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Prostatic stromal tumor of uncertain malignant 

potential (P-STUMP)の l例

角田洋一，小林義幸，田中雅登，

矢j畢浩治，原田泰規，伊藤喜一郎

大阪府立急J性期・総合医療センター

A CASE OF PROSTATIC STROMAL TUMOR OF UNCERTAIN 

MALIGNANT POTENTIAL 

Yoichi KAKUTA， Yoshiyuki KOBAYASHI， Masatoh TANAKA， 

Kohji Y AZAWA， Yasunori HARADA and Kiichiroh 1 TOH 

The Department 01 Urology， Osaka General Medical Center 

Sarcomas and related proliferative lesions of specialized prostatic stroma are rare. Lesions have 

been classified into prostatic stromal tumor ofuncertain malignant potential (P-STUMP) and prostatic 

stromal sarcoma based on the degree of stromal cellularity， presence of mitotic figures， necrosis， and 

stromal overgrowth. STUMPs are considered neoplastic， based on the observations that they may 
diffusely infiltrate the prostate gland and extend into adjacent tissues， and often recur. Although most 

cases of STUMPs do not behave in an aggressive fashion， occasional cases have been documented to 
recur rapidly after resection and a minority have progressed to stromal sarcoma. Here we describe a 

case of P幽 STUMP. A 57・year-oldmale went to his family doctor because of pollakisuria. Digital 

examination revealed abnormal findings in the prostate， then he was referred to our medical center. 
The mass was palpable in the left lobe ofthe prostate ; it was elastic hard， surface smooth， about 2 cm in 

diameter. Serum PSA was elevated slightly (5.42 mg Idl). We diagnosed firstly leiomyosarcoma by 

transrectal ultra sound guided needle biopsy of the prostate. Then we performed radical 

prostatectomy. Finally we made the pathological diagnosis of P-STUMP. After 11 months， there is 
no sign of metastasis or recurrence. 
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緒 Z司

Prostatic stromal tumor of uncertain malignant 

potential (P-STUMP) とは前立腺間質より発生する

悪性度の不明な間質増殖性病変である.今回われわれ

は P-STUMPの l例を経験したので，文献的考察を

加え報告する.

症

患者:S7歳，男性

主訴:頻尿

傾i

既往歴:2S歳，十二指腸潰傷， S3歳，塵肺

現病睦:2003年11月28日，上記主訴にて近医受診.

直腸診で前立腺腫痛を指摘され，同年12月5日に当科

紹介となった.

入院時現症:身長 161cm，体重 60.2kg，体温36.1
0

C，

血圧 124/98mmHg，脈拍 62/min，整.直腸診にて前

立腺に弾性硬，表面平滑，圧痛のない径約 2cmの腫

癒を触知した.

(Hi町 okikaKiyo 51 : 843-847， 2005) 

血液検査所見:末血・生化学において異常は認めら

れなかった.血清 PSAは S.42 mg/dlと軽度上昇して

いた.

画像診断:経直腸エコーでは前立腺背側に精嚢へ突

出する 28X23X18 mm大の内部不均ーな腫癒を認め

た (Fig.1).腹部 MRI上，腫療は被膜を有し辺縁は

smoothで周囲への mvaslOnは認められなかった.腫

癌内の T2強調画像で lowintensityを示す部位は，Tl

強調画像でも lowintensityで造影効果が認められ，

solid portionで線維性組織と考えられた.また T2強

調画像で highintensityを示す部位は，Tl強調画像で

low intensityで造影効果を認めずcysticportionと考え

られた (Fig.2). よって，画像上は前立腺の内腺背側

から精嚢に突出する境界明瞭な solidand cystic tumor 

で benigntumorが疑われた.

病理組織診断:2003年12月8日，経直腸エコーガイ

ド下前立腺針生検を施行した. HE染色では異型に富

む紡錘形細胞が錯綜配列を示しており，これらの細胞

には大小不同が目立ち，核クロマチンに富んでいた.
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Fig. 1. TRUS showed a hypoechoic lesion at posterior region of the prostate. 

Fig. 2. MRI T2Ws revealed the solid and cystic 
tumor in the prostate， protrude basaliy 
toward the seminal vesicle. 

細胞質には desmin，αSMAが陽性に染色され， myo-

gobinは陰性であり leiomyosarcomaとの診断に至っ

た.

治療経過:腫蕩は前立腺に限局していたため， 2004 

年 2月10日に前立腺全摘術を施行した.腫蕩は画像診

断と同様に前立腺の内腺背側から精嚢へ突出してお

り，割面での大きさは 19X18 mmで境界明瞭な solid

Fig. 3. Macroscopic lindings: Tumor was solid 
and cystic. 

and cystic tumorであった.また，腫蕩から剥離面ま

で 5mm以上保たれていた.

病理診断:組織学的には大型異型紡錘形腫蕩細胞

が，異型のない既存の前立腺の腺管の間隙に浸潤して

密に増生し，錯綜配列を示していた.多核の腫療細胞

も多数認められ，異型核分裂像も散見されるが

(2-4/10 HPF) ，壊死は認められなかった.細胞密度

が高く，核に著しい多形性が認められ，間質への浸潤

性増生を示していた.免疫化学的染色においては

αSMA， desminは陽性であり， CD34は血管内皮細

胞が陽性であるが異型細胞は陰性であった.脈管侵襲

は明らかではなく，前立腺の被膜を越えていなかっ

た.以上より前立腺原発の Prostaticstromal tumor of 

uncertain malignant potential (P-STUMP)と診断され

た.経直腸エコーガイド下前立腺針生検では当初

leiomyosarcomaと診断されたが，針生検では検体量

が少なく情報が限られていたためと考えられた.ま

た，針生検の検体を再検すると P-STUMPを示唆す

る病変が確認できた.なお，非腫傷部においては上

皮，間質が過形成を示していた.腺は所々にて拡張し

corpora amylaceaを容れており，腺腔内に上皮が乳頭

状に突出している部分も認められた.

経過:術後11カ月を経過した現在，再発・転移は認
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Fig. 1. Microscopic findings: Radical prosta-
tectomy specimen showing hypercellular 
stroma containing scattered cytologically 
atypical cells and histologically unre-
markable nonneoplastic glandular com-
ponents. 

められていない.

考 察

前立腺間質より発生する肉腫および悪性度の不明な

間質増殖性病変は稀である. 2002年の WHO分類1)で

は病変は細胞密度，核分裂像，異型細胞，壊死，間

質の過成長の所見の有無に基づいて prostaticstromal 

tumor ofuncertain malignant potential (P-STUMP)と

prostatic stromal sarcoma (PSS)に分類されている.

P-STUMPはびまん性に前立腺および周囲組織に浸

潤し，また再発の頻度が高いという点から腫蕩病変と

定義されている.

P-STUMPは phyllodestumor， prostatic stromal pro-

liferation ofuncertain malignant potential (PSPUMP)， 

prostatic cystic epithelial-stromal tumor， cystadeno-

leiomyofibroma， cystosarcoma phyllodesなど様々な名

称を用いて過去に56例報告されているト15) 年齢は若

年発症もみられるが， 50-60歳代に多く認められ，症

状は尿聞が最も多く次いで、肉眼的血尿が挙げられる.

診断は TUR-Pの切除標本から偶然診断されたものが
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最も多く報告されていた.腫蕩は典型的には本症例と

同様に，黄白色な CystlCまたは solidand cysticであ

り，部位は精正付近から隆起しているものもあるが，

前立腺背側から精嚢へ突出する形で、発生するものが多

く認められる.治療は確立されていないが， TUR-P 

を施行した症例が最も多い. しかし再発率は高く，大

部分は繰り返し TUR-Pが必要となっている.針生検

で P-STUMPと診断されたもののうち， 3例は追加治

療をせずに経過観察されているが，増悪傾向を認めず

に経過している.

P-STUMPが PSSに進行したと考えられる症例

がいくつか報告されている. Lopez-Beltranら16)は

TU乱Pを3団施行後に PSSと診断された症例を報告

しているが，過去 2回の TUR-Pの切除標本を再検す

ると P-STUMPを示唆する所見が認められた.同様

に Yumら17)は針生検にて P-STUMPと診断され，

TUR-Pを施行したところ病理組織診断は PSSであっ

た症例を報告している.この 2例においては PSSの

標本が不十分で、あるために P-STUMPと診断された

可能性がある.しかし， Youngら15)は P-STUMPに

対し腸脱前立腺全摘を施行後， PSSが局所再発した

症例を報告している.また， Gaudinら2)は TUR-P

を2団施行しともに P-STUMPと診断され， 3回目の

TUR-Pにて PSSと診断された症例を報告している

が， 2回目の TUR-Pの切除標本は l回目に比べ細胞

性および壊死の所見が悪化していたと述べている.こ

の2例からは P-STUMPが PSSに進行する可能性が

あると考えられる. Davidら14)は P-STUMPを細胞

密度，核分裂像，異型細胞，壊死，上皮と間質の比率

によって lowgrade， intermediate grade， high grade 

の3段階に分類し，再発率はおのおの50% (14例中 7

例)， 85.7% (7例中 6例)， 100% (2例中 2例)で

あったと報告している.このうち lowgradeおよび

intermediate gradeにおいて，再発を繰り返すうちに

PSSへと進行した症例が l例ずつ (7.1，14.3%)含

まれていた. High gradeでは再発した 2例とも初回

再発時から遠隔転移を伴う PSSであった.われわれ

が調べた限りでは， PSSへと進行する頻度は全体で

14.3% (56例中 8例)であり， low gradeでも PSSに

進行する可能性があることを考慮すると，診断時より

完全切除を目指した治療を行うべきではないかと思わ

れる.

P-STUMPはその臨床的特徴および経過を予測する

病理学的所見の相違点が徐々に解明されつつある.今

後症例数が増え，より明確に P-STUMPの特徴・分

類が定義されることが期待される.

結 話
回

前立腺間質より発生した P-STUMPの l例を経験
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し文献的考察を加え報告した.

本論文の要旨は第187回日本泌尿器科学会関西地方会にて

発表した.
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Editorial comment 

前立腺に発生する開業系腫蕩には， fibroma， leio-
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のように腫蕩内に良性の腺管を伴うもので， STUMP 

にも SSにも見られる. STUMPというのはこれらの

一見 lowgradeと思える腫蕩の本当の悪性度がよくわ

からず.最適と思われる治療法が決められないために

つけられた診断名である.最近分かつて来ていること

は， STUMPでは再発はあるが転移する症例はほとん

どないのに対し， SSでは遠隔転移を示す例が多いこ

と，また， STUMPと診断された例が悪性度を増し

SSに転化する場合があることである.

前立腺間質性腫揚は症例が少なく，欧米の最大のシ

リーズでも 20数例のものが下記の 2編2，3)しか論文に

なっておらず，まだよく分からない点が多い.本号に

報告された症例u4)もその組織像からSTUMPに属する

ものと思われるが，このようにくわしく記載した症例

をさらに蓄積し，長期の追跡調査を行うことによっ

て，特に腫蕩の組織像と悪性度の関連が今後さらに明
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らかにとなり，より確実な診断基準が確立されること

を期待する.

1) Cheville j， AIgaba F， Boccon-Gibod L， et al.: 

Mesenchymal tumours， Tumours of the Prostate， 

1n: Pathology and Genetics， Tumours of the 

urinary system and male genital organs. Edited by 

Eble jN， Sauter G， Epstein jl， et al.， pp 209-211， 

1ARC Press， Lyon， 2004 
2) Gaudin PB， Rosai j and Epstein jl : Sarcomas and 

related proliferative lesions of specialized prostatic 

stroma : a clinicopathologic study of 22 cases. Am 

j Surg Pathol 22: 148叩 162，1998 

3) Bostwick DG， Hossain Dラ Qianj， et al. : Phyllodes 

tumor of the prostate : long-term follow up study of 

23 cases. j Urol 172: 894-899， 2004 

4)角田洋一，小林義幸，田中雅登，ほか Prostatic

stromal tumor of uncertain mal宅旧ntpotent凶 (p-

STUMP)の I例.泌尿紀要 51: 843-847， 2005 

日本赤十字社和歌山医療センター

病理部顧問山遺博彦




