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前立腺原発移行上皮癌の1例
大阪警察病院泌尿器科（主任：矢野久雄部長）
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PRIMARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA
OF THE PROSTATE： REPORT OF A CASE
Tomomi KisHiMoTo， Shigeru NAKAMoRi，
Shunsuke IKEJi and Hisao YANo
From the Department of Urologrv， Osaka Police ffosPital

（Chief

ff． Yanoノ
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A 73−year−old man was admitted to our hospital in 1977 with chief complaint of asymptomatic
gross hematuria． Although rectal examination was almost negative， tumor was found at the prostatic
urethra by endoscopy． Diagnosis of primary transitional cell carcinoma of the prostate was established

by transurethral biopsy which revealed transitional cell carcinoma． Total prostatectomy was per−
formed． The histological diagnosis was mixed type of transitinal cell carcinoma and adenocarcinoma．
This patient is living well for 10 months since operation．

The literatures were reviewed and clinical differentiation between transitional cell carcinoma
and adenocarcinoma of the prostate was briefly discussed．

前立腺に原発する移行上皮癌は従来きわめて稀であ

初診：1977年5月11日．

るとされてきたが，1963年EndeらDがprostatic duct

主訴：肉眼的血尿．

から移行上皮癌が発生することを指摘して以来，欧米

家族歴：特記すべきことなし．

では多数の報告例が発表され，1976年のGreeneら3）

既往歴：特記すべきことなし．

の集計では114例となっている．しかし本邦報告例は
1970年森らの2例の報告6）に次いで，平野ら4）（1976）

および酒本ら9）（1976）の報告があるが，自験例を含

めて5例にすぎない．また普通の腺癌と比較して，そ
の臨床像が異なる点で最近注目きれ，多くの研究者に
よって独立した疾患単位として認められている．われ

われも前立腺原発移行上皮癌の1例を経験したので報
告する．

現病歴：約1週聞前より尿の混濁に気付いていた．

5月11日朝，突然トマトジュース様の血尿があり当科
受診排尿痛，排尿困難はなかった．排尿回数は昼11
〜13回，夜1〜2回であった．
入院：1977年6月1日．
現症：体格は中等度で栄養は良好脈拍は整で緊張
は良好であった．胸部および腹部に理学的異常所見を
みとめない．鼠径部リンパ節腫脹を認めない．直腸診

症
症例：73歳，男子．

例

にて，前立腺は軽度腫大，右回の一部に硬結を触れ
る．左葉は弾性硬であった．
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検査所見：血圧130／60 mmHg・脈拍72／min．整．

のう腺を一塊として摘除した．膀胱と尿道の断端は
Chute法により接着せしめた．前立腺周囲には癒着な

体温36．0。C

血液像：赤血球482×104／mm3，ヘモグロビン16．lg／

dl，ヘマトクリット48％，臼血球5，600／mm3，白血球

分類は正常

どの異常は認められなかった．

摘除標本の割面では，尿道粘膜に異常なく，前立腺
頂部に黄褐色に変色した割面の不整な部分が認められ

血液化学：BUN l 7．6 mg／d1，クレアチニン0・98mg／
dl， Na 136 mEqfl， Cl 103 mEqfl， K 3．8 mEq／l， Ca

tこ （Fig．3）．

病理組織学的所見：前立腺の大部分は肥大症の所見

4．52mEq／1， P 3．511ng／d1，血清総蛋臼7・lmg／dl，ア

であり，一部に移行上皮癌の部分（Fig．4）と腺癌の

ルブミン3．8mg／dl，グロブリン3．3 mg／dl， AIG 1・2，

部分（Fig・5）とが見られた．

TTT 3．3 u， ZTT 6．8 u， GOT 13．7 u， GPT 17．2 u，

術後経過はほぼ良好であり，術後26日目に留置カテ

アルカリフォスファターゼ5．OKAU，γ一GTP l5．Ou，

ーテルを抜去した．その後強迫尿失禁が続いたが，こ

LDH 1 74．8 u， LAP 51．2 u，酸フォスファターゼ3．4

れは術後約3ヵ月目より消失して排尿状態は良好とな

KAU，前立腺性酸フォスファターゼ0・7 KAU・

り，排尿回数は昼5回，夜3回である．術後10ヵ月目

尿所見：淡黄色，軽度混濁，酸性．蛋白（±），糖

の現在健康に生活している．

（一），沈査では赤血球25〜30／hpf・白血球2〜4／hpf・

考

小円形上皮（＋）．

尿細菌培養：細菌の発育を認めず．
検便：潜血を認めず，

尿細胞診：パパニコロウV度，移行上皮癌（high
grade）が疑われた．

察

前立腺に移行上皮癌が発見きれても，それが膀胱ま
たは尿道の移行上皮癌に続発した可能性が高いが，
Endeら1）は直腸診で前立腺癌と診断きれ生検により
移行上皮癌を認め，内視鏡的所見からも前立腺由来と

膀胱鏡所見：膀胱内に異常を認めない．

思われる症例7例を報告してprostatic ductから発生

尿道鏡所見：膀胱頸部右側に腫大した前立腺の突出

する前立腺移行上皮癌があることを指摘した．つづ

を認める．表面は不整である．精阜近くに前立腺左葉

いてUllmann and Ross（196911））は1年半の間に

の不規則な軽度突出を認める．その表面はGreeneら

periurethral grandのductに異常な移行上皮の増殖

3）の

shaggy

という表現に一致する所見である．そ

の他の尿道粘膜は正常である．

X線検査所見：胸部およびKUB， IVPはいずれも
異常を認めない．尿道造影像で前立腺部尿道に軽度

閥い
・か、

灘

の不整を認めるが，前立腺の腫大した所見はない．
（Fig． 1）．

以上の所見により前立腺腫瘍の診断で1977年6月6
日経尿道的生検をおこなった．膀胱内に突出した前立
腺二葉および精阜に近い前立腺言葉の一部を切除した．

その組織像はいずれもgrade IIIの移行上皮癌であっ
た （Fig．2），

手術所見：以上により，前立腺原発移行上皮癌と診
断し，膀胱前立腺摘除術を予定したが，患者の強い希
望があり，やむなく膀胱を保存することにした．1977

年7月1口前立腺精のう腺全摘除術をおこなった．
NLA挿管麻酔のもとに下腹部正中切開をおき腹膜外
的に膀胱前面に達した．膀胱前壁頸部に近く横切開を
おき膀胱を開く．膀胱内を観察するに膀胱粘膜および
両側尿管口は正常で，膀胱頸部近くの前立腺部尿道右
側に小豆大の腫瘍を認めた．そこで膀胱前壁の横切開
を延長し，膀胱頸部に接近して膀胱と前立腺とを離断

した．次いで前立腺頂部で尿道を切断し，前立腺精

Fig．1．尿道レ線像．前立腺部尿道に軽度の不整な
部分が認められるが，ほとんど正常である．
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Fig．2．経尿道陶生II麗聚本の組織像．軽度の異型性を示す腫瘍細1泡がシ

ート状に増殖するgrade皿の移行上皮癌である．
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Fig・3．摘除標本の割面．前立腺頂部に変色した割面の不整な部分
が認められる。

（H＆E． reduced froin × 100）．
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FitS・4・前立腺頂部に増殖する移行上皮癌．組織学的にFig．2．と同一
所見．図下端に前立腺石をみる．（H＆E．reduced from×100）．

Fig・5。 FitS．4・の部分の外方にみられた腺癌．（H＆E． reduced from
× 100）．
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を認めた症例9例を発見し，そのうち2例に著明な細
胞異型を認め，また他の2例にcarcinoma in situカゴ

血清酸フォスファターゼ値の上昇をみるものは滅多

になく，腺癌合併例のごく一部にみられるのみであ

認められたと述べ，前立腺原発移行上皮癌の発生母地

る．前立腺性酸フォスファターゼ値が上昇した例は未

に関するEndeらの考えを支持する発表をおこなった．

だ経験されていない．この点でも普通の腺癌と相違し

さらにKarpas and Moumgis（1969）は400例の男子

ている．

剖検例から前立腺の連続切片を検索し，4例にperi−
urethral ductの上皮増殖を発見し，他の1例では完全

内視鏡的所見は原発性移行上皮癌に特有のものがな

いが，Greeneらの症例で

shaggy

という表現が最

に前立腺組織内にあるgradc Iの移行上皮癌を認め

も多く用いられている．自験例の精阜附近の前立腺に

ており，prostatic ductのreserve cellが前立腺移行

みられた所見も

上皮癌の発生母地であるという考えを述べている，ま

った．

shaggy

と記載きれるべき変化であ

た最近Shellhammcrら10）（1977）は350例の男子膀

診断には病理組織学的所見がきめてとなるが，この

胱全摘除術標本の中から前立腺内に移行上皮癌を認め

腫瘍が尿道周囲より発生するため，経尿道的生検が最

t 38例をえらび，これらの病理組織学的検索の結果，

も有力で経直腸的または経会陰式生検では見逃される

前立腺の移行上皮癌は尿路上皮の多中心性悪性化傾向

ことが多い．

にもとづいて発生する可能性があると述べている・

組織学的悪性度はBroderの分類でgrade IIIが

前立腺原発移行上皮癌の前立腺癌全体に対する頻度

最も多く，一般に本腫瘍は急速に進展し，その影響が

は，Endeら｝こよると200例中3．5％， Rubenstcin and

上部尿路に波及するため，予後は極めて不良である．

Rubnitz（1969）8）によると670年中1．5％， Rhamyら

また本腫瘍がホルモン依存性でないから，腺癌に有効

（1973）7）によると800例中2．5％となっており，それ

なホルモン療法は無効である．したがって治療法とし

ほどまれなものではないように思われる．

ては早期癌症例には根治的膀胱前立腺全摘除術が最も

自験例のように原発性移行上皮癌に腺癌が合併する

よい適応となる．進行癌では放封線療法や化学療法も

頻度はEndeらの症例では7例中4例とかなり高率

試みられているが，その効果はあまり期待できない．

であるがRhamyらによると20％， Greeneらによる
結

と31％となっている．

語

前立腺原発移行上皮癌が1つの疾患単位として確

73歳の腺癌を併発した前立腺原発移行上皮癌の1例

立きれるに従って，その臨床像についても多数例の

を報告した．本腫瘍の臨床像が普通の腺癌とは異なる

統計的考察により，明らかにされてきた．すなわち

点を強調し，文献的考察を加えた．

Rubenstein and Rubnitzは10例， Rhamyらは20例，

献

文

Grcencらは1973年に26例，1976年には39例のそれ
ぞれ自ら経験した症例について臨床的考察をおこなっ
ている．以下これらを参考にして前立腺原発移行上皮
癌の臨床像について記述する．

年齢的には平均64．2歳から67歳で，腺癌に比して
約10歳若い．

主要症状は下部尿路閉塞による症状と血尿で，プロ
スタティズムが80％，肉眼的血尿が50％にみられる．

次いで膀胱刺激症状が多く，最初に前立腺炎と診断さ
れる症例がある．自験例は肉眼的血尿のみで，排尿困
難も膀胱刺激症状も訴えなかったので，比較的初期に
発見された症例であると思われる．
直腸診により前立腺癌が疑がわれるものは50％強で，

他は良性と診断きれている．初期には直腸診による発
見率が腺癌よりも低いと考えられる．

血清アルカリフォスファターゼ値が上昇しているも
のには骨転移がみられ，骨転移は骨破壊性のものが圧
倒的に多い。
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強ミノCおよびグリチロン錠二号は共にグリチルリチンを主成分と
する製剤である。グリチルリチンは，それ自体にコルチコステロイド
作用を有するのみならず，コノレチコイドの諸作用に対し，各個作用別

に拮抗，増強する解離作用をもち，コルチコイド副作用の防止をも可

能にする。最近，強ミノCは慢性肝炎に対し治効を有することが，二
重盲検法により，高い信頼度で立証された。
レグリチルリチン製剤

弛力；祈ミ／7ア』騒ゲγC舞轡

盤

包装 20ml 5管・30管，5．ml 5管・50管，2ml 10管・100管
健保適用
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●適応症 肝炎，肝機能障害，胃潰瘍，十二指腸潰瘍，胃炎，

ストロフルス，湿疹，皮膚炎，薄麻疹1円形脱毛
症，ロ内炎，薬物過敏症。

』曜闇曇回瓢錠二号
包装 100錠，1，000錠，5，000錠
文献御申越先

健：保適用

ミノファーゲン製薬学術部〔〒107〕東京都港区赤坂8の10の22（ニェー新坂ビル）

