていたが，術

中，あるいは術後に明らかとなった症例も 3例に認め

た．本症例は嚢胞が膀胱背側に位置し，また MRI で

尿管が嚢胞に流入していたこと，および精管造影にて

嚢胞が精嚢に連続していることが確認できたため，術

前に精管尿管異所開口と診断可能であった．本邦で

は，術前画像検査は必ず行われている検査であるた

め，多くの症例では術前にある程度診断が可能と思わ

れる．しかし，上部尿路の確認などを行わなかった場

合は，術中に損傷する可能性もある．本症例は，術前

画像診断の重要性を再認識させられた症例であった．

結 語

左低形成腎および同側尿管異所開口を伴った若年性

高リスク前立腺癌の 1例を経験したので，若干の文献

的考察を加えて報告した．
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