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膀胱転移をきたした前立腺癌の 1例

白川 洋1*，小堺 紀英1，杉浦 仁2，原 智1

1川崎市立川崎病院泌尿器科，2川崎市立川崎病院病理・臨床検査科

URINARY BLADDER METASTASIS OF PROSTATE CANCER :

A CASE REPORT

Hiroshi Shirakawa1, Norihide Kozakai1, Hitoshi Sugiura2 and Satoshi Hara1

1The Department of Urology, Kawasaki Municipal Hospital
2The Department of Pathology and Clinical Laboratory, Kawasaki Municipal Hospital

A 62-year-old man was referred to our outpatient clinic because of his elevated serum prostatic specific

antigen level. The transrectal ultrasonography guided biopsy of the prostate revealed prostate cancer.

Computed tomography, magnetic resonance imaging (MRI) and bone scintigraphy showed multiple

metastases to his bones and lymph nodes. The MRI incidentally revealed a solitary tumor at the right

lateral wall of the urinary bladder. Transurethral resection of the bladder tumor was performed, and

histopathological examination showed the bladder tumor composed of not urothelial carcinoma but

metastatic adenocarcinoma from prostate cancer.

(Hinyokika Kiyo 56 : 123-125, 2010)
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緒 言

日常臨床において前立腺癌の膀胱頸部浸潤は比較的

多く認めるが膀胱転移は稀である．今回われわれは前

立腺と連続のない前立腺癌孤立性膀胱転移の症例を経

験したので，若干の文献的考察を加え報告する．

症 例

患者 : 62歳，男性

主訴 : 排尿困難，血清 PSA 高値

既往歴・家族歴 : 高血圧

現病歴 : 2008年 5月排尿困難を主訴に近医を受診

し，血清 PSA 値200 ng/ml 以上を認め前立腺癌の疑い

で当院へ紹介となった． 6月当院を受診し，直腸診で

前立腺は鶏卵大に腫大し全体に硬結を触知，PSA

270.93 ng/ml と高値のため前立腺癌を強く疑い，経

直腸的前立腺針生検を施行した．両葉より Gleason’s

score 4＋3＝7の 中分化型腺癌を認めた．MRI，CT，

骨シンチグラフィーで膀胱頸部・精嚢浸潤，腸骨動脈

領域・傍大動脈リンパ節転移，多発骨転移を認め，

T4N1M1b と診断し，bicalutamide と goserelin acetate

によるmaximal androgen blockade (MAB) を開始した．

前立腺癌局所評価目的の MRI で膀胱右側壁に 18 mm

大の膀胱腫瘍を偶発的に認めた (Fig. 1）．前立腺およ

び膀胱頸部浸潤病変とは不連続で距離があり，乳頭状

腫瘍のため原発性膀胱腫瘍と考え，経尿道的膀胱腫瘍

切除術 (TURBT) 目的で入院となった．初診時から

* 現 : 慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室

入院までの間に自然尿細胞診検査を 2回施行したがい

ずれも class II であった．

現症 : 身長 154.9 cm，体重 62.0 kg，体温 36.2°C，

血圧 145/92 mmHg．栄養状態は良好，意識清明．胸

腹部異常なし，表在リンパ節触知せず．

検査所見 : 尿検査 ; pH 7.5，蛋白（−），糖（−），

赤血球数＜1/HPF，白血球数 ＜1/HPF．血算 ; WBC

5,010/μl，RBC 408万/μl，Hb 13.3 g/dl，Plt 15.8万/

μl．生化学 ; Na 137 mEq/l，K 4. 1 mEq/l，Cl 101

mEq/l，BUN 12 mg/dl，Cr 0.8 mg/dl，AST 20 U/l，

ALT 19 U/l．腫瘍マーカー ; PSA 5.52 ng/ml．

画像所見 : 6月19日の MRI で膀胱左側壁に 18×12

mm 大，T2WI で等∼低信号の乳頭状膀胱腫瘍を認め

た (Fig. 1）．腫瘍は前立腺および膀胱頸部浸潤病変と

泌56,02,12-1

Fig. 1. MRI (T2WI coronal section) before
maximal androgen blockade shows papillary
tumor 18 mm in diameter (arrow).
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は距離があり，腫瘍とそれらの間には明らかな異常所

見を認めなかった．MAB を開始約 1カ月後の 7月25

日 MRI では 12×8 mm 大と著明に縮小し，二方向測

定での縮小率は約56％であった．

入院後経過 : 7 月28日 TURBT を施行した．結節

状・広基性の乳白色腫瘍を膀胱右側壁に認めた (Fig.

2）．膀胱腫瘍と膀胱頸部の間には肉眼的な膀胱粘膜の

異常所見を認めなかった．膀胱腫瘍の周囲は十分に

マージンを取り，膀胱筋層が観察できるまで TURBT

を施行し，肉眼的に完全に腫瘍を切除した．

病理所見 : 膀胱腫瘍の腫瘍細胞は小型で充実性小胞

巣状ないし小腺管を形成しており，比較的低分化な腺

癌と考えられた．一部剥離した部分はあるが，腫瘍膀

胱内腔面の大部分は正常尿路上皮に覆われていた．腫

瘍は尿路上皮下結合組織を占有するように存在し，膀

胱筋層浸潤は明らかではなかった．小腺管を形成する

部位では内腔に分泌物を容れているが，粘液様ではな

く urachal carcinoma とは異なる所見であった．PSA

染色一部陽性，組織構成が前立腺針生検でみられた腺

癌と類似しており，前立腺癌の転移と診断された

(Fig. 3A，3 B，3C）．

術後経過 : 術後約10カ月を経過した現在 MAB にて

血清 PSA 値 ＜0.10 ng/ml と前立腺癌は良好にコント

ロールされている．検尿上潜血を認めず CT 上も膀胱

内に再発所見を認めていない．

泌56,02,12-2

Fig. 2. Cystoscope finding at TURBT. The
metastatic bladder tumor was nodular-
shaped and isolated from the bladder neck.

泌56,02,12-3A

泌56,02,12-3A 泌56,02,12-3B

Fig. 3. (A) Primary prostate cancer collected by prostate needle biopsy is Gleason’s score 4＋3＝7
adenocarcinoma (HE stain ×35). (B) The metastatic site of the bladder which was obtained by TURBT
shows adenocarcinoma similar to the primary lesion under urothelial epithelium (HE stain × 25).
(C) Adenocarcinoma in the metastatic site was positive for PSA (HE stain ×25).
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考 察

前立腺癌の膀胱頸部浸潤は日常臨床において比較的

多く認めるが，孤立性膀胱転移は稀である．前立腺癌

の転移先臓器について，Bubendorf ら1)は1,589体の前

立腺癌患者を剖検し，骨（90.1％），肺（45.7％），肝

臓（25.0％）をはじめとするリンパ節以外の転移先臓

器を調べたが膀胱転移を認めなかった．同様の方法

で，Saitoh ら2)は1,885体の剖検で膀胱転移の割合を

39.2％と報告した．しかし膀胱への直接浸潤と転移を

区別しているか記載がなく，39.2％との高い数値から

直接浸潤が多くを占めると考えられる．転移性膀胱腫

瘍は比較的頻度が低く Klinger ら3)は全膀胱悪性腫瘍

の2.8％，転移または直接浸潤した二次性膀胱悪性腫

瘍を Bates ら4)は全膀胱悪性腫瘍の2.3％と報告してい

る．転移性膀胱腫瘍の原発組織について，Goldstein

ら5)は146例を集計したが前立腺癌原発の例はなく，

二次性膀胱悪性腫瘍では Bates らは282例を集計し

19％と報告しているが明確に転移とした確認できた症

例数の記載はない．本邦で直接浸潤ではなく転移と明

確にされた報告は調べうる限り，植村ら6)が根治的前

立腺全摘除術後に認めた症例と，山本ら7)が Gleason’s

score 10 の多発転移前立腺癌症例において認めた 2例

のみである．

自験例は当初原発の膀胱尿路上皮癌を考えたが，病

理組織学的に正常尿路上皮に膀胱内腔面を覆われた腺

癌であった．Lane ら8)は全膀胱悪性腫瘍の2.5％以下

に原発性膀胱腺癌が存在すると報告している．また，

上述のように二次性膀胱悪性腫瘍も数％あり，Bates

らは大腸癌（21％），前立腺癌（19％），直腸癌（12

％）などの腺癌を主な組織型とする原発巣の割合が多

いと報告している．そのため，膀胱腺癌が認められた

場合，尿膜管癌を含めた原発性か二次性か，二次性膀

胱悪性腫瘍ならば原発巣を検索する必要があると考え

られる．Bates らは正常尿路上皮が腫瘍を覆っている

のは二次性膀胱悪性腫瘍を示唆する所見であると述べ

ており，自験例でも膀胱腫瘍の大部分が正常尿路上皮

で覆われていた. また, Lane ら, Bates ら, Torenbeek

ら9)の報告では尿膜管癌を含めた原発性膀胱腺癌で

PSA 染色陽性となった例はなく，Torenbeek らは膀胱

腺癌における PSA 染色陽性は，その腺癌が前立腺由

来であると強く考えられる所見であると報告してい

る．自験例では PSA 染色陽性であった．約 1カ月間

の MAB で腫瘍は著明に縮小し，肉眼的所見で一般的

な尿路上皮癌とは異なる乳白色の結節状腫瘍であった

ことも合わせ，膀胱腫瘍は前立腺癌組織で構成されて

いると診断した．原発の前立腺と膀胱右側壁転移巣と

は距離があり，肉眼的にも画像所見からもそれらの間

に腫瘍を示唆する所見はなかったため，直接浸潤では

なく転移と診断した．転移形式は，骨・リンパ節に多

発転移を認めることから血行性転移・リンパ行性転移

が考えられた．

前立腺癌膀胱転移症例の診断および治療についての

報告は少ない．植村らは前立腺全摘除術後の膀胱腫瘍

に対して，当初は原発の膀胱腫瘍を考え TURBT を

施行し前立腺癌膀胱転移と診断，血尿コントロール目

的に膀胱全摘除術を施行している．山本らも当初重複

癌を考え，TURBT を施行，治療は内分泌療法を選択

している．自験例も合わせて，まずは病理組織学的診

断も兼ねて TURBT を施行し，診断がつけば進行性

前立腺癌に準じて内分泌療法・化学療法を選択，局所

の進行に伴う症状は個別に対応する方針が適切と思わ

れる．自験例において TURBT 後約10カ月を経過し

た現在，膀胱内再発や膀胱転移による症状を認めてい

ない．

結 語

前立腺癌孤立性膀胱転移の 1例を経験したので報告

した．
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