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前立腺癌の臨床診断と治療の現況
琉球大学保健学部附属病院泌尿器科

大棒 鋼

はじめに

丸茂 健

これらの前立腺自体の肥大または増殖による症状

著者らの施設の成人男子患者の半数以上が,節
立腺あるいは磨脱頚部の異常に起因する種々の症
状から成るprostatism の訴えをもって受診
する。この中で前立腺癌の占める割合は,決して
多いものではないが,腺病の場合は,その発見時
の stageが治療法と予後を大きく決定する。
本稿においては,その臨床stageにそって前
立腺癒えの対応を紹介したいと思う。
臨床珍断

を増幅するので,この点をも考慮に入れて三疾患
の鑑別に入るべきと考える。まず,これら三者は
Table 2 に示すように,発現年令と各症状の増
悪の速度や恒常性等により,問診上,大体の鑑別
診断が可能である。次に,直腸診によるその形,
大きさ,硬度,圧痛,浮腫,浸潤の有無と範囲等
により前立腺各部の性状が明らかになるので,前
立腺癌,前立腺肥大及び炎症の存在の検索と鑑別
には70‑80^の確率をもって役立つ3).第3
に,血中酸フオスファターゼ値の上昇は,癌の診
断に欠かせないがその為,前立腺の触診前の採血
による酸フオスファクーゼ,アルカリフォスファ

Flocks によれば, prostatismはTab‑
le l に示す如く,局所症状と局所以外の症状と
に大きく分けられる3)0
prostat ismを呈する主要な成人疾患には前
立腺癌,前立腺肥大症,前立腺炎の三者があげら
れるが, 60歳代以上の男性においては前立腺肥
大症が増加してくる。これに加えて60歳代後半
からは前立腺癌も徐々に増加して, 80歳代に至
ると欧米では,男性の25%に前立腺癌が存在す
ると言われている2)。しかし,日本人では前立腺
癌の発生頻度は,人種的に少ないと言われ,統計
的には欧米に比べ去〜吉となっているoこの他・
両者に合併する前立腺炎の炎症性腫脹が加わると,

タ‑ゼの定量も重要である。以上の三方向より前
立腺癌が疑われた時に,組織珍による確定診断が
重要となる。なぜなら前立腺癌においては,その
分化度により,各種治療法に対する感受性が異な
るとされているからであるo腫嬢が進展している
場合には,経尿道的前立腺切除からの組織により
診断が得られるが,早期には得られないことが多
く会陰的あるいは経直腸的穿刺生検が有用である。
陽性の結果があれば診断が確定するが,陰性の場
合はフォールスネガティヴを含む事を忘れてはな
らない。
ここでstage (またはphase)の異なる前
立腺癌の二症例を通じて治療方針を述べる。

Table 1 PROSTATISM
Local Symptoms and Signs
pollakisuria, nocturia, small stream of urination, residual
sensation, urgency, constipation, disturbances of defecation,
perineal pain, burning sensation on urination, initial or
terminal miction pain, stage voiding, paradoxical incontinence.
Symptoms Located at a Distance from Lesion
a. mass in abdomen, symptoms of acute pyelonephritis, nausea,
lack of appetite, vomiting, loss of weight, anemia, ∬emia.
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Table 4

桐はか

Stages of Adenocarcinoma of the Prostate

Stage A: Rectal examination normal. The tumor is found incidentally
in tissue removed in the treatment of benign enlargement or
at autopsy.
Stage B: There is a localized induration in the prostate which is confined
within the capsule.
The serum acid phosphatase is normal. Such a lesion lends
itself to radical prostatectomy.
Stage C: There is extracapsular extension of the tumor.
Serum acid‑P may be elevated.
Surgical cure unlikely.
Stage D: There are distant metastases (eg, lymph nodes, bone).

症

例

I

全身骨レントゲン写真,骨シンチグラム,酸フオ
スファクーゼ,アルカリフオスファターゼの測定

患 者:Y.N.74歳の農夫
初 鯵: 1975年10月14日,初診時70歳。
主 訴:排尿困難
家族歴,既往歴:特記すべきことなし。
現病歴…当科受珍する7 ‑8年前より尿線細小
に気づいたが約1年間のうちにこれの増悪,排尿
遅延,夜間頻尿を認めるようになった。
当科受診時現症:胸腹部理学的所見異常なし。
外政器異常なし,直腸指鯵にて小鞠卵大に肥大し
た前立腺を触期し,右葉に外科的被膜内にとどま
る石様の結節を認める。
諸検査所見:検尿にて蛋白(‑) ,糖(‑) ,
赤血球1‑2個,白血球3‑4個,扇平上皮4‑
6個をそれぞれ各視野に認める。末梢血;赤也球
458× 104,,白血球5β00, Hg 13.4,Ht41.9,
血清クレアチニン1.4, GOT32, GPT31,ア
ルカリフオスファターゼ7.0単位,酸フオスファ
クーゼ2.6単位(Kind King法) 0
臨床経過:前立腺肥大症に合併した前立腺癌の
疑いで1975年11月12日当科入院し,同年
11月12日,経会陰的前立腺オープンバイオプ
シーの凍結切片にて前立腺癌の組織診断を得たた
め,直ちに前立腺精嚢全摘出術を施行した。病理
組織学的にもstage Bであった。術後1年6
ケ月にわたりエストロゲン療法を行ない,その後
は現在に至るまでPSK単独投与を行なっている。

などで経過観察を行なっているが,術後3年6ケ
月の現在,再発あるいは転移を認めない。
症

例

Ⅱ

患 者:t.s.84歳の会社役員
初 珍:1974年9月19日,初診時80歳
主 訴:排尿困難
家族歴,既往歴:特記すべきことなし。
現病歴: 1971年頃より頻尿,尿線細小を認め,
1973年,前立腺肥大症の診断にて,某病院で経
尿道的前立腺切除を受け, 1974年8月頃より
再び排尿困難出現し当科受診する。
当科受診時現症:体格,栄養中等,結膜に貧血,
黄痘なし,頚部リンパ節触期せず,胸部,腹部に
理学的異常所見なし,前立腺触診上鶏卵大,弾性
痩,左葉に圧痛を認める。外性器異常なし。
臨床経過:当科受鯵致,前立腺癌について検索
をすすめる間もなく当科受診中断。その後, 1975
年9月までの約1年間の間に排尿困難増強の為,
同年10月,都内某病院での経会陰的前立腺穿刺
生検によって腺病の組織珍断が得られた為,除草
術,経尿道的前立腺切除のうえエストロゲン療
法を受ける。 1976年6月,再度当科受診しエス
トロゲン療法, ET207, OK432, PSK投与
にて経過観察, 1977年1月頃より排尿困難増悪
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Fig.1 (case II)
Section of specimen at
‑P.

(Apr.1977)

2nd T.U.R.

showing≠clear

ce‑

ll type adenocarcinoma of prostate.

の為,同年4月経尿道的前立腺切除術を施行したo
組織学的には中等度に分化した clear cell
typeの腺病であった(Fig.1),この致,エ
ストロゲン療法 ET207, OK432, PSK投
与で経過観察していたが, 1978年1月頃,前立
腺癌の勝朕への浸潤が認められた。
同時期の勝朕気体二重造影(Fig.2)では,磨
耽頚部から三角部右側に腫房の浸潤像が見られる。

Fig.2

内視鏡的に浸潤は主に廟批三角部右側号を占め・

in obiique view

Fig. 3

(case II)

Protruding tumor extension over
rt. ureteral orifice of trigone

Schematic cystoscopic concept of bladder invasion by prostatic Ca.

(Mar. 1978) (case E)

大揮

Fig.4

(case II)

桐ほか
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Table 5

Treatment of Prostatic Ca.
A. Curative Measures
l) perineal radical prostatectomy
2) retropubic radical prostatectomy
3) incidental SPP of occult cancer
B. Palliative Measures
l) radiation
2) antiandrogen therapy
3) antineoplastic agents
antimetabohtes, alkylating agents
antibi otics

管閉塞の予防の目的で,経尿道的に勝朕内及び前
立腺部の腫窟切除を行なったが,その2週間後に
突如尿閉を来たした。我々は,今回の切除で目標
から除外されていた括約筋部への浸潤が原因と考
え,直ちに磨脱頚部及び尿道前立腺部にコバルト
5,400 Rads 職射したところ,職射3回目終了
後に尿閑は治癒した。しかし,この術前より認め
られていた右水腎は進行し(Fig。4) ,早晩お
こる他側への浸潤も考慮されたので197 8年8月
7日に,両側尿管回腸等管造設を施行し,術後

C. Combination of the above

IVPにてFig.5と同程度迄右水腎の改善が見ら
れた。外来で9月26日より制癌剤局所療法とコ
バルト照射を勝耽三角郡と前立腺部尿道に行ない,
内視鏡的に腫場の縮少を認めたが,血小板減少と

右尿管口付近に特に隆起が貴く認められた(Fig.
3) 。 1978年4月19日,腫覇の減少及び右尿

白血球減少の為2,800 Rads で中止したo回腸
導管造没後,腎孟腎炎と思われる発熱を1978年
9月16日と同年11月4日に釆たし,逆行性回腸

4) immunotherapy
5) Palliative TUR‑P
6) Urinary diversions
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導管造影によって尿管への逆流が確認されたが,
尿流停帝が起こらないよう,集尿装具の管理を指
導することにより.現在まで発熱をみない(Fig.5)
外来にてFT207坐薬750軌PSK3 9,エスト
ロゲン製剤投与とOK432を2 KE週2回筋往行
ない?つ経過観察中であるが健康人と変ることな
く社会生活を送っている。
指

tmsMm

田

前立腺癌の治療には生検による早期発見につと
め完全切除を行なうことが重要である。なぜなら
ば,前立腺癌は被膜の内側にとどまっている間は
症状の発現と転移の比較的遅い割合に,局所での
発育が速く,根治術には手遅れになる場合が多い
からである。前立腺癌のstagingはTable 4
のようになされており stage A, B において
完全切除が可能と考えられている。根治手術法と
しては,穿刺生検がなされていない場合には,負
陰式あるいは恥骨数式に迅速凍結切片採故により
診断 を確定した上で,前立腺,精嚢,勝此頚部を
一塊とした根治的切除を行なう。前立腺精嚢切除
を受けたstage Bの患者の5年及び10年の生
存率はJewell らの報告によれば,前立腺癌を
有しないコントロールと比較した場合いずれも
95%以上で, 15年生存は75%以上と言われて
いる4)。一方,臨床的には前立腺癌は進行した状
態で発見される事が多く,欧米においても,日本
においても stage Cで発見されるものが約40
i, stage Dで発見されるものが約40%でい
きおい,進行性前立腺癌の治療が重要な研究課題
としてクローズアップされる。
進行した(stage C D)前立腺癌の治療は大
別して,放射線,女性ホルモン,制癌剤, Paレ
Iiative resection (TURP) 免疫療
法があげられ,各分野において最近, 20年間そ
の進歩が目覚ましい。
放射線治療は191 1年以来行なわれている。一
般にcurative doseとして6,000から叩00
radsが,また,勝統頚部の閉塞症状,水腎症,
出血等に対する palliative dose として
4β00から 5,000 radsが行なわれている。
Ray らは stage Bに対する成績で5年生存率
12%, 10年生存率48%という報告をしてい
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る5)。前立腺癌に対する放射線治療の効果は,
組織の分化度が低い程よく効き,一方,分化度が
高い程扱述する女鹿ホルモン療法が効くという事
実がある。放射線治療の合併症として,廟脱直腸
障害が主なものであるが,頻度から言えば60 %
前後で,その多くは一過盤である。
前立腺癌はぜた,その男性ホルモン依存性の故
に,抗男性ホルモン療法が有効で,現在前立腺癌
に対する治療法として最も広く用いられている。
これには除草術,エストロゲン療法が主なもので
ある。このホルモン療法は,完全切除が不可能な
stage C, Dに対して,単独にあるいは放射線
療法と併用して,また多くの施設で診断がつき次
第,すべてのstageで行なわれている。我々の
施設ではstage C,Dに対し,可能な限りエス
トロゲン療法と除畢術を併用している。前立腺癌
は割合に,分化皮の異なった癌細胞の混在型が多
いことから,ホルモン療法と放射線療法の併用が,
混在型である前立腺癌を効果的に治療出来ると言
う意見6)は合理的である。エストロゲン療法を用
いる場合に水分貯留や心障害,血栓症,肝障害等
の副作用に十分な注意が必要で,中等量投与して
いる患者(Honvanでは100:前後Hexron
では30野前後 chlormadinoneでは25呼
前致)では外来通院毎の1週間から2週間に1回
の体重の記録, 2ケ月から3ケ月に1回のEKG
による検査,水分貯留例に対する緩徐な利尿剤の
投与,定期的な肝機能のチェック等が行なわれて
いる。

制癌剤として代謝措抗剤,アルキル化剤,抗生
剤系の使用,及び免疫療法も併用されつつあるが,
投与法,複合方法等の個別的な効果については開
発との時期的関係から未だ確立されてはいない。
勝批頚部或は尿管など尿路の閉塞にあたって外
科的治療その他が重要となるが勝批頚部(前立腺
部尿道)に対しては経尿道的腰場切除が殆んど唯
一の切除法となり重用されているが腫房の発育に
対して二度三度と手術を要することが多い。
全身状態の悪化した症例では,経尿道的前立腺
切除,勝批療設置,尿管皮膚凄,腎癖等の尿路変
更が不能であり,それに代わる短期あるいは長期
の腎・勝脱の留置カテール法が避難的対策として
効果的に用いられることはいうまでもない。

大帝
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現在泌尿器科を受診する前立腺癌患者のうち早
期発見により完全切除可能なものは5 %カ子ら丑0夢
にすぎないがtその治療成績は極めて良好であ萄O
そこで成績の向上をはかるには,すべての医師が
50歳以上の男子患者に対して注意深い前立腺の
触診を行ないneedle biopsyなど早期碍査の
機会を与えることが重要と患われる。実際に前立
腺癌の大半を占める進行癌に対しては,ホルモン療
汰,化学療法,放射線療法は,そのいずれにも完
壁を期し難いO手術においてもstage AB お
ける根治術以外はそうである。これらの治療法の
もつ長所をいかし,短所を最小限におさえかつ最
新の知見に応じて、いかに組み合わせるかが現在
最大の命題であり,その適正な実行が最良の効果
を生んでいくように患われる。具体的にはリニア
ック等の普及,ラドンシード等局所照射の活用,
副作用の少ない女性ホルモンの開発,これと併用
する制癌剤のより効果的な選択と投与法の開発及
び免疫療法の充実と,遅滞なく経尿道的前立腺切
除などの外科的療法を組み合わせる事である。そ
れに.つけても治療のベニスとしての組織診断を早
期かつ正確に行なうことが今後とも重要である午
とを強調したい。
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Abstract

Presnt Status in Diagnosis and Treatment Of
Carcinoma of the Prostate

Akira OSAWA M.D., D.M.S.
Ken MARUMO M.D.
Department of Urology, College of Health Sciences
University of the Ryukyus
Prostatic cancer is not the majority among the number of patient seen with chief com‑
plaints of prostatism m urological clinic.

However early pathological diagnosis of the

adenocarcmoma m this gland is cardinal due to the fact the pathological stages actually
decide the method of treatment and the prognosis. In adult prostatism, initial screening
(of the patients) for three major components namely prostatitis, BPH and the adenocarcinoma
is being done with digital examination per rectum with accuracy of 70‑80%.
tests and history would help m clinical diagnosis.

Also other

Wnen one suspects the carcinoma, a

biopsy for histological diagnosis is to be carried out.

It is said that proper treatments

done on early stage prostatic cardmoma diagnosed histologically yields excellent results of

95% five and ten years survival rate against the control groupe of same age.

However,

in reality, 80% of this carcinoma patients are first diagnosed in advanced states and being
treated with palliative TUR‑P, irradiation, estrogen, chemothrapy and immunotherapy in
various combinations at most leading centers with imoroving results.

We evaluated pres‑

ent methods of above treatments through the presentation of a complicated patient in ad‑
vanced stage and pointed out factors to be improved of present therapeutics and expect
the better cure rate m near future.
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