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Fig. 1. Enhanced pelvic computed tomography
scan showed the size of prostate at diagnosis
(arrow).
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We present a case of gigantic prostate tumor in a patient with castration-resistant prostate cancer with

successful local control by external-beam radiation therapy. A 71-year-old man was shown to have a

prostate specific antigen (PSA) level of 24.5 ng/ml, Gleason 9, cT2N1M1a, prostate adenocarcinoma with an

estimated prostate volume of 26.9 g. He achieved a PSA nadir at 4 months after the initial androgen

deprivation therapy and was diagnosed with castration-resistant prostate cancer three years later. Eight

months after the diagnosis of castration-resistant prostate cancer, he visited our hospital due to urinary

retention. Abdominal computed tomography scan showed a gigantic prostatic mass occupying the whole

pelvic cavity along with multiple lymph node, bone and liver metastases. The estimated volume of the

prostate was 878 g. A tumor needle biopsy revealed a histological finding similar to the initial prostate

biopsy which was adenocarcinoma with Gleason 9. He underwent external beam radiation therapy (60 Gy)

to the prostate, which brought about excellent local control with a 96.7% shrinkage of tumor at 2 months

after radiation therapy. He had no complaints of urinary symptoms and no need for urethral

catheterization until he died of prostate cancer metastases.

(Hinyokika Kiyo 62 : 647-650, 2016 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_62_12_647)
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緒 言

巨大な局所進展を伴う前立腺癌1)は比較的稀であ

り，排尿障害の出現や腎不全など患者の QOL や予後

に大きく影響する．今回われわれは画像上非典型的な

巨大局所進展を伴う去勢抵抗性前立腺癌に対し放射線

外照射療法を施行し，著明な局所縮小を得た 1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 : 74歳，男性

既往歴 : 糖尿病．1998年に狭心症で冠動脈ステント

留置．2000年に心筋梗塞で冠動脈バイパス手術施行．

家族歴 : 特記事項なし

* 現 : 大阪赤十字病院

現病歴 : 2011年 7月，前医で糖尿病の精査中に施行

した腹部 CT で右腎門部傍大動脈に最大径 33 mm の
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Fig. 2. Enhanced computed tomography scan
showed a giant tumor in the pelvic space 8
months after the diagnosis of castration-
resistant prostate cancer (A : coronal view,
B : axial view).
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Fig. 3. Hematoxylin and eosin staining showed a
pathological finding of needle biopsy with
poorly differentiated adenocarcinoma (Glea-
son score 5＋4) in the giant prostate.
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Fig. 4. The prostate size markedly decreased on
computed tomography scan at 2 months
after radiation therapy.

多発リンパ節腫大を認めた．前立腺は 4.3×4.8×2.5

cm の大きさで，推定前立腺重量は 26.9 g であった

（Fig. 1）．血清 PSA は 24.5 ng/ml で，同院泌尿器科で

経直腸的前立腺生検を施行した．病理結果は前立腺

癌，Gleason score 5＋4＝9 であった．骨シンチグラ

フィーでは明らかな転移所見を認めず，cT2N1M1a，

stage D2 前立腺癌と診断しリュープロレリン酢酸塩，

ビカルタミドを用いたアンドロゲン除去療法を開始し

た．2011年12月に血清 PSA が nadir（0.04 ng/ml）と

なり，その後，血清 PSA が再上昇，2013年 2月に患

者希望で当科紹介となった．同年 3 月，血清 PSA

4.58 ng/ml でアンドロゲン除去症候群確認のために

ビカルタミドを休薬したが，血清 PSA の上昇傾向は

続き，同年 5月に去勢抵抗性前立腺癌と診断した．エ

ストラムスチンリン酸エステル，デキサメサゾンで治

療を行うも血清 PSA は上昇を続けた．2014年 1月，

尿閉を主訴に他院救急外来を受診．腹部超音波検査

で，膀胱内腫瘍と両側水腎症を指摘され，尿道カテー

テル留置の上，同年 2月当科紹介受診した．下腹部に

触知できる巨大な腫瘤を触れ，腹骨盤部 CT 検査で骨

盤内を占拠する 12.6×10.4×13.4 cm，推定重量 878

g の巨大な腫瘤を認めた（Fig. 2）．巨大腫瘤内部は充

実部と嚢胞部が混在しており，不均一に造影されてい

た．また，同時に多発リンパ節転移，胸椎転移，肝転

移を認めた．血清 PSA は 69.2 ng/ml であった．病理

学的診断のため，経直腸的前立腺生検（ 4カ所）を施

行した．生検時の感染予防に関しては，生検30分前に

CTRX を 1 g 投与し，翌日から LVFX 500 mg を 2日

間内服投与した．病理組織は，腫瘍壊死をわずかに伴

う充実性ないし融合管状を呈する低分化腺癌であっ

た．生検は 4 本中 4 本すべて陽性で，Gleason score

5＋4＝9 の低分化前立腺癌と診断した（Fig. 3）．また

後日施行した chromogranin A，synaptophysin，NSE の

免疫染色はいずれも陰性であった．ECOG-PS（The

Eastern Cooperative Oncology Group-Performance Status）

3 と全身状態不良であったことと，本人の拒否もあ

り，全身治療は行わなかった．しかし，尿道カテーテ

ル違和感が強く，また肉眼的血尿や直腸出血を起こす

危険性もあるため，腫瘍縮小を目的に放射線外照射を

行うこととした．同年 3月から対向 4門照射で全腫瘍

部に放射線外照射療法を計 60 Gy 施行し退院．同年

6月，腹骨盤部 CT で肝転移が増悪し，脾転移が出現

したものの，局所の前立腺は 4.5×2.9×4.4 cm，推
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定前立腺重量 28.7 g と治療前の3.3％と著明に縮小し

た（Fig. 4）．同月尿道カテーテルを抜去し，残尿なく

自排尿を認めた．局所の疼痛も緩和され，ECOG-PS

2 に改善した．同年 8 月，腹骨盤部 CT で前立腺は

3.5×2.0×2.0 cm，推定重量 7.3 g と治療前の0.7％

とさらに縮小していた．しかし，遠隔転移巣は徐々に

増悪し，同月癌死された．死亡 2日前に尿道カテーテ

ルを留置したが，それまで自排尿は保たれた．

考 察

今回，われわれは尿閉を契機に診断された局所巨大

進展の去勢抵抗性前立腺癌を経験した．CT 画像上，

他後腹膜腫瘍との鑑別が困難であったが，針生検で去

勢抵抗性前立腺癌の局所進展であった．局所制御のた

め計 60 Gy の放射線外照射療法を施行したところ著

明な縮小効果を得た．これにより，自排尿が可能とな

り苦痛も緩和され，ADL の改善に大きく寄与したと

考えられた．

巨大前立腺癌ははっきりと定義はされていないもの

の，腹壁から腫瘤を触知出来る前立腺癌と定義してい

るものが多い1)．海外では1966年に Chait ら2)が初め

て報告し，本邦では1984年の藤本ら3)の報告に始ま

り，これまでに15例の報告がある．本邦でのこれまで

の報告はいずれも初発例であり，全例で内分泌療法が

施行されている．増栄らは国内外の報告21例をまと

め，報告している4)．年齢は55∼86歳で，平均70.8

歳．主訴は排尿困難が最も多く，血清 PSA は 170∼

27,000 ng/ml と様々であった．有転移症例が約半数

で，12例（57.1％）に内分泌療法の効果を認めたが経

過観察期間が 2∼33カ月，平均10.2カ月と短いため長

期成績は不明であるとしている．病理組織は高分化腺

癌 4例（22.2％），中分化腺癌 9例（50％），中∼低分

化腺癌 2例（11.1％），低分化腺癌 1例（5.6％），分

化度不明癌 2例（11.1％）であり，低分化癌が少ない

ことが示されている．本症例は本邦16例目の報告とな

るが，低分化癌では局所で巨大前立腺癌を形成する前

に遠隔転移を来たす可能性が高いことが予想されるた

め，低分化癌であり去勢抵抗性を獲得した後に局所が

巨大化した点で稀な症例と考える．また，本症例では

神経内分泌分化に対する血清 NSE などの血中マー

カーの測定は施行していなかった．後日，2014年 2月

の生検組織に対し，chromogranin A，synaptophysin，

NSE の免疫染色を行ったがいずれも陰性であった．

本症例では，後方視的に神経内分泌分化を疑う所見は

認められなかったが，巨大前立腺に神経内分泌分化が

認められる場合，治療選択がかわっていた可能性があ

る．

本症例は骨盤内を占拠する超巨大腫瘍で，嚢胞様成

分と充実成分が混在しており通常の前立腺癌としては

非典型的な像を呈していた．当院での治療前には鑑別

診断として，前立腺 stromal tumor of uncertain malig-

nant potential（STUMP），後腹膜肉腫，その他の後腹

膜腫瘍が考えられた．巨大前立腺癌の CT 画像所見は

通常の前立腺癌から逸脱し，本症例と同様，内部不均

一に造影されると報告されている4,5)．MRI では，

T2 強調画像で内部不均一かつ低信号，拡散強調画像

で高信号を呈したとの報告がある4~6)．STUMP は前

立腺固有間質から発生する腫瘍で時に巨大腫瘍とな

る7)．CT および MRI で充実性成分の内部に様々な

割合の嚢胞性成分を有する腫瘤として描出されるとさ

れており，充実性成分はMRI T2 強調像で低∼中等度

の信号を，嚢胞性成分は内部性状を反映して T1，T2

強調画像ともに低∼高信号まで様々な信号を呈すると

されている7)．また，後腹膜肉腫も巨大な腫瘤を形成

することが多く，MRI では T1，T2 強調画像ともに

低信号と高信号が混在した像を呈し，造影 MRI では

中心壊死を反映し造影不良域が見られるとされる8)．

以上より，本症例のような巨大前立腺癌と他の巨大後

腹膜腫瘍を画像的に鑑別することは困難なことが多

く，針生検は診断に重要なツールであると考えた．本

症例では経直腸的な生検を行ったが，増栄らの報告に

もあるように恥骨上の腹部からの生検も症例によって

は選択肢と考える4)．

前立腺癌に対する放射線単独療法での前立腺の縮小

率に関する報告はきわめて少ない．Zechmann ら9)は

17名の限局性前立腺癌に平均 76 Gy の強度変調放射

線外照射単独療法を行ったところ，中央値133日の画

像診断で，前立腺重量が平均20.3％縮小したと報告し

ている．放射線感受性の高い細胞には，○1細胞分裂の

頻度が高く，○2再生力が高く，○3形態および機能が未

分化である，という特徴があり，1906年にベルゴニー

らが初めて報告した Bergonie-Tribondeau の法則とし

て知られている10)．本症例も低分化で急激な増殖を

認める腫瘍であったことが放射線感受性に関与してい

た可能性はあるが，外照射療法単独での 9割を超える

劇的な腫瘍縮小は報告がなく，病期，分化度に基づい

た前立腺癌放射線療法後の前立腺縮小率の予測や劇的

な縮小が期待できる症例の選択は今後検討の必要があ

ると考える．

本症例のような去勢抵抗性の局所巨大前立腺癌への

至適放射線照射量は明らかではない．Din ら11)は，直

腸症状，骨盤痛，排尿障害，血尿などを有する進行性

前立腺癌（97％が去勢抵抗性）に平均 20 Gy の救済

放射線療法を行い，89％の患者で症状の部分あるいは

完全寛解を得たと報告している．本症例では局所への

治療効果を最大限にするため骨盤内の根治線量を処方

したが，緩和照射のような低用量でどれくらい効果が

でるのかは現時点では不明である．
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また，内分泌療法などの全身療法が放射線外照射療

法の腫瘍縮小効果をどの程度高めるのかに関する詳細

な報告は少ない．Zechmann ら9)は中央値 76 Gy の強

度変調外照射療法を施行した39症例の前立腺重量の変

化を経時的に観察したところ，最大前立腺縮小率は放

射線単独26.1％に対し，内分泌併用で12.9％と有意に

低かったと報告している．しかし，この検討では内分

泌併用群が放射線治療前に内分泌療法を平均 5カ月施

行されており，外照射開始時点で腫瘍がすでに縮小し

ていたことが少なからず影響していると考えられる．

一方，Sanguineti ら12)は，限局性前立腺癌に対する 3

次元原体照射療法の腫瘍縮小効果を放射線単独群と内

分泌療法併用群で比較し，有意差は見られなかったと

している．しかし，Zechmann 同様に腫瘍が縮小した

後の放射線照射のため純粋な併用療法の効果の評価は

難しい．近年，去勢抵抗性前立腺癌に対してドセタキ

セルに加え，新規内分泌治療薬であるエンザルタミ

ド，アビラテロン酢酸エステルや新規抗癌剤であるカ

バジタキセルが登場しており，これらの併用が前立腺

縮小に与える影響も今後検討するべきであると考え

る．

結 語

去勢抵抗性獲得後に急激に巨大となった局所進展前

立腺癌に対し，放射線外照射療法により著明な前立腺

縮小を得た 1例を経験した．長期生存はできなかった

ものの，局所の著明な縮小により，排尿状態の改善と

苦痛緩和を得ることができ，QOL が上昇した．去勢

抵抗性獲得後の巨大前立腺癌局所縮小目的の放射線外

照射療法は有効であると考えられた．
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