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A CASE OF PROSTATIC HYPERPLASIA IN A YOUNG MALE

Masayuki Harada, Takahisa Kase, Masaharu Tajima

Yoshikatsu Sawamura and Masahiro Matsushima

From the Department of Urology, Ohashi Hospital, School of Medicine, Toho University

Kazutoshi Shibuya

From the Department of Pathology, Ohashi Hospital, School of Medicine, Toho University

   Prostatic hyperplasia in young males is a very rare disease. A 28-year-old man was admitted 
to our hospital on June 24, 1989, with the chief complaints of intermittent macrohematuria and 
dysuria. Endoscopic examination revealed two papillary tumors in the prostatic urethra;no urinary 
bladder tumor was found. A transurethral resection was done for the urethral tumors. Pathological 
examination revealed prostatic hyperplasia. These lesions were considered ectopic prostatic tissue 
at first. However, imaging showed that this may in fact be prostatic hyperplasia of the apical 
region near the capsule. The post-operative course was uneventful and he is presently observed 
as an outpatient. This patient represents the seventh case reported in the literature. 

                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 769-774, 1991)

Key words: Prostatic hyperplasia in a young male

緒 言

若年 男性における前立腺過形成 は非常 に稀 な疾患で

ある,最 近,わ れわれは,間 歓的肉眼的血尿お よび排

尿困難の原因 となった若年性前立 腺過形成 の1例 を経

験したので,若 干の文献的考察を加えて報告す る.

症 例

患老:28歳,男 性,会 社員

初診=1989年6月24p

主訴1間 歓的肉眼 的血尿,排 尿困難

既 往歴:特 記すべ きことな し

家族歴:父 親が糖尿病,胃 潰瘍

現病歴11989年6月12日 よ り肉眼的血 尿を認めたが

数 日で消失 したため放置.6月19日 より再度血尿出現

し,翌 日症状が増 悪 したた め近医 に入 院 した.入 院

時,排 尿困難お よび膀 胱刺激症状を認め,そ の後尿閉

とな りバルー ンカテーテルが留置 された.経 静脈性腎

孟造影(以 下IVPと 略す)お よび膀胱造影で膀胱腫

瘍が疑われ,6月24日 当科を紹介 され受診 した.膀 胱

鏡検査にて膀胱 内に腫瘍 を認めず,後 部尿道出血 の診

断にて入院 した.な お,こ の時点において射精障害や

血精液症はみられていない.

現症:体 格中等度で栄養状態 良好 胸腹 部理学的所

見に異常を認めず,直 腸診 にて表面平滑,波 動性お よ

び圧 痛のある鶏卵大の前立腺を触知 した.外 性器 の異

常は認 めない.

検査所見1血 液一般,血 清 生化学 検査で は 白血 球

14.5xlO3/mm3,cRP(1十),PAP2.51U/1/37℃

(正常1.6以 下),γ 一sm6・3ng/ml(正 常4.0以 下)と 異

常値を認め る以外は 問題は な く,出 血 ・凝 固時 間 も

正常であった.尿 検査 では赤血球 多数/1視 野,白 血

球20-30/1視 野,細 菌(3+)で あ り,尿 細胞 診 は

classIIで あ った.
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Fig.3.Transrectalultrasonotomogram.Lon-

gitudinalscanshowsnormalprostate
(P)andthemass(T).

Fig.1.Retrogradeurethrographyshowsthe

lateraldeviationoftheprostaticurethra.
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Fig.2.MRIshowsalargemass(T)atthe

prostate.

内視鏡検査所見 ・膀胱 内には腫瘍性病変を 認めない

が,尿 道 より脱出する凝血塊が認め られた.精 丘左側

に小豆大 の乳頭状腫瘤を認め,そ の先端部に凝 血塊が

付着 し膀胱 内腔へ脱出 して弁的役割を果 た していた.

また,精 丘前方 に も米粒 大の乳 頭状 腫 瘤が認 め られ

た.

画像検査所見:lIVPで 腎尿管 は正常 だが,膀 胱頸

部 に充盈欠損 を認め,逆 行性 尿道膀胱造影 で前立腺部

尿道の右 方への偏 位が認 め られ た(Fig.1).精 嚢

造影お よび核磁気共鳴画像(Fig.2)で は前立 腺 の腫

大 および左精 嚢の拡張を認めた.まt"経 腹的超音波

走査法では一見 大きな前立腺腫瘍が膀胱 内に 突出 して

いるよ うに描出 されたが,経 直腸的超音波走査 法では

精嚢が腫瘤に よ り上前方に大 きく圧排 されて お り,正

常前立腺 も隣接の この腫瘤に よ り上方に圧迫 され 扁平

化 しているよ うに描出された(Fig.3).

手術所見:1989年7月11日,生 検を兼ね腰椎 麻酔下

に経尿道的切除術(以 下TURと 略す)を 施行 した.

精 丘左側 の腫瘤先端部に付着 していた凝血塊および腫

瘤の一部 を切除 レジ,腫瘤断端部 より内視鏡を尿道粘膜

下 深部 へ と進め検索 した ところ,腫 瘤断端部 と連続性

を もった乳 白色 の乳頭状突出が多数認 められた.内 視

鏡的には正常前立腺は認め られず,腫 瘤 との関連性は

不 明であ った.病 変部をで きるだけ切除 し手術を終了

した.切 除重量 は8gで あ った.

TUR施 行後8日 目よ り再 び肉眼的血尿お よび排尿

困難を認め,そ の後増悪傾向を示 した.内 視鏡検査施

行 した ところ,尿 道腔 内に突 出する大 きな腫瘤を認め

たため,同 年8月15日 前 立腺被膜下摘除術を施行 し

た,

手術所見:手 術はFreyer法 に て施行 した.腫 瘤摘

出時,通 常の前立腺肥大症 と異 な り,外 腺部 との境界

が不 明瞭であ ったが腫瘤の摘出は比較的容易で,摘 出

重量は31gで あ った.

病理所見;数 個に分割 され,一 部で正常な前立腺組

織を含む病変部が摘除され た.組 織学的には極性を よ

く保 った高 円柱上皮が密な乳頭状配列を示 し,間 質は

乏 し く,わ ずかな繊維組織 と毛細血管か らな っていた

(Fig・4A)・ これ らの上皮 には,酵 素 抗体間接法に よ

り前立腺特異抗原(以 下PSAと 略す)が 証明 され,

前立腺上皮 由来 と診断 された(Fig.4B).な お,初 回

にTURで 得 られ た組織 も病理組織学的に これ と同

じ所見であった.

経過1術 後,血 尿お よび排尿 困難等の症状は認め ら

れず,現 在外来にて経過観察中である.

考 察

前立腺過形成は泌尿器科領域における最 も一般 的な

疾患 の一つであ り,臨 床的には老齢疾患 と考え られて

いる.Moore'やSwyerz)の 報告に よれば,病 理組

織学 的には30歳 頃 よ り前立腺過形成が開始す ると考x
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Fig.4.Pathologicalfindings:(A)Themass

consistsofprostatichyperplasia.H.E.
stain,x400(B)Theepithelialcells
stainforprostatic-specificantigen
(PSA).PAPmethod,x400

れているが,本 症例の ごと く若年者 に発症 した例は非

常に まれ と思われ る.

自験例の場合,間 敏的肉眼的血 尿および排尿困難の

精査のため内視鏡検査を施行 した ところ,通 常の前立

腺肥大症の内視鏡所見 と異な り,精 丘 左側に小豆 大の

乳頭状腫瘤 と精丘前方に米粒 大の乳頭状腫瘤が認め ら

れ,当 初われわれは尿道ポ リープの診断の もとに生検

を兼ねTURを 施行 した.病 理 組織 学的には病変 内

の上皮細胞は,免 疫組織化学的方法に よ りPSA陽 性

であ り,前 立腺に本病 変の発生母地を求める ことが可

能 と考え られ,尿 道の異所性前立腺組織 と診 断 した.

異所性前立腺組織は とくに若年成人男性 における原

因不 明の血尿や血精液症 の原因疾患の1つ として重要

であ り,Randall3)(1913)が 腺房を有す る尿道 ポ リ

ープの存在を報告 したのが最初である.そ の後 同 じ様

な報告が散発的にみ られ てい るが,Nesbit')(iss2)

は酸性ホスフフターゼ染色に よ り前立腺上皮由来であ

ると提 唱 した.そ の後様 々な名称の もとに多数報告 さ

れ ているが,現 在 もなお統一的な用語 はな く,そ の発

生についても明確ではない.近 年では組織発生解明へ

の糸 口になるもの として,Walker5)ら(1983)が 初めて

免疫組織化学的方法に より,前 立腺性酸性 ホスファタ
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一ゼお よびPSA陽 性である とことを示 し,前 立 腺上

皮由来である と提 唱 した.こ の病変 の発生原因につい

ては,Nesbit4)が 最初に唱え た前立腺組織 の異所 性

発生説が最 も支持 されているが,こ の他に も前立腺腺

管 の尿道内脱出説6),metaplasia説7),prosoplasia

説5)な どがあ り,ホ ルモ ン刺激 との関連性を指摘する

報告8・9)もある.Chanら10)の 自験例17例 を加えた196

例の報告に よる と,尿 道(主 として精丘お よびその近

傍)発 生175例,膀 胱(主 として三角部)発 生17例,

尿管 口あるいは尿管間靭帯発生4例 であ り,発 生年齢

はそれぞれ13歳 か ら84歳(平 均37歳),20歳 か ら71歳

(平均54歳),18歳 か ら52歳(平 均28歳)で あ った.主

訴はいずれ も血 尿が最 も多 く,そ れ ぞれ79%,59%,

100%に み られている.下 部尿路 以外に発生 した もの

と しては,直 腸膀胱隔壁ll),陰 茎根部12),直 腸周 囲脂

肪13)が部位 として報告 されている。本病変は一般 に良

性疾患 と考え られていたが,悪 性例の報告14)もあるこ

とか ら,内 視 鏡的にその存 在が疑われた場 合,確 定診

断を兼ねた積極的 な生検が必要 と思われる.最 近 では

組織発生や悪性化 などの点で,Nesbit")やButterick

ら8)が 当初報告 した内容 と異なった報告が多数知 られ

る ようにな り,本 疾患を単一な病変 ではな く,い くつ

かの病変か らなる ものとす る意見 もある15).

本症例の場合,TUR後 に尿道 の異所性前立腺組織

と診 断 したが,種 々の画像診断 よ り正常 と思われ る前

立腺 および精嚢が腫瘤に よ り膀胱頸部へ圧排 され たよ

うに描 出されていたことや,病 理組織学的に密 な乳頭

状増殖像がみ られ たことか ら,前 立腺頂部付近 の前立

腺被膜外に,す なわ ち異所性に発生 した前立腺組織の

過形成病変 として考 えられた.し か しなが ら腫瘤が非

常に大 きい割には排尿困難な どの臨床症状の発現が遅

いこと,射 精障害がない こと,さ らにTUR1ヵ 月

後に行 った前立腺被膜下摘除術施行時に腫瘤を比較的

容易に摘出で きた ことな どか ら,前 立腺頂部付近の前

立腺被膜内か らの発生 とみる方が よ り自然であると考

えた.

以上 よ り自験例は28歳 の若年者に発生 した前立腺過

形成病変 と考 えられ,そ の一部が尿道ポ リープ状に尿

道腔内に突 出 したため,血 尿や排尿障害な どの臨床症

状を呈 して きた と推測 さ れる.わ れ われが 渉猟 しう

る限 りでは,若 年性前 立腺過 形成に 関す る報 告 は6

例16-21)であ り,自 験例は7例 目にあた る(Tablel).

これ らの報告の中で,PoweU17)に よって報告 された

17歳の症例 は停留精巣に対す るホルモン療 法後 に発症

した ものであ り,そ の影響が大きい と考え られ る,自

験例においては外性器の異常や ホルモ ンの異常 は全 く
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Table1. Reviewofreportedcaseofprostatichyperplasiain

ayoungmale.

報 告 者 年齢 症 状 治 療

1,Tillish(1938)16129排 尿 困 難

2.Powell(1939)17117排 尿 困 難

3.深 見 ら(1973)18'39尿 閉,会 陰 部 鈍蒲

4.Sumiya(19田)19)20排 尿 困難,残 尿感

5.橿 井(1988)20}

6.藤 田(欄8)川

7.自 尉 列(1田9)

40排 尿困難,頻 尿

27排 尿困難,頻 尿

28排 尿困難,間 歌的肉眼的血尿

経尿道 的切除術

(切除重量49)

保存的療法

恥骨上式前立腺摘除術

(摘出重量150g)

恥骨上式前立腺摘除術

(摘出量澱鎚旧9)

膀胱前立腺全摘兼尿管

S状 結腸吻合術

経尿道的切除術

(切除重量39)

恥骨上式前立腺摘除術

(摘出且量31g)

認め られず,本 病変の発生原因は不明である.

今後,定 期的に超 音波検 査や内視鏡 検査 等を施行

し,長 期経過観察 してい く予定である.

結 語

間欺的 肉眼的血尿 お よび排尿困難 を主訴 とした28歳

の若年者に発生 した前立腺過形成 の1例 を報告 し,若

干の文献的考察を加 えた,

本論文の要旨は第466回 日本泌尿器科学会東京地方会にて

発表した,
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