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A CASE REPORT : PRIMARY UROTHELIAL CARCINOMA OF THE PROSTATE

PRODUCING INTERLEUKIN-6 DETECTED FROM A FEVER

Yoko Koh1, Yoshiyuki Yamamoto1, Takahiro Imanaka1,
Go Tsujimura1, Takanori Kinjo1, Hironori Nomura1,

Iwao Yoshioka1, Shingo Takada1 and Hironao Yasuoka2
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2The Department of Pathology, Osaka Police Hospital

A 72-year-old man visited a hospital because of a fever and fatigue. His fever persisted and computed

tomography revealed a tumor of the prostate. The patient was referred to our hospital with a suspicion of

prostate cancer. The blood test showed increased serum C-reactive protein (CRP) level without any

infectious findings. Tumor markers including prostate specific antigen were within the normal range and

urine cytology was negative. Prostate needle biopsy revealed urothelial carcinoma. No tumor was

detected in other areas of the urinary tract. Therefore we diagnosed the patient with primary urothelial

carcinoma of the prostate, cT3N0M0. Serum interleukin-6 (IL-6) elevated up to 68 ng/ml. We were not

able to detect any metastatic lesions and performed radical cystoprostatectomy and ileal conduit. Serum

CRP and IL-6 levels decreased and the fever declined. There has been no relapse 52 months after the

surgery.

(Hinyokika Kiyo 65 : 81-85, 2019 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_65_3_81)
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緒 言

前立腺原発の尿路上皮癌は比較的稀とされる．今

回，発熱を契機に発見されたという特異な経過を辿っ

た IL-6 産生前立腺原発尿路上皮癌の 1 例を経験した

ので報告する．

症 例

患 者 : 72歳，男性

主 訴 : 発熱，倦怠感

既往歴 : 急性虫垂炎（20歳），糖尿病（71歳）

喫煙歴 : 65歳まで 1日30本喫煙

現病歴 : 発熱，倦怠感のため，近医を受診した．感

冒と診断され治療されるも改善せず，熱源精査が行わ

れた．上部・下部消化管内視鏡検査では異常を認めな

かったが，腹部造影 CT にて前立腺右葉に内部造影効

果不良の腫瘍を指摘された（Fig. 1）．症状出現から約

2週間後，精査加療目的に当科紹介となった．夜間頻

尿，尿意切迫の下部尿路症状も伴っていた．

初診時現症 : 身長 150 cm，体重 50 kg， 1カ月で 6

kg の体重減少を認めた．体温 37.8°C．直腸診で硬結

は触知しなかった．

血液検査 : CRP が 12.14 mg/dl と上昇していた．

Hb 8.7 g/dl，Alb 2.5 g/dl と炎症による消耗性の貧血

と低アルブミン血症を認めた．肝・腎機能は正常で

あった．プロカルシトニン，エンドトキシン，β-D グ

ルカンは正常で，感染症による発熱は否定的であっ

た．IL-6 が 68 pg/ml（基準値 4.0 pg/ml 以下）と高値

であった．

腫瘍マーカー（基準値) : CEA 2.4 ng/ml（0.0∼

5.0），CA19-9 18 U/ml（37 以下），PSA 0.34 ng/ml

（4. 00 以下），NSE 15. 4 ng/ml（16. 3 以下），Pro-

GRP 48.7 pg/ml（81 未満）といずれも正常範囲内で

あった．

尿 定 性 検 査・沈 査 : pH 5. 0，蛋 白（±），糖

（1＋），ケトン体（−），潜血（2＋），ウロビリノーゲ

ン（±），ビリルビン（−），白血球反応（−），赤血

球 5∼9/hpf，白血球 1∼4/hpf，細菌（−）

尿細胞診 : class II

経 過 : 炎症の局在診断目的にガリウムシンチグラ

フィーを施行したところ，右肺上葉と骨盤内に集積を

認めた．右肺腫瘍は CT で原発性肺癌が疑われた
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Fig. 1. Ga scintigraphy (A) and CT findings (B, C). Ga scintigraphy demonstrated Ga
uptake to the upper lobe of the right lung and the pelvic cavity. CT revealed each
lesion to be lung cancer and prostatic tumor.

泌62,08,0◆-2

Fig. 2. MRI findings (A : axial view of T2 weighted image, B : axial view of diffusion weighted image, C :
sagittal view of T2 weighted image).

（Fig. 1）．炎症の原因として，前立腺腫瘍の可能性が

強く疑われたため，前立腺生検を施行した．発熱に対

しては，ナプロキセン内服を開始し，速やかに解熱し

た．MRI 検査では，T1 強調像にて低信号，T2 強調

像にて不均一な低信号を呈する 62×64×62 mm 大の

腫瘤を前立腺右葉に認め，拡散強調像で高信号，

ADC 値の低下を伴い，前立腺肉腫もしくは前立腺癌

を疑う所見であった（Fig. 2）．骨盤内リンパ節腫大は

指摘できなかった．その後，判明した前立腺生検の結

果は，urothelial carcinoma であった．CT・膀胱鏡・

骨シンチグラフィーでは腎盂，尿管，膀胱に腫瘍性病

変や遠隔転移を指摘できず，前立腺原発尿路上皮癌

cT3N0M0 と診断し，開腹膀胱前立腺尿道全摘除術・

回腸導管造設術，両側骨盤内リンパ節郭清術を施行し

た．

術中所見 : 術前にRCC 4単位およびアルブミンの
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Fig. 3. Histopathological findings (hematoxylin eosin stain). A : papillary tumor (low magnification), B :
glandular differentiation (high magnification), C : giant cell variant (high magnification).

泌62,08,0◆-4

Fig. 4. Immunohistochemical staining to IL-6 was
positive.

投与を行った．手術時間は 6 時間29分，出血量 800

ml，術中に RCC 4単位を輸血した．腫瘍周囲には特

に癒着は認めなかった．両側閉鎖・外腸骨・内腸骨リ

ンパ節郭清を行った．

病理組織診 : 異型細胞が壊死を伴い，乳頭状∼敷石

状に前立腺内を中心に増生しており，尿路上皮癌と考

えられ，腺上皮分化，巨細胞型を伴っていた．前立腺

原発尿路上皮癌，Invasive urothelial carcinoma，high

grade，with glandular differentiation and giant cell vari-

ant，pT3，ly0，v1，u-rt0，u-lt0，ur0，RM0 と診断さ

れた（Fig. 3）．前立腺周囲脂肪織への進展は認めたも

のの，精嚢・膀胱・前立腺部尿道への浸潤は指摘され

ず，リンパ節転移はなかった．また，IL-6 に対する

免疫組織化学染色は陽性であり（Fig. 4），IL-6 産生腫

瘍であったと考えられた．

術後経過 : 術後経過はおおむね良好であった．解熱

し，炎症所見も陰性化した．IL-6 値は術後19日目で

11 pg/ml まで低下し，術後 3カ月後で 2.1 pg/ml と基

準値内まで低下した．その後，右肺癌に対し，胸腔鏡

下右肺上葉切除術が施行され，扁平上皮癌 pT1b と診

断された．術後，52カ月経過したが，再発は認めてい

ない．

考 察

前立腺原発尿路上皮癌は全前立腺悪性腫瘍の1.5∼

5％を占めるとされ1)，比較的稀な疾患である．Kirk

ら2)によると，前立腺に発生した尿路上皮癌は，○1 膀

胱癌の浸潤，○2 膀胱癌の再発，○3 多中心性尿路上皮内

癌，○4 前立腺原発尿路上皮癌に分類される．前立腺原

発尿路上皮癌と診断するためには，○1 から○3 の可能性

を否定する必要がある．本症例では，膀胱癌および上

部尿路上皮癌の存在や既往はなく，前立腺原発尿路上

皮癌の診断に至った．また，尿道周囲の前立腺導管遠

位部の上皮は高円柱上皮から構成され，尿道へ近づく

につれ尿路上皮へと連続している．この移行領域が前

立腺原発尿路上皮癌の発生母地と考えられている3)．

われわれが調べえた限り，本邦において前立腺原発

尿路上皮癌の報告は42症例あり（会議録を除く），自

験例を含め Table 1 にまとめた．発症年齢は膀胱癌よ

りも比較的若いとされる．初発症状は尿路閉塞症状が

最も多く，次いで肉眼的血尿が40％程度であり，過去

の報告と一致する結果であった1,4)．本症例のように

発熱を訴えた症例はなかった．尿細胞診や直腸診の陽

性率はそれぞれ39.4％と57.1％とそれほど低くないも

のの，前立腺原発尿路上皮癌に特異的な所見ではな

く，確定診断には生検による組織の確認が必須であ

る．しかし，針生検のみでは90％以上の症例を見逃す

可能性があるとする報告があり1)，本邦報告例におい

ても針生検のみで診断に至ったものは43例中16例

（37.2％）のみであり， 3 症例では診断までに複数回

生検が施行されていた．膀胱鏡やランダム生検により

膀胱癌の存在を否定するのに加え，同時に経尿道的前

立腺生検を行うことが必須と考えられる5)．現在，前

立腺癌検診では PSA 検査が基盤となる6)が，前立腺

原発尿路上皮癌では PSA 値の上昇はなく，PSA 値が

正常範囲内であっても直腸診や画像診断で前立腺腫瘍

を疑う場合は積極的に生検を行うべきである．

初診時に転移のなかった症例は24例，所属リンパ節

転移のみの症例が 7例，遠隔転移の症例が 8例で， 4

例では転移について記載がなかった．選択された治療

洪，ほか : 前立腺原発尿路上皮癌・IL-6 83



Table 1. Clinical characteristics of 43 case reports
of primary urothelial carcinoma of the
prostate in Japan

全症例（N＝43)

平均年齢（中央値，範囲) 65.2歳（65，42-86)

初発症状

排尿困難 15

肉眼的血尿 13

頻尿 12

尿閉 2

尿意切迫 2

腫瘍の疼痛 7

排尿時痛 5

腫瘤触知 2

発熱・倦怠感 1

尿細胞診

陽性/偽陽性/陰性/不明 12/5/16/10

直腸診

陽性/陰性/不明 24/18/1

確定診断方法

針生検のみ 16

経尿道的生検のみ 14

針生検・経尿道的生検 9

全摘標本 3

剖検 1

転移の有無

転移なし 24

所属リンパ節転移のみ 7

遠隔転移あり 8

不明 4

治療法

経尿道的前立腺切除術 2

前立腺全摘 5

膀胱前立腺全摘 16

骨盤内臓全摘 3

放射線治療 5

全身化学療法 3

全身化学療法・放射線治療併用 3

動注化学療法 3

ホルモン治療 1

無治療 2

転帰

生存/癌死/他因死/不詳 34/7/1/1

法については非常に多彩であったが，主治療について

は外科的治療が26例あり，内訳は経尿道的前立腺切除

術 2 例（ホルモン治療無効 1 例，TUR 単独 1 例），

前立腺全摘除術 5例（単独治療 4例，術後放射線照射

併用 1例），膀胱前立腺全摘除術16例（単独治療 5例，

周術期化学療法併用 9例（内 1例はホルモン治療無効

例）），術後放射線照射併用 2 例），骨盤内臓全摘除術

3 例（単独治療 1 例，周術期化学療法併用 2 例）で

あった．放射線治療が 5例（単独治療 1例，ホルモン

治療併用 2例，ホルモン治療無効 2例，化学療法併用

1 例），全身化学療法が 3 例（単独治療 1 例，ホルモ

ン治療・放射線治療無効 1例，ホルモン治療・免疫化

学療法無効 1 例），全身化学療法・放射線治療併用が

3例（内 1例はホルモン治療併用）動注化学療法が 3

例（単独治療 1例，ホルモン治療併用 1例，全身化学

療法後・放射線治療併用 1例），ホルモン治療が 1例，

無治療のものが 2例であった．前立腺原発尿路上皮癌

に対する治療については，ガイドライン等で一定のコ

ンセンサスが得られているわけではない5)．本邦の報

告で初診時に遠隔転移のあった 8例では， 5例で全身

化学療法， 1例で放射線治療， 1例でホルモン治療，

1例で経過観察が行われていた．有転移症例では全身

治療が，限局癌では根治治療が選択されている傾向に

あった．限局癌に対し根治的手術として，前立腺全摘

にとどめるのか，膀胱前立腺全摘が必要なのかは議論

の余地がある．しかしながら，経尿道的前立腺切除術

を行った症例でも単独あるいは術後化学療法を併用す

ることで根治した症例もあり7,8)，個々の症例で浸潤

の程度を鑑みて治療法を選択する必要がある．転帰に

ついては，治療を行った41例で，再発のない症例が32

例，再発したものが 6例，癌死したものが 3例であっ

た．無治療症例については癌死 1 例，他因死 1 例で

あった．再発症例については， 1例は経過不詳， 3例

が癌死， 2 例は二次治療（ 1 例は膀胱前立腺全摘除

術， 1例は放射線併用化学療法）を行うことで再発を

認めていなかった．有転移症例では，全身化学療法，

また，症例によっては免疫チェックポイント阻害剤が

適応と考えられる．本邦の報告でホルモン治療が有効

であった症例が 2 例あったが， 1 例9)は生検で pure

な前立腺原発尿路上皮癌を診断されたが，放射線治

療・化学療法では効果が得られず，ホルモン治療のみ

有効であった．もう 1 例10)は放射線治療併用であっ

たが，ホルモン治療が有効であるとされていた．これ

らの症例の他にも古い報告を中心に化学療法や放射線

治療が選択された症例においてホルモン療法が先行さ

れていたものを散見したが，いずれも効果は得られて

いなかった．

自験例は発熱が初発症状という特異な経過を辿っ

た．また，発熱の原因が腫瘍による IL-6 産生による

ものと推測された．持続する発熱を呈した前立腺原発

尿路上皮癌の報告が 1 例あった11)．この症例では多

発転移を伴っており，腫瘍熱の可能性も否定できない

と考えられるが，全身化学療法により解熱していた．

IL-6 の関与については不明であった．これまでに IL-

6 産生前立腺原発尿路上皮癌の症例報告は調べ得た限

りなかった．IL-6 産生尿路上皮癌としては，松崎

ら12)が G-CSF および IL-6 産生膀胱癌で IL-6 による

全身炎症症候群を呈した症例を報告していた．この症

例では，血清 IL-6 値は 91.8 pg/ml まで上昇してい
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た．また，膀胱癌全摘症例51例と術前 IL-6 値との関

連を検討した報告13)では，IL-6 値の中央値は 4.80

pg/ml（範囲 1.02∼7.44）であった．全身炎症反応を

呈した自験例や松崎らの症例はこれらに比べるとIL-

6 は正常上限の10倍以上と著明に上昇していた．IL-6

値の上昇は予後不良因子と考えられているが，いずれ

の症例も根治を得られており，IL-6 上昇の臨床的意

義は不明であった．

結 語

今回，前立腺原発尿路上皮癌の 1 例を経験した．

IL-6 産生腫瘍と考えられ，IL-6 に起因する全身炎症

反応を伴っており，非常に稀な病態と考えられた．現

時点では，その臨床病理学的な意義は不明である．

本論文の論旨は第229回日本泌尿器科学会関西地方会にお

いて発表した．
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