
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

前立腺肉腫の2例

進藤, 和彦; 斉藤, 泰

進藤, 和彦 ...[et al]. 前立腺肉腫の2例. 泌尿器科紀要 1968, 14(7): 411-418

1968-07

http://hdl.handle.net/2433/119890



411

「泌尿紀要ユ4巻7号〕

し1968年7月」

前 立 腺 肉 腫 の 2 例

長崎大学医学部泌尿器科学教室（主任：近藤 厚教授）

      進  藤  和  彦

      斉  藤     泰

PROSTATIC SARCOMA， A REPORT OF TWO CASES

Kazuhiko SHIND6 and Ytユtaka SAITO

From the Department of Uroiogy， ．IVagasafei University School of Medicine

        （C／zairman：Prof． A． Kondo＋， M． D．）

  Sarcoma of the prostate is uncomrnon． Since it was且rst described by Mogi inユ911， there

have been 77 cases reported in Japan．

  Two cases of the prostatic sarcomas were presented． One was found in a 58 years old male

and the other 28 years old． Both of them complained of dysuria． Histological examination revealed

myogenic sarcomas of the prostate．

  Discussion was made on 19cases of sarcoma of the prostate coi．lected from domestic litera－

tures since ／961．

緒 言

 前立腺肉腫はまれな疾患である．1839年

LondonのStaffordが5才男子の世界第1例
目を報告して以来欧米文献上250例以上が報告

されている．本邦においては1911年茂木の38才

男子の第1例の報告以後／950年に岩崎20）が35例

を集めて一覧表にしており，その後1961年に大

越ら19）が岩崎以後の25例を追加して報告してい

る．われわれは58才と28才の前立腺筋肉腫の2

例を経験したので報告するとともに，大越らの

報告以後われわれの2例を含め19例を集めて大

越らの表に追加を行なった．

症

症例1；N．K．，58才 男子

初診＝1964年6月15日

主訴．＝尿線の狭小化

例

 家族歴：父61才のとぎ脳濫血で死亡，母78才のとき

老衰で死亡，同胞5人で兄70才時脳溢血で死亡，姉2

人高血圧，子供6人ともに健在．

 既往歴：13才のとき左大腿骨の骨髄炎．37才のとき

左腎結石の自然排出あり．

 現病歴：1964年3月中旬より何ら誘因と思われるも

のなく尿線が細くなり，遷延性排尿および再延性排尿

になった．頻尿，残尿感，排尿痛には気がつかない．

1964年6月6日午前4時ごろ尿意があり，約100ccの

排尿があったが，その後尿閉になり導尿を受け約500

ccの排尿を見た．その後も目線は細く排尿困難は続い

た．6月12日ふたたび尿閉が起こり導尿を受け，6月

15日当科外来lc紹介された．当時排尿回数1日10回，

排便1日1回，外来で諸検査を受け前立腺肥大症の疑

いで6月24日入院．

 現症：体格中等度．栄養良好．脈搏80，整，緊張良

好，血圧110／70mmHg，眼結膜に貧血，黄疸なし．

頸部および腋窩リンパ節の腫脹なし．胸部は打聴診上

異常なし，腹部平坦柔軟で肝脾は触知せず，両側腎下

極を触知する．両側鼠径リンパ節大豆大のもの2～3

個触知する。陰茎・陰嚢内容異常なし．前立腺左葉は

腫大し，表面平滑，硬度正常，境界明瞭で上極に軽度

の圧痛がある．左眼大きさ硬度ほぼ正常．

 各種検査成績

 血液所見：赤血球数462×104，血色素量12．89／d1，

Ht 37％，白血球数7，500，白血球首分率：分葉核57％，

桿状核2％，好酸球4％，単球10％，リンパ球27％．

 肝機能検査：BSP 3．O％
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 血液化学：Na 139 mEq／i， C1101．8mEq／1， K：4．6

mEq／1，クレアチニンユ．Omg％， BUN 17mg％．総蛋

白7．89％．

 酸性フォスファターゼ（酸P－ase）1．OBod．単位．

 血清梅毒反応：陰性．

 尿所見：淡黄色，混濁なし，酸性，蛋白（一），糖

（一），ウPtビリノーゲン正常，赤血球5～6／視野，白

血球1／数視野，上皮（一），円柱（一），塩類（一），桿菌

（＋），尿一般細菌培養陰性．

 PSP試験：15分30％，30分22％，60分18％，120分

1ユ％，総計8ユ％．

 膀胱鏡検査所見：膀胱鏡挿入時相当の抵抗あり．膀

胱容量10Qcc．膀胱粘膜は正常であるが，後壁および

三角後下に肉柱形成をみる，前立腺上葉の腫大により

左尿管口部および左頸部は膨隆している．両側尿管口

の運動正常．青排泄は右4分，左3分25秒で初発があ

り，両側とも5分30秒で濃染．

 レ線検査：尿道膀胱造影で後部尿道の延長および膀

胱頸部に前立腺の圧迫による陰影欠損が見られる

（Fig．1）．排泄性腎孟造影で両側腎機能正常，腎孟腎

杯の形態正常．30分での膀胱造影で膀胱底部の陰影欠

損が見られる．

 治療および経過

 前立腺肥大症の診断で1964年7月7目全身麻酔

（GOF）のもとに前立腺摘除術を施行するに前立腺部

よりドロドロした組織片が出てきたので，それを組織

検査に出したのみで手術を終った．病理組織検査で前

立腺筋肉腫の診断を受けたので7月28日膀胱前立腺全

摘除術，人工肛門造設術，尿管S字状腸吻合術を施行

した．術後経過不良にて術後3日目に死亡した．症状

が現われてからの全経過は4ヵ月半であった．

 組織学的所見

 好中球，好酸球，リンパ球の浸潤を伴いつつ，硝子

化した問質結合織とともに種々の方向に束状にあるい

は渦巻状にうねりながら錯綜する紡錘形細胞の増殖が

みられる．それらの細胞は細長いあるいは楕円形の核

をもち，また細長く伸びる筋線維をもち核の異型性お

よび核分裂像に富む．また奇異な単核また多核巨細胞

も混在する．それらは所どころで出血，壊死あるいは

粘液変性をおこし，骨細胞も散見される。残存してい

る前立腺は，萎縮性ないし所によっては増殖性であ

る．これらの所見より，筋原性肉腫，なかんずく，平

滑筋肉腫が形態学上考えられる，なお，検索し得た限

りでは筋線維に横紋は見いだし得なかった （Fig．2，

3）．

 症例2；M，K．，28才 男予

 初診：1966年9月5日

 主訴：会陰部の不快感および残尿感

 家族歴二特記すべきことなし

 既往歴：23才のとき左下腹部を打撲し骨盤骨にヒビ

が入り25日間入院治療を受けた．26才の時副鼻腔炎の

手術を受けた．

 現病歴：約2年前よりときどき残尿感，排尿終末時

尿滴下症状があったが放置していた．1966年8月中旬

より会陰部の不快感，残尿感，排尿終末時の滴下状排

象症状が増悪し，また肛門刺激症状があり，しばしば

便意をもよおすようになった．排尿回数1日3～4

回，排便1日1回．9月5日当科外来に紹介され，慢

性前立腺炎および前立腺嚢腫の疑いで入院した．

 現症：体格中等度，栄養良．脈搏75，整，緊張良

好．血圧124／60mmHg．眼結膜に貧血，黄疸なし．

頸部リンパ節の腫脹なし．胸部は打聴診上異常なし．

腹部は平坦柔軟で肝，脾，両側腎を触知せず．両側鼠

径リンパ節大豆大のもの4～5個触知する．陰茎・陰

嚢内容異常なし．前立腺右葉は超クルミ大に腫大し，

，表面平滑，弾性軟で波動を触知し，境界明瞭，左葉は

やや腫大し，表面平滑，硬度正常，境界明瞭で圧痛な

し．前立腺門葉の嚢腫を疑って，会陰部より前立腺下

葉の穿刺にて約5ccの粘稠血性液を吸出するにクルミ

大に腫大していた右葉は縮少した．続いて76％ウログ

ラフィソ4cc注入してレントゲン写真をとると，前立

腺右学部に一致して超クルミ大の陰影がある．しか

し，ユ日後にはふたたび前の大きさになった．

 各種検査成績

 血液所見：赤血球数442×104，血色素：量14．99／d1，

Ht 34．5％，白血球数7800，白血球百分率は分葉核32

％，好酸球8％，好塩基球1％，単球3％，リンパ球

56％．

 肝機能検査：黄疸指数5．3，TTT O．4，クソケル

3．3，総コレステP一ルユ64mg％，アルカリP－ase O

～3 Bod．単位， 酸P－ase O，6 Bod．一単位． GOT 24

SF単位， GPT 25 SF単位．

 血液化学：Na 140．OmEq／1， K 3．8mEq／1， C1105．9

mEq／1， P 3．lmg％， BUN l3mg％，クレアチニン1．4

1ng％， 潅悉蛋白 7．3g／d1．

 血清梅毒反応：陰性

 尿所見；淡黄色，混濁なし，酸性，蛋白（一），糖

（一），赤血球（一），白血球（一），上皮（一），円柱（一），

塩類（一），細菌（一），結核菌鏡検および培養陰性．

 PSP試験：ユ5分27％，30分19％，60分10％，120分

4％，竜惹言十60％．

 フィシュバーグ濃縮試験：1035，1033，1032．
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 アイソトープ・レノグラム：両側腎機能良好．

 膀胱鏡検査所見：膀胱粘膜全体に軽度の発赤があ

り，膀胱三角部から膀胱頸部の4時から8時にかけて

前立腺で圧排されたようにび慢性に膨隆している．両

側尿管口は対称性で運動も正常である．青排泄は，右

5分45秒，左4分10秒で初発があり，両側ともに6分

40秒で濃染した．

 レ線検査：IVPで両側腎機能正常． 尿道膀胱造影

で後部尿道の延長および膀胱頸部に前立腺の腫大によ

る陰影欠損がある（Fig。4）．精嚢腺造影にて右精嚢腺

は造影されているが，上方に偏位し，左精嚢腺内には

造影剤の注入が見られず，精管の走行が外上方に偏位

し，また造影剤の左射精管よりの排泄も見られない
（Fig， 5）．

 治療および経過

 前立腺嚢腫および前立腺膿瘍の診断で1966年10月6

日全身麻酔（GOF）のもとに手術を行なった。

 手術所見：下腹部正中切開で恥骨後脚に前立腺に達

した．前立腺は弓手拳大に腫大し，硬度は弾性軟であ

った．悪性腫瘍を疑い術中組織検査の目的で腫大した

前立腺表面の組織を一部取り凍結標本にて組織検査を

行なったところ，炎症性変化のみで悪性所見はないと

の返事を受け取ったので，前立腺を精嚢腺・精管とと

もに全摘出した．腸骨リンパ節の腫脹は見られなかっ

た．

 摘出標本は12×8×5cm，2509で，比較的厚い被膜

で覆われており，割面は淡黄灰白色で魚のスリミ様硬

度でゾンデを挿入すると抵抗なくズブズブとはいり込

み，一見して悪性腫瘍を思わせる標本であった（Fig．
6）．

 病理組織検査で前立腺筋肉腫の診断を受けたので，

前立腺摘出部に1回25GrのCOGe照射を16回（総計

4，000r）行なった．術後1カ月半後の全身骨および胸

部のレントゲン撮影では転移を思わせる所見はなかっ

た．術後，膀胱周囲直腸痩，膀胱皮膚痩ができ，皮膚

縷，直腸痩より糞尿が混じており骨盤腔内感染が強ま

ったので，1966年12月27日，複流式人工肛門造設術を

施行した．1967年1月より下腹部正中線の手術搬下部

に腫瘍の転移を思わせる腫瘤が出現したので，その腫

瘍に再度1回250rのCo60照射を7回（総量1，750r）

施行した．同時に1月初旬より衰弱，貧血，鼓腸，腹

水が出現し，次第に悪液質状態になり，腹水，鼓腸が

強度になって1967年日月30日死亡した．

 組織学的所見

 紡錘形細胞が束状ないし渦巻状にうねりながら増殖

し，また好中球，好酸球，リンパ三等をまじえた間質
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の中にも胞巣状またはび慢性に認められる．それらの

細胞の核は，細長いもの，比較的大型の楕円形で明る

く数個の核小体を有するもの，小型の円形のもの等種

々の形を示し，異型性および核分裂像に富む，胞体も

細長い筋線維をもつものと，胞体不明瞭で核だけが目

立つものがみられる．それらは壊死巣をまじえ，また

多くの場所で浮腫状，粘液変性状である．筋線維に横

紋は検出し得なかった．これらの所見は，筋原性肉腫

を思わせるものの平滑筋肉腫であるか，横紋筋肉腫で

あるか断定し難い（Fig．7，8）．剖検時，肺・肝・肋

膜・両側尿管・腹壁・骨盤内組織に転移が見られた．

考 按

 前立腺肉腫はまれな疾患であり，本邦では19

ユ1年茂木の骨形成を伴う血管肉腫が最初の報告

例である．1950年岩崎20）は自験例1例とともに

本邦文献35例を集めて報告しており，その後19

61年大越ら19）が岩崎以後の本邦文献25例を自験

例1例とともに報告している．われわれは，大

越らの報告以後の本邦文献17例と自験例2例を

加えて19例を集め大越らの表に続けることがで

きるようにまとめてみた（Table 1）．したがっ

て自験例は本邦78，79例目である．

 前立腺肉腫の発生頻度は，Melicowら
（1943）によれば前立腺悪性腫瘍364例中肉腫は

3例で0．82％，またLongley26＞（1955）によ

るMayo Clinicの1940～1950の統計によれ

ば前立腺悪性腫瘍1，500例中肉腫は5例0，3％で

あった．その他多くの報告でも前立腺肉腫の発

生頻度は前立腺悪性腫瘍中0，1～0．8％程度で

ある．

 発生年令については，Bettoniの46例，本邦

池中発生年令の明らかなもの72例の報告で50才

以下が全体の75％を占めており，前立腺肉腫は

前立腺肥大症の発生する年令以前に多く見られ

る23＞．発生年令における外国例と本邦例の相違

についてみると，Bettoni， Melicow らの外国

例では10才以下の幼児が30％以上を占めてお

り，20才代が10％以下であり，また50才以上が

ユ7％であるのに対して本邦例では10才以下は13

．9％と外国株の約半数である．それに対して20

才代は16．7％と外国例の2倍近くであり，また

50才以上は25．0％と外国例より10％近く多くな
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Table 1本邦症例（61例目から79回目まで）

N・匪表剖骸年
61

62

野中
小口

，）1

1961

林
杉山

，，1

i 1963

年令

63

64

65

66

41

47

道中
児玉
土肥

3）

1編
斉藤

4）l

I 1964

嶋田
松坂

5）

1964

55

高柳 6）

63

1964 1 71

生存期間

8ヵ月

大きさ殿瞳類転移，その他主訴

67

68

69

約3倍 騨鶴爵堰

超鶏卵大 信麟爵滑藍

術後13日目
死亡

11．0）〈4．5＞く、．。，m」弾騰横紋筋

！oog
肉 腫

術後5カ月目
再発

井川，和田，7）

田宮，安達

児玉，和田，8）

安達

5年10カ月後
レ線痩孔癌
にて死亡

術後100日目
死亡

1965

1965

柏木

L
9） P 196s

19音難6胡

23

33

発病後8ヵ月
目生存

初診後3ヵ月
目死亡

超鶏卵大
 gog

右葉：5。8＞〈5．7

   ×2．3cm
左葉：不明

難蠣薩
弾骨片蜘膣

手兵大
     1弾性軟
！60 g

超鶏卵大 弾性軟

単 純
肉 腫

横紋筋
肉 腫

横紋筋
肉 腫

1横紋筋

1肉腫

腹壁転移

剖検時
転移なし

・・陰言 10）

1965 57 1年6カ月後
生存

術後5ヵ月目
小児頭大の
腫瘤の再発

71 察，三宅，11）       1965
内山

72細，池田， 12・

 1疋田・本間
1966

73

74

75

76

77

78

大北，松村， 13・14）1
       1967
田中，高田

松村，

田中

13）

1967

松田福田，15・16・「

       1967
斉藤，福原

松田，福田，15・17）

黒田
1967

松田，

福田

15）

1967

著者 1967

死亡時
肺，縦隔洞に
転移あり

69

36

11

上辺部不鮮明な
巨大腫瘤

発病後8ヵ月
他臓器に転移
なし

周囲組織への
浸潤強度

弾性i円形細胞i

やや硬肉  畷

轡昌舌3カ「記臆i

強度膨隆 騨性硬

黎離1朋目1
死亡     1

鶏卵大球状
1六六

平滑筋
肉 腫

横紋筋
肉 描

写絞筋
肉 腫

  初診後163日目1左下腹部より中央
13 発病後7カ月目1にかけ超手拳大，
 1死亡     剖検時腫瘍塊2kg

33

38

64

58

約3カ月後
死亡

入院後9カ月
術後6ヵ月目
死亡

術後1年
腫瘍再発

発病後4カ月半
術後3日目
死亡

難硬檎璽

平滑筋
肉 腫

平滑筋
肉 腫

平滑筋
肉 腫

弾性一筋肉腫
   1

軟移不明

肺転移

肺転移

剖検時，

肺，肝転移

剖検時，

肺，肝転移

排尿困難
排尿痛

排尿困難
頻尿
排便障害

尿閉

尿閉

排尿困難

排尿困難

79 著者 1967

（1カ月来の）
慢性尿閉

尿閉，排尿困
難，尿線細小

排尿困難
便秘

排尿困難

28
発病後5カ月半
術後4カ月目
死亡

／2×8×5CM
 2sog 弾性軟 筋肉腫

排尿困難

急性尿閉

完全尿閉
排便困難

完全尿閉
排便困難

 排尿困難
会陰部不快感
 血尿
排尿困難
尿閉
血尿

排尿困難
（1年来）

排尿困難
二線細小

剖検時，肺，肋

膜，肝，両側 排尿困難
尿管，骨盤一会陰部不快感
内，腹壁転移

っている．われわれの症例も58才，28才と本邦

においては比較的多く見られる年令に発生して

いる （Table 2）．

 初発症状は膀胱頸部の通過障害による症状で

排尿困難，頻尿，残尿感であり，特に幼少児で

は急性尿閉が初発症状であることが少なくな

い．また直腸方向に浸潤して排便障害を起こし

てくる．われわれが集めた19例でもすべて排尿
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Table 2発病年令

年 令

0～／0才

ll～20才

21～30才

31～40才

41～50才

51才以上

Betton1 本邦例 Mellcow
（46｛ilJ） ［ （72gif） 1 et a1

34．0％

8．5／ee／

9． 5％

1ア．0％

14．0％

1ア。O％

／3．9％

9．7％

16．7％

20．8％

13．9％

25．0％

30」uOe／

困難または尿閉を主訴としている．

 診断については，直腸内触診で表面平滑で圧

痛なく柔軟でゴム風船あるいはゴムまりのごと

き感触のある腫瘍を触知するのが特徴的であ

る24｝．この所見よりしばしば前立腺膿瘍と鑑別

することが困難で27），われわれの症例2も術前

には前立腺膿瘍と鑑別が困難であった．レント

ゲン検査では，尿道膀胱造影で後部尿道の延長

および走行異常ならびに膀胱の偏位，輪郭の変

化が主要所見である．われわれの2症例ともに

後部尿道の延長と膀胱頸部に圧迫による陰影欠

損像が見られた．膀胱鏡で前立腺肉腫の膀胱内

膨隆が見られることもある．一一般に前立腺癌に

見られる酸P－aseの増加はなく，われわれの2

症例でもいずれも正常範囲であった．

 発育は非常に速やかで若年者ほど著しく，早

期に局所的侵襲拡大が起こり，膀胱，尿道，精

嚢腺，直腸に浸潤し，特に膀胱への浸潤が多く

見られる．所属リンパ腺浸潤はきわめて高率で

Lowsleyによれば76％以上である．遠隔転移も

早期に発生し，本邦症例中転移臓器の記載が明

確なもの35例で，肺68．6％，肝40．0％，骨11。4

％，肋膜25．7％に転移が見られた．またSmith

and Torgenson28｝によれば肺転移33．3％，肝

転移23％，骨転移33 ． 3％o，肋膜転移11．7％と報

Table 3 転 移

像は，前立腺癌のosteoblasticな像と異なり，

osteoclasticなレントゲン像である（Table 3）．

 治療：多くの者は，前立腺肉腫の根治手術は

患者の死期を早めると非難しており，Me／icow

ら29臆手術は排尿障害の軽快のためのみ用いる

べきであるといっている．しかし，Smithに前

立腺，精嚢腺の全摘除術と放射線療法によって

2年6ヵ月生存した例を報告しており，早期に

肉腫が前立腺被膜内に限局し，かつ転移のない

時期に前立腺摘除術を施行すべぎであると思わ

れる．また放射線感受性が比較的高いので術後

Co60照射の併用を行なうのが現在では最良の

方法である．前立腺癌に効果のあるホルモン療

法は肉腫の場合は無効である．

 予後は不良で，Bettoniは発病から死亡ま

での期間を Table 4のように10才以下

Table 4発病より死亡までの期間

発病年令 Bettoni 本手「；イ列 （52て 9）

10才以下

工1～20才

21～40才

4工才以上

3カ月

5カ月

5．3カ月

13カ月

4．6カ月

5．8カ月

5．5ヵ月

7．5カ月

転移継鑑齢，齢■本糊（35例）

 肺

 肝

 二
二  膜

33．3％

23．0％

33．0％

11．7％

68．6％

40．0％

11．4％

25．7％

回している．本邦例は，外国例に比し肺転移が

非常に高率に見られる．前立腺肉腫の骨転移の

3ヵ月，10才代5ヵ月，20才および30才代

5．3ヵ月，40才以上13ヵ月と報告している．

Counseller＆Bedardによれば平均9ヵ月，

Reazenは11ヵ月半といずれも1年以内の数字

を挙げている3e）．本邦症例中生存期問の明らか

なもの52例について見ると， ／0才以下は4．6カ

月，1ユ～20才は5．8ヵ月，21～40才は5．5カ月と

Bettoniの報告とほぼ同じであるが4／才以上で

は本邦例は7．5カ月と生存期問が外国例の約半

分である（Table 4）．しかし，最近では放射線

療法の進歩によって比較的長く生存した症例が

報告されている24・25）．Smithは前立腺膀胱全摘

と放射線療法のあと2年6ヵ月，Jeraldは3年

6カ月それぞれ生存した症例を報告している．

本邦においても嶋田ら1ωは57才の円形細胞肉腫

にCo60遠隔照射を計3，000γ照射し軽快退院

し，i年半後も元気な症例を報告している．ま

た嶋田ら5｝の63才男子の紡錘細胞肉腫の例は，

前立腺摘除を試みるも癒着，出血が強く前立腺
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Table 5組織学的分類による発生頻度

1監｛膿193、）東・楢原（195・）1 大越（1960） 著者（196ア）

円形細胞肉腫
紡錘形細胞肉腫
円形紡錘形細胞肉腫

多形細胞肉腫
粘  液  肉  腫

横 紋 筋 肉 腫

平 滑 筋 肉 腫

筋

血

軟

リ

線

黄

叩

肉

管  肉

骨  肉

ン パ 肉

維  肉

色  肉

網  肉

腫

腫

腫

腫

腫

腫

腫

40

23

2

4

10

9

13

2

5

2

9

8

0

1

9

12

2

5

0

1

！

0

1

0

0

0

王

o

9

17

5

5

0

4

5

1

1

0

0

3

1

2

工0

／8

5

5

0

11

1／

3

o

o

4

1

2

計 133 32 54 72

肉 腫 7 5 5 6

総 計 140 37 59 78

二葉のみしか摘除できずその後レ線深部照射，

ナイトPミソ投与，ラジウム照射等にて術後5

年10ヵ月生存し，放射線によるレ線痩胃癌（扁

幸上皮癌）で死亡した1例である．

 前立腺肉腫は，その発生母地組織の相違によ

りいろいろの種類があり，それを分類する人に

より種々の分類法が発表されている．そのうち

Stevens．＆Barringer（1940）の分類法は簡潔

で一般的である．また，Melicowらの分類も

よく用いられている．各種肉腫の症例数を表に

するとTable 5のようになり，一般に線維性

組織に発生したものが多く，筋肉腫は比較的少

ない．われわれが集めた1961年以後の19例では

筋原性肉腫が15例（平滑筋肉腫6例，横紋筋肉

腫7例，平滑筋か横紋筋肉腫か区別がつかなか

ったもの2例）とその割合が増加してぎてい

る．われわれの2例の症例でもホルマリン固定

後の標本で横紋筋染色を試みるも横紋は発見で

ぎず，また典型的な平滑筋肉腫とも診断ができ

かねたので前立腺筋肉腫と診断した．

結 語

！，58才および28才の前立腺筋肉腫の2症例

について報告した。

 2．前立腺肉腫の大越ら（1961）の報告以後

の本邦文献ユ7例にわれわれの2例を追加してそ

の文献的考察を行なった．

 稿を終るに当り，病理組織学的所見について御指導

を賜わった第1病理学教室土山秀夫助教援ならびに御

校閲下さった泌尿器科学教室深町弘光助教擾に深謝す

る．
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Fig．2 症例 1，前立腺組織（弱拡大）
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  Fig．3 症例 1．前立腺組織（強拡大）
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Fig．4 症例2．尿道膀胱造影

Fig．6 症例2．摘出標本（割面）

Fig．7 症例 2．前立腺組織（弱拡大）

Fig．8 症例2．前立腺組織（強拡大）

Fig．5症例 2．精嚢腺造影




