
13:00-

開会の挨拶 仲谷達也先生（大阪市立大学）

13:10-

•1 郎排尿の悩み（前立腺肥大症、夜間頻尿•過活動膀脱）

•前立腺肥大症について 内田潤次先生（大阪市立大学）

・夜間頻尿と過活動膀脱について 浮村理先生（京都府立医科大学）

・限局性前立腺がんに対する治療山本新吾先生（兵庫医科大学）

・進行性前立腺がんに対する治療中山雅志先生（大阪国際がんセンター）

·-----------------------. ＜休憩＞ ・—---------------------- • 

15:40~ 

•3 部講演（ミニレクチャ ー ：本日のまとめ）

・老年泌尿器疾患としての排尿障害 ー 下部尿路症状と日常生活 一

·-----------------------. ＜休憩＞ ・—---------------------- • 藤本清秀先生（奈良県立医科大学）

14:05~ ・泌尿器がんなんか怖くない 一 腎がん・膀読がん•前立腺がん最新治療 ー

鱚2 部泌尿器がん（膀脱がん、腎がん、前立腺がん）

・膀脱がんの診断と治療 東治人先生（大阪医科大学）

植村天受先生（近畿大学）

16:30~ 

・腎がんの病態と外科的治療 野々村祝夫先生（大阪大学）
閉会の辞 植村天受先生（近畿大学）

・進行性腎がんに対する薬物治療 原勲先生（和歌山県立医科大学）

•前立腺がんの病態と診断 木下秀文先生（関西医科大学）

STEP 1 1:::::3. STEP 2 

2つの涵でお申込みいただ,t"• 国 必璽事項の入力属

因

申込フォ ームに、

＞ l 必要事項を
ご入力ください。

STEP 3 

申込夷了ご輻告命

申込者へは本講座の
9 ご視聴方法など＞ 

詳細を通知いたします。

く当講塵はオンラインセミナ ー となり宣す＞

＞ 

STEP4 

当日：：：構●ほ］

当日、本講座を
ご視聴ください。

＇コ
► 二次元バーコー ドを読み取り、お申し込み

園扇
・スマートフォン、 パソコン、タプレットなどカメラおよびマイク機能を搭戴した通信端末が必要となります。
•安定した通信環境が必要となります。フリー

WI-Flをご利用の際は必ず電波状況をご確認ください。

► Iヽガキ又はFAXでお申し込み
下記運営事務局宛
①お名前®ご住所⑧TEL④メールアドレス
※メールアドレスを必ずご記入ください

・ネット環境不良等により講義が安定してご参加いただけない場合、
保証ができかねますのでご了承ください。

・接続に必要な通信料は参加者負担にてお願いいたします。
・約2.5GB（ギガパイト）の十分な通信容量を確保した上で接続ください。
・会場およびWEB上で参加者同士を緊げるWEB会議システムを利用したスクーリングとなります。

ご自身及び背景等がカメラで投影されますので予めご了承ください。
・通信料につきましてはご自身の契約会社にお問い合わせください。
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C o n t e n t s

13：00～

13：10～

13：50～

15：20～

15：50～

開会の挨拶
仲谷　達也　先生（大阪市立大学  名誉教授、生長会  府中病院）

第1部　排尿の悩み（前立腺肥大症、夜間頻尿•過活動膀脱）
・前立腺肥大症について……………内　田　潤　次　先生（大阪市立大学）
・夜間頻尿と過活動膀脱について…浮　村　　　理　先生（京都府立医科大学）

第2部　泌尿器がん（膀脱がん、腎がん、前立腺がん）
・膀脱がんの診断と治療………………東　　　治　人　先生（大阪医科大学）
・腎がんの病態と外科的治療…………野々村　祝　夫　先生（大阪大学）
・進行性腎がんに対する薬物治療……原　　　　　勲　先生（和歌山県立医科大学）
・前立腺がんの病態と診断……………木　下　秀　文　先生（関西医科大学）
・限局性前立腺がんに対する治療……山　本　新　吾　先生（兵庫医科大学）
・進行性前立腺がんに対する治療……中　山　雅　志　先生（大阪国際がんセンター）

第3部　講演（ミニレクチャー：本日のまとめ）
・老年泌尿器疾患としての排尿障害ー下部尿路症状と日常生活一

　藤本　清秀　先生（奈良県立医科大学）
・泌尿器がんなんか怖くない一腎がん・膀脱がん•前立腺がん最新治療一

　植村　天受　先生（近畿大学）

閉会の辞
植村　天受　先生（近畿大学）

司会進行 アナウンサー

近藤   光史

休憩20分…………………………………………………………………………………………………………………………………………

休憩20分…………………………………………………………………………………………………………………………………………



　平成26年8月に大阪腎泌尿器疾患研究財団が設立されました。当財団は、腎ぞうや

泌尿器（ぼうこう、尿道、前立腺など）疾患（病気）の予防と治療に関する知識の

啓発や普及などに必要な事業を行うことで、社会に寄与することを目的としていま

す。昨年11月の第7回市民公開講座は、当初メルパルクホールにて開催する予定でし

たが、新型コロナウイルス感染拡大のため、皆さまの安全を第一に考慮して完全

WEB開催とさせていただきました。当財団においても初めての経験であることに加

え、WEB視聴に不慣れな方々も多くご迷惑をおかけしました。今年の市民公開講座

は新型コロナウイルス感染は収束傾向ですが、WEBと現地参加のハイブリッド形式

を基本とさせていただいております。

現在の当財団役員は、関西12大学の泌尿器科講座の教授をはじめとする26名で構成

され、運営しており、活動としては、毎年11月に開催している市民公開講座をはじ

め、多施設共同の学術研究や若手医師・医療関係者の育成事業も計画しています。

今後とも、宜しくお願い致します。

　さて、昨年11月にWEB開催した第7回市民公開講座の内容について、皆さまに手軽

に目を通していただけるようにわかりやすく読本として、冊子にまとめました。

今回6冊目の読本（講演録）となりましたが、ご一読いただければ幸いに存じます。

　

大阪腎泌尿器疾患研究財団について

令和3年11月吉日

大阪腎泌尿器疾患研究財団

理事・評議員・監事　役員一同
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前立腺肥大症について

大阪市立大学大学院医学研究科　泌尿器病態学　内田　潤次

　男性に多い尿のトラブルとして、①夜、

何度もトイレに起きて眠れない、②急にト

イレに行きたくなり、間に合わないかもと

冷や冷やする、③仕事中や会議中にすぐト

イレに行きたくなる、④トイレが気になっ

て旅行を楽しめない、⑤長時間の外出を避

けている、などがあります。この様な尿の

トラブルの原因として前立腺肥大症の可能

性があります。

　前立腺は膀胱の真下に位置し、尿道を取

り囲むように存在します。正常サイズはク

ルミ大です。精液の一部を作る生殖器官で

す。前立腺肥大症という疾患は前立腺が肥

大し、尿道を圧迫することにより起こる病

気（尿のトラブル）です。尿道の圧迫の様

式を示します。前立腺自体が大きくなって尿道を圧迫する機械的閉塞と交感神経が興奮し、前立腺が収縮

し、尿道を圧迫する機能的閉塞があります（図1）。前立腺体積は年齢とともに増加します。我が国の高齢

化社会を反映し、前立腺肥大症患者は年々増加しており、現在、55歳以上の5人に一人は前立腺肥大症患者

と報告されています。前立腺肥大症の原因は完全には分かっていませんが、加齢、男性ホルモンの変化が

大きく関与しています。また、前立腺肥大症と肥満，高血圧，高血糖および脂質異常症との関連も報告さ

れています。

　前立腺肥大症の特徴的な症状として①排尿時に感じる排尿症状、②膀胱に尿を貯めているとき（排尿と

排尿の間）に感じる蓄尿症状、③排尿した後に感じる排尿後症状の3つに分類されます。排尿症状として尿

勢低下、排尿遅延、尿線途絶、腹圧排尿、終末滴下があります。尿勢低下とは尿の勢いが弱い状態です。

排尿遅延とは尿を開始するまでに時間がかかることです。尿線途絶は尿をしている間に尿が何度も途切れ

ることを指します。腹圧排尿は尿が出にくいのでおなかに力を入れる状態です。終末滴下は尿の切れが悪

く、尿の終わりに尿がポタポタ出る状態です。蓄尿症状には頻尿、夜間頻尿、尿意切迫感、切迫性尿失禁

があります。頻尿は尿が近くて頻繁（ひんぱん）にトイレに行くことを指します。夜間頻尿とは夜寝てか

ら朝起きるまでに何度もトイレに行く状態です。尿意切迫感は急に尿意を感じ、トイレまで我慢すること

が難しい状態です。切迫性尿失禁とはトイレまで我慢できず、尿を漏らすことです。排尿後症状には残尿

感、排尿後尿滴下があります。残尿感は尿をした後に尿がまだ残っている感じがする状態です。排尿後尿

滴下は尿を出し終えて、着衣を直した頃やトイレを離れたのちに尿が垂れる状態を指します。

　前立腺肥大症を患うと尿閉（尿がしたいのに出ない）、肉眼的血尿（赤い尿が出る）、膀胱結石（膀胱

の中に石ができる）、尿路感染症（尿が濁り、発熱）、腎後性腎不全（尿の流れが悪くなり腎臓の働きが

低下する）などを合併する可能性があるので注意が必要です。

大阪市立大学泌尿器科における前立腺肥大症の診断、治療の流れを図2に示します。排尿障害を訴える50歳

以上の男性は基本的評価を行います。繰り返す尿閉、前立腺肥大症に起因する病態を合併した場合は即時

に手術を考慮します。それ以外は国際前立腺症状スコアを用いた評価を行います。軽症、中等症、重症に

分類します。中等症、重症であれば排尿機能、前立腺形態の評価を行います。全般重症度判定を行った後

に治療指針を提示します。その上で経過観察、薬物療法、手術が選択されます。

　国際前立腺症状スコアを図3上部に示します。合計点で評価します。0-7点で軽症、8-19点で中等症、20

点以上で重症と診断されます。図3下部にQOLスコアを示します。前立腺肥大症による症状によりどの程度

生活が悩まされるかを評価します。0－1点で軽症、2－4点で中等症、5－6点で重症となります。排尿状態

を検査するために、様々な検査が行われます。尿流測定は尿の勢いを検査します。腹部超音波検査は前立

腺の大きさや残尿量を測定します。経直腸的超音波検査で前立腺の大きさを正確に測定します。また、前

立腺内部の状態を詳しく調べることができます。直腸診は肛門から指を挿入し、前立腺の大きさや硬さを

評価します。尿検査は尿の性状を評価します。血液検査では腎機能や前立腺腫瘍マーカーを測定します。

最後に前立腺肥大症の治療について説明します。前立腺肥大症の治療として薬物療法と手術があります。

前立腺肥大症に対する薬物治療として機能的閉塞の解除、つまり前立腺部尿道の収縮を解除する薬として

α1アドレナリン受容体遮断薬、ホスホジエステラーゼ5阻害剤があります。機械的閉塞の解除、つまり前

立腺を小さくする薬として5α還元酵素阻害剤、抗アンドロゲン薬があります。前立腺肥大症の外科的治療

は薬物療法では治療効果が不十分、又は改善が期待できない場合に行われます。主に内視鏡を用いて肥大

した前立腺を小さくする経尿道的な手術が行われます。経尿道的前立腺切除術（TUR-P)、経尿道的前立腺

核出術（HoLEP)、経尿道的前立腺蒸散術（PVP,CVP)があります。

　前立腺肥大症は治療すると症状が軽快します。50歳を過ぎると前立腺がんも要チェックです。一度、医

療機関に受診されることをお勧めいたします。

第５回市民公開講座

第一部　　　

図 1
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前立腺肥大症について

大阪市立大学大学院医学研究科　泌尿器病態学　内田　潤次

　男性に多い尿のトラブルとして、①夜、

何度もトイレに起きて眠れない、②急にト

イレに行きたくなり、間に合わないかもと

冷や冷やする、③仕事中や会議中にすぐト

イレに行きたくなる、④トイレが気になっ

て旅行を楽しめない、⑤長時間の外出を避

けている、などがあります。この様な尿の

トラブルの原因として前立腺肥大症の可能

性があります。

　前立腺は膀胱の真下に位置し、尿道を取

り囲むように存在します。正常サイズはク

ルミ大です。精液の一部を作る生殖器官で

す。前立腺肥大症という疾患は前立腺が肥

大し、尿道を圧迫することにより起こる病

気（尿のトラブル）です。尿道の圧迫の様

式を示します。前立腺自体が大きくなって尿道を圧迫する機械的閉塞と交感神経が興奮し、前立腺が収縮

し、尿道を圧迫する機能的閉塞があります（図1）。前立腺体積は年齢とともに増加します。我が国の高齢

化社会を反映し、前立腺肥大症患者は年々増加しており、現在、55歳以上の5人に一人は前立腺肥大症患者

と報告されています。前立腺肥大症の原因は完全には分かっていませんが、加齢、男性ホルモンの変化が

大きく関与しています。また、前立腺肥大症と肥満，高血圧，高血糖および脂質異常症との関連も報告さ

れています。

　前立腺肥大症の特徴的な症状として①排尿時に感じる排尿症状、②膀胱に尿を貯めているとき（排尿と

排尿の間）に感じる蓄尿症状、③排尿した後に感じる排尿後症状の3つに分類されます。排尿症状として尿

勢低下、排尿遅延、尿線途絶、腹圧排尿、終末滴下があります。尿勢低下とは尿の勢いが弱い状態です。

排尿遅延とは尿を開始するまでに時間がかかることです。尿線途絶は尿をしている間に尿が何度も途切れ

ることを指します。腹圧排尿は尿が出にくいのでおなかに力を入れる状態です。終末滴下は尿の切れが悪

く、尿の終わりに尿がポタポタ出る状態です。蓄尿症状には頻尿、夜間頻尿、尿意切迫感、切迫性尿失禁

があります。頻尿は尿が近くて頻繁（ひんぱん）にトイレに行くことを指します。夜間頻尿とは夜寝てか

ら朝起きるまでに何度もトイレに行く状態です。尿意切迫感は急に尿意を感じ、トイレまで我慢すること

が難しい状態です。切迫性尿失禁とはトイレまで我慢できず、尿を漏らすことです。排尿後症状には残尿

感、排尿後尿滴下があります。残尿感は尿をした後に尿がまだ残っている感じがする状態です。排尿後尿

滴下は尿を出し終えて、着衣を直した頃やトイレを離れたのちに尿が垂れる状態を指します。

　前立腺肥大症を患うと尿閉（尿がしたいのに出ない）、肉眼的血尿（赤い尿が出る）、膀胱結石（膀胱

の中に石ができる）、尿路感染症（尿が濁り、発熱）、腎後性腎不全（尿の流れが悪くなり腎臓の働きが

低下する）などを合併する可能性があるので注意が必要です。

大阪市立大学泌尿器科における前立腺肥大症の診断、治療の流れを図2に示します。排尿障害を訴える50歳

以上の男性は基本的評価を行います。繰り返す尿閉、前立腺肥大症に起因する病態を合併した場合は即時

に手術を考慮します。それ以外は国際前立腺症状スコアを用いた評価を行います。軽症、中等症、重症に

分類します。中等症、重症であれば排尿機能、前立腺形態の評価を行います。全般重症度判定を行った後

に治療指針を提示します。その上で経過観察、薬物療法、手術が選択されます。

　国際前立腺症状スコアを図3上部に示します。合計点で評価します。0-7点で軽症、8-19点で中等症、20

点以上で重症と診断されます。図3下部にQOLスコアを示します。前立腺肥大症による症状によりどの程度

生活が悩まされるかを評価します。0－1点で軽症、2－4点で中等症、5－6点で重症となります。排尿状態

を検査するために、様々な検査が行われます。尿流測定は尿の勢いを検査します。腹部超音波検査は前立

腺の大きさや残尿量を測定します。経直腸的超音波検査で前立腺の大きさを正確に測定します。また、前

立腺内部の状態を詳しく調べることができます。直腸診は肛門から指を挿入し、前立腺の大きさや硬さを

評価します。尿検査は尿の性状を評価します。血液検査では腎機能や前立腺腫瘍マーカーを測定します。

最後に前立腺肥大症の治療について説明します。前立腺肥大症の治療として薬物療法と手術があります。
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夜間頻尿と過活動膀胱について

京都府立医科大学　浮村　理

　夜間頻尿とは、「夜、就寝後にトイレに行くために 1回以上起きなければならず、これにより

日常生活に支障をきたし、困っている状態」です。本人や家族の生活に支障がなければ治療する

必要はありませんが、通常、夜間の排尿回数が 2回以上になると、睡眠不足により日中の眠気、

疲れが取れない、倦怠感といった症状が出てくるようになります。また、夜中に何度もトイレに

行くため、転倒によるけがや骨折のリスクが高まることも問題視されています。夜間排尿１回以

上の人は、60 歳以上では 70％、70 歳以上では 80％、3回以上の割合が高齢になるほどに増えて、

70歳以上では３人中１人いるとされています。夜間頻尿は、膀胱が過敏となり、切迫感・昼間頻尿・

切迫性尿失禁を呈する過活動膀胱の症状でもあり、尿失禁と並んで、生活の質に影響する重要な

症状です。

　夜間頻尿の原因は、多尿（水分過剰摂取・

水再吸収障害・浸透圧利尿など）、夜間多

尿（水分過剰摂取・心血管性・薬剤性多

尿など）、下部尿路機能障害（過活動膀胱、

前立腺肥大症など）など泌尿器科関連の

原因のほか、睡眠障害・睡眠時無呼吸や、

循環器疾患（高血圧・心不全・虚血性心

疾患など）も原因となります。

　多尿や夜間多尿の診断には、排尿日誌

（排尿記録）が大変役立ちます。排尿ごと

に、排尿時刻、１回排尿量、尿意切迫感

の有無、尿漏れの有無、起床就寝時間を

記録しておきましょう。また、泌尿器科

を受診されて、診察を受ける場合、問診

票や検尿や超音波検査など、意外に恥ず

かしい検査は行われないので、安心して

相談されるといいでしょう。

夜間頻尿の治療は、まずは生活習慣の改善から（水分摂取量・就寝前のカフェイン・アルコール

制限、塩分を控える、規則正しい就寝・起床時間、脚のむくみ対策体操、夕方の軽い運動、寝る

前のぬるめの入浴、楽な下着とパジャマなど）、加えて、行動療法といわれる膀胱訓練、骨盤底

筋訓練も効果的です。生活習慣を改善しても改善がみられない場合には、原因に応じた薬物治療

が、下部尿路機能・睡眠障害・循環器疾患などの診断がつく場合に実施されます。
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が、下部尿路機能・睡眠障害・循環器疾患などの診断がつく場合に実施されます。

　次に治療です。治療は癌の進行度合いによって異なります（図 2）。そのため、癌の進行度を

正確に診断することが適切な治療を選択するうえで極めて重要なのです。病期診断で癌が粘膜内

にとどまっている場合には内視鏡手術で治療が可能です。再発が多い腫瘍なので再発予防のお薬

を投与し、定期的なフォローをしっかり行うことが重要です。　一方、癌が筋層という 2番目の

層に浸潤している場合には膀胱を摘除する膀胱全摘術が標準治療となります。　膀胱を摘除する

とおしっこを貯める袋がなくなるので、体の外に袋をつける手術を同時に行うことが一般的な治

療法です。しかし、最近では小腸の一部を切断して尿を貯める袋を形成し、膀胱を摘除した後の

部位に縫合・吻合する代用膀胱術という術式が行われるようになり、体の外に袋を付ける必要の

ない術式も行われるようになりました。また、内視鏡技術の進歩によってロボットを用いた腹腔

鏡手術が行われるようになり “小さい傷で手術後の痛みが軽い手術” が可能となりました（昨年

の講演会では実際のロボット手術における映像を動画でご覧頂きました）。

　また、特殊な治療として “膀胱を摘除せずに治療する膀胱温存療法” という方法も行われてい

ます。膀胱温存療法は、基本的に放射線照射、内視鏡手術、抗癌剤投与という 3種類の治療法を

組み合わせる集学的治療という治療法が一般的です。当院では膀胱局所に極めて高濃度の抗癌剤

を投与すると同時に、血液透析を併用することで全身の抗癌剤の濃度を適度にコントロールする

ことが可能な新規温存療法を開発し多くの患者様に適用してきました。紙面に限りがありますの

で、もし興味をお持ちの方は恐れ入りますがホームページをご参照下さい

(https://www.osaka-med.ac.jp/deps/uro/html/special.html)。　

　最後に膀胱以外の臓器に癌細胞が転移した場合についての治療について簡単にご説明します。

体のどこかに転移が見つかった場合、全身に癌の細胞が波及している可能性があるので、お薬の

全身投与が基本的な治療法です。抗癌剤を用いた化学療法を行う場合が一般的ですが、最近免疫

チェックポイント阻害剤などの新しいお薬が開発され、治療成績の向上が期待されています。

　以上、2020 年の講演内容について概要を説明させて頂きました。2021 年の私のセッションは

筋層非浸潤膀胱癌がテーマです。筋層非浸潤膀胱癌についての基礎知識から現在の最新治療に至

るまで、幅広いテーマでお話しさせて頂きたいと考えていますので是非お聞きください。

膀胱癌の診断と治療

大阪医科薬科大学病院　腎泌尿器外科　東　治人

　おしっこをためる袋 “膀胱” は、体の一番下の下腹の部分にあり、粘膜、筋層、漿膜という 3

層から構成されています。“膀胱癌” は、膀胱にできる “おでき” で一番内側の層、粘膜から発生

します。高齢者、特に 70 歳代に多く、男性は女性の 3－4倍の発症率であると言われています。

　症状は、血尿が最も一般的とされていて自覚症状がない腫瘍に比べて早期に発見されることが

多いのですが、血尿は 2－3日で消失してしまい痛みなどを伴わない場合、あるいは、必ずしも “目

でみて赤いおしっこ” が出るわけではなく、薬を飲んでも完治しない “難治性の膀胱炎” といっ

た症状で発症する場合もあります。このような場合には、放置されて病期が進行してしまうこと

もあるので注意が必要です。血尿、あるいは、難治性・再発性の膀胱炎を認めたら、すぐにお近

くの泌尿器科に相談して下さい。病院を受診すると必ずいろいろな検査をされるかと思います。

ここで簡単に検査について説明します。検査は大きく 3種類に分かれます（図１）。最初に行う

検査はスクリーニング検査といって多くの人から膀胱癌が疑わしい患者様を見分ける検査で “値

段が比較的安く、痛くない” 超音波検査（エコー）や尿細胞診（おしっこで見分ける検査）を行

うのが一般的です。これらのスクリーニング検査で癌が疑われる場合には “膀胱鏡” という内視

鏡検査を行い、膀胱の中に腫瘍があれば癌を確定するための組織検査（生検）を行います。生検

で癌細胞が認められた場合は “癌がどの程度広がっているかを確認するための検査” 病期診断検

査に進みます。病期診断にはMRI や CT、骨シンチグラフィなどの画像検査を用います。最近で

は PET―CT といって、全身の転移をより詳しく調べる検査も普及しています。



6

夜間頻尿と過活動膀胱について

京都府立医科大学　浮村　理

　夜間頻尿とは、「夜、就寝後にトイレに行くために 1回以上起きなければならず、これにより

日常生活に支障をきたし、困っている状態」です。本人や家族の生活に支障がなければ治療する

必要はありませんが、通常、夜間の排尿回数が 2回以上になると、睡眠不足により日中の眠気、

疲れが取れない、倦怠感といった症状が出てくるようになります。また、夜中に何度もトイレに

行くため、転倒によるけがや骨折のリスクが高まることも問題視されています。夜間排尿１回以

上の人は、60 歳以上では 70％、70 歳以上では 80％、3回以上の割合が高齢になるほどに増えて、

70歳以上では３人中１人いるとされています。夜間頻尿は、膀胱が過敏となり、切迫感・昼間頻尿・

切迫性尿失禁を呈する過活動膀胱の症状でもあり、尿失禁と並んで、生活の質に影響する重要な

症状です。

　夜間頻尿の原因は、多尿（水分過剰摂取・

水再吸収障害・浸透圧利尿など）、夜間多

尿（水分過剰摂取・心血管性・薬剤性多

尿など）、下部尿路機能障害（過活動膀胱、

前立腺肥大症など）など泌尿器科関連の

原因のほか、睡眠障害・睡眠時無呼吸や、

循環器疾患（高血圧・心不全・虚血性心

疾患など）も原因となります。

　多尿や夜間多尿の診断には、排尿日誌

（排尿記録）が大変役立ちます。排尿ごと

に、排尿時刻、１回排尿量、尿意切迫感

の有無、尿漏れの有無、起床就寝時間を

記録しておきましょう。また、泌尿器科

を受診されて、診察を受ける場合、問診

票や検尿や超音波検査など、意外に恥ず

かしい検査は行われないので、安心して

相談されるといいでしょう。

夜間頻尿の治療は、まずは生活習慣の改善から（水分摂取量・就寝前のカフェイン・アルコール

制限、塩分を控える、規則正しい就寝・起床時間、脚のむくみ対策体操、夕方の軽い運動、寝る

前のぬるめの入浴、楽な下着とパジャマなど）、加えて、行動療法といわれる膀胱訓練、骨盤底

筋訓練も効果的です。生活習慣を改善しても改善がみられない場合には、原因に応じた薬物治療

が、下部尿路機能・睡眠障害・循環器疾患などの診断がつく場合に実施されます。

　次に治療です。治療は癌の進行度合いによって異なります（図 2）。そのため、癌の進行度を

正確に診断することが適切な治療を選択するうえで極めて重要なのです。病期診断で癌が粘膜内

にとどまっている場合には内視鏡手術で治療が可能です。再発が多い腫瘍なので再発予防のお薬

を投与し、定期的なフォローをしっかり行うことが重要です。　一方、癌が筋層という 2番目の

層に浸潤している場合には膀胱を摘除する膀胱全摘術が標準治療となります。　膀胱を摘除する

とおしっこを貯める袋がなくなるので、体の外に袋をつける手術を同時に行うことが一般的な治

療法です。しかし、最近では小腸の一部を切断して尿を貯める袋を形成し、膀胱を摘除した後の

部位に縫合・吻合する代用膀胱術という術式が行われるようになり、体の外に袋を付ける必要の

ない術式も行われるようになりました。また、内視鏡技術の進歩によってロボットを用いた腹腔

鏡手術が行われるようになり “小さい傷で手術後の痛みが軽い手術” が可能となりました（昨年

の講演会では実際のロボット手術における映像を動画でご覧頂きました）。

　また、特殊な治療として “膀胱を摘除せずに治療する膀胱温存療法” という方法も行われてい

ます。膀胱温存療法は、基本的に放射線照射、内視鏡手術、抗癌剤投与という 3種類の治療法を

組み合わせる集学的治療という治療法が一般的です。当院では膀胱局所に極めて高濃度の抗癌剤

を投与すると同時に、血液透析を併用することで全身の抗癌剤の濃度を適度にコントロールする

ことが可能な新規温存療法を開発し多くの患者様に適用してきました。紙面に限りがありますの

で、もし興味をお持ちの方は恐れ入りますがホームページをご参照下さい

(https://www.osaka-med.ac.jp/deps/uro/html/special.html)。　

　最後に膀胱以外の臓器に癌細胞が転移した場合についての治療について簡単にご説明します。

体のどこかに転移が見つかった場合、全身に癌の細胞が波及している可能性があるので、お薬の

全身投与が基本的な治療法です。抗癌剤を用いた化学療法を行う場合が一般的ですが、最近免疫

チェックポイント阻害剤などの新しいお薬が開発され、治療成績の向上が期待されています。

　以上、2020 年の講演内容について概要を説明させて頂きました。2021 年の私のセッションは

筋層非浸潤膀胱癌がテーマです。筋層非浸潤膀胱癌についての基礎知識から現在の最新治療に至

るまで、幅広いテーマでお話しさせて頂きたいと考えていますので是非お聞きください。

膀胱癌の診断と治療

大阪医科薬科大学病院　腎泌尿器外科　東　治人

　おしっこをためる袋 “膀胱” は、体の一番下の下腹の部分にあり、粘膜、筋層、漿膜という 3

層から構成されています。“膀胱癌” は、膀胱にできる “おでき” で一番内側の層、粘膜から発生

します。高齢者、特に 70 歳代に多く、男性は女性の 3－4倍の発症率であると言われています。

　症状は、血尿が最も一般的とされていて自覚症状がない腫瘍に比べて早期に発見されることが

多いのですが、血尿は 2－3日で消失してしまい痛みなどを伴わない場合、あるいは、必ずしも “目

でみて赤いおしっこ” が出るわけではなく、薬を飲んでも完治しない “難治性の膀胱炎” といっ

た症状で発症する場合もあります。このような場合には、放置されて病期が進行してしまうこと

もあるので注意が必要です。血尿、あるいは、難治性・再発性の膀胱炎を認めたら、すぐにお近

くの泌尿器科に相談して下さい。病院を受診すると必ずいろいろな検査をされるかと思います。

ここで簡単に検査について説明します。検査は大きく 3種類に分かれます（図１）。最初に行う

検査はスクリーニング検査といって多くの人から膀胱癌が疑わしい患者様を見分ける検査で “値

段が比較的安く、痛くない” 超音波検査（エコー）や尿細胞診（おしっこで見分ける検査）を行

うのが一般的です。これらのスクリーニング検査で癌が疑われる場合には “膀胱鏡” という内視

鏡検査を行い、膀胱の中に腫瘍があれば癌を確定するための組織検査（生検）を行います。生検

で癌細胞が認められた場合は “癌がどの程度広がっているかを確認するための検査” 病期診断検

査に進みます。病期診断にはMRI や CT、骨シンチグラフィなどの画像検査を用います。最近で

は PET―CT といって、全身の転移をより詳しく調べる検査も普及しています。

第５回市民公開講座

第二部　　　
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部位に縫合・吻合する代用膀胱術という術式が行われるようになり、体の外に袋を付ける必要の

ない術式も行われるようになりました。また、内視鏡技術の進歩によってロボットを用いた腹腔

鏡手術が行われるようになり “小さい傷で手術後の痛みが軽い手術” が可能となりました（昨年

の講演会では実際のロボット手術における映像を動画でご覧頂きました）。
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腎がんの病態と外科的治療

大阪大学　泌尿器科　野々村　祝夫

疫学

　我が国では毎年約 20000 人が腎がんに罹患し、8000 人が亡くなっているとされている。男女

比がほぼ 2：1で男性に多く、中高年層に好発する。発症の危険因子として、肥満、高血圧、喫煙、

肉類や乳製品の過剰摂取がある。臨床症状としての代表的なものは、血尿、疼痛、腫瘤触知であ

るが、最近ではこれらの症状を伴わず、検診などで早期発見されるケースが増えている。症状を

伴う腎がんは全体の 20－30％程度である。

病理

　腎がんと行っても、組織学的には様々な

ものがある。代表的なものを図 1に示す。

遺伝的背景についてもいろいろと研究が進

み、それぞれの組織型が個々の遺伝子異常

と紐付けされるようになりつつある。例え

ば、腎がんの中で最も頻度の高い淡明細胞

型腎がんでは、高頻度に 3 番染色体上の

VHL という遺伝子に異常が見られる。

小径腎がんの自然史

　現在用いられている腎がん取り扱い規約においては、腫瘍径 4cm以下のものは T1a、

4cm-7cmを T1b、7cm-10cmを T2a、10cmを越えると T2b となる。腫瘍そのもののステージは

大きさによって決めている。後述するが、T1a は早期のがんと考えられ、手術においても部分的

な切除で充分と判断されている。4cm以下の小径腎がんを放置すると、おおよそ毎年約 3mmず

つ腫瘍径が増大すると報告されている。病期分類を図 2に示す。

臨床症状

　前述の通り、典型的な症状は、血尿、疼

痛（腰背部の）、腫瘤触知であるが、それ

以外にも間接的な症状として、発熱、貧血、

全身倦怠感、体重減少など全身の症状もし

ばしば伴う。また、転移症例などでは転移

病巣の症状で見つかるケースがある。例え

ば、骨転移などでは骨折を契機に発見され

ることがある。
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診断

　何らかの症状を伴っていたり、検診や他疾患の精査中に偶然に腎がんの存在が疑われた場合、

画像による精査が必須となる。その際に最も診断精度の高い画像検査がCTである。2cm以下の小

さな腫瘍では、CTでも正確な診断がつけがたいこともあり、その様な場合には針生検を行って

組織学的に確定診断をつけることもある。

外科的治療

　外科的治療とはすなわち手術である。手術には、腎がんの病巣部分のみを切除する腎部分切除

術（あるいは腫瘍核出術）と、腫瘍を腎臓と一塊にして切除する腎全摘除術がある。これらの手

術をどのような方法で行うかによって、開腹手術と体腔鏡手術（腹腔鏡手術）に分けることがで

きる。さらに腹腔鏡手術も、手術用支援ロボットを用いる物と従来通りの腹腔鏡手術に分けられ

る。

　基本的に腫瘍径が4cm以下であれば、

術後の腎機能低下を少しでも減らすために

腎部分切除術（あるいは腫瘍核出術）が推

奨される。4cm以下の腫瘍であれば、主要

部分のみの摘除で、術後の再発率は全摘除

術と比較して差が無いことが分かっている。

しかし、腫瘍の存在部位によっては、この

限りではない。4cm以下の小径腎がんの術

後の予後は極めて良好で、5年のがん特異

的生存率はほぼ100％である。腎全摘除術

と腎部分切除術を図3に示す。
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3. 進行性腎がんに対する薬物治療
(1) 腎摘除術の可否

　進行性腎がんとはすでに転移が認められる状態を意味しますので、お薬による治療が主体とな

ります。一般に転移があるがんの場合にはもとのがんがある臓器の摘出手術は行わないことが多

いですが、腎がんの場合に限っては転移があっても腎摘除術を行うことが一般的でした。これは

従来腎がんに対して有効なお薬がなかったことも関係していますが、最近では腎がんに対しても

効果のある多くのお薬が見つかってきたため、腎摘除術を行うかどうかについては意見が分かれ

るような状況になってきています。

(2) 進行性腎がんに対する薬物治療の変遷

　腎がんに対する薬物治療の変遷をスライド 2 に示します。腎がんに対しては通常の抗がん剤が

ほとんど無効であるため 2007 年までは免疫療法の 1 種であるサイトカイン療法が主体でした。

サイトカインとは腫瘍を攻撃する免疫細胞を賦活化できる物質ですが、残念ながら効果はそれほ

ど高くありませんでした。2008 年に登場してきたのが、前述した分子標的薬です。分子標的薬

と抗がん剤の違いは、抗がん剤が分裂の早い細胞に対してがん細胞と正常細胞の区別なく攻撃す

るのに対し、抗がん剤はがんの増殖に特異的な経路をブロックします。従来のサイトカイン療法

よりもがんをやっつける力は強かったのですが、従来の抗がん剤とは異なった独特の副作用（高

血圧、手足症候群、甲状腺機能低下）があります。また一時的にがんをやっつけてくれるので生

存期間の延長は認められたのですが残念ながら完治することは非常にまれでした。

(3) 免疫チェックポイント阻害薬の登場

　次に登場してきたのが免疫チェックポイント阻害薬と言われるお薬です。免疫チェックポイン

ト阻害薬は、がんが本来持っている免疫細胞に対する防御機構（チェックポイント）を破綻させ

ることにより攻撃能力を高める方法で、京都大学の本庶佑先生が発見され 2018 年にノーベル賞

を受賞されたお薬です。肺癌や尿路上皮がん、消化器がん、悪性黒色腫など多くのがんで最近注

目を集めているお薬です。免疫チェックポイント阻害薬はどの防御機構（チェックポイント）を

ブロックするかにより抗 PD1 抗体、抗 PDL1 抗体、抗 CTLA 抗体などがあり効果や副作用が若干

進行性腎がんに対する薬物治療

和歌山県立医科大学泌尿器科　原　勲

1. がん治療における 3本柱
　がん治療では手術、放射線治療、薬物治療が 3 本柱として存在します。一般にがんが標的臓器

に限局していて転移がない場合には手術や放射線治療が選択されますが、いったんがんが他臓器

に転移を来すと手術や放射線治療などの局所治療は適応外となり、代わりにお薬による治療（薬

物治療）が主体になります。

2. がんに対する薬物治療
　がんに対する薬物療法の主体は、従来は抗がん剤が主に用いられてきましたが、近年の医学の

進歩により抗がん剤以外のお薬も次々に見つかってきました（スライド 1）。例えば前立腺がん

や乳がんなど男性ホルモンや女性ホルモンに依存しているようながんではホルモン療法が有効で

す。それ以外にもがんの増殖に必要な経路を特異的にブロックする分子標的薬や、がんに対する

免疫の力を活性化する免疫療法が広く使用されるようになってきています。さらに免疫療法の中

にもいくつもの種類があり、がんをやっつけてくれる免疫細胞を活性化されるサイトカイン療法

や、がんが本来持っている免疫細胞に対する防御機構を破綻させることにより攻撃能力を高める

免疫チェックポイント阻害薬もあります。

　重要なことは同じ薬であってもそれぞれのがんの種類により非常によく効いたり、あるいは

まったく効果がない場合もありますので、がんの種類や進み具合（ステージ）により適切なお薬

を選択することが重要です。
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５　前立腺がんの可能性を知るために血液検査（PSA検査）を
　特に、早期前立腺がんは、特徴的な自覚症状がほとんどないため、ご自身で、積極的に前立腺

がんを見つける努力をすることが大切です。しかし、安心してください。前立腺がんの可能性は

血液検査（PSAという腫瘍マーカー）で知ることができます。市民検診などでも（市町村によっ

てはオプションとして）測定可能です。PSA 4ng/mL以上で癌の可能性が高くなります。4 -10ng/mL で

40％程度、50ng/mL 以上では80－90％で前立腺がんが見つかります。PSAは癌か非癌かの判定

だけでなく、進行度も推測できます。PSA 100ng/mL以上の場合には、すでに何らかの転移があ

る可能性が高いです。

６　がんの確定診断には前立腺生検
　PSAだけでは、前立腺がんの確定診断はできませ

ん。組織診断（前立腺生検）が必要です。前立腺生検

は、肛門から前立腺を超音波で見ながら、前立腺に針

を刺して前立腺組織を採取する検査です。肛門から針

を刺す方法（経肛門的）と肛門の近くの会陰と言われ

る皮膚から針を刺す方法（経会陰的）があります。生

検は簡単な麻酔をして行います。1日程度の入院をする施設が多いと思います。採取した組織を

顕微鏡で見て癌かどうか確定診断をします。

　生検は多少の苦痛を伴う検査ですので、行うかどうか決めるために、MRIで前立腺がんの可能

性が高いかどうか調べることも多くなってきています。ただし、MRIで癌らしい部分がないから

といって、癌でないとは言い切れないので、やはり、生検が必要な場合も多いです。

　最近では、MRI画像と超音波画像を重ね合わせて、癌らしい部分を中心に生検するような方法

（MRI画像を用いた狙撃的生検）を行う施設もあります。

前立腺がんの病態と診断

関西医科大学　腎泌尿器外科　木下　秀文

１　前立腺と前立腺がん
　前立腺は骨盤の深い位置にある栗の実くらいの大きさの臓器で、男性にしかないものです。ペニ

スと膀胱の間にあり、膀胱にたまった尿は、前立腺の真ん中の通路（前立腺部尿道）を通ってペ

ニスから出ます。働きは精液を作ることです（精子は精巣で作られます）。前立腺には、2つの

重要な病気があります。1つは前立腺肥大症で、もう1つが前立腺がんです。前立腺肥大症は良性
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　前立腺は男性特有の臓器ですが、前立腺の成長にもテストステロンが必要です。前立腺細胞か

ら発生する前立腺がん細胞も、そのほとんどは男性ホルモンに依存して、大きくなります。この

ようながんをホルモン依存性がんと呼び、女性の乳がん、男性の前立腺がんが有名です。この性

質にもとづいて、抗男性ホルモン療法と呼ばれる薬物治療が行われています。

３　前立腺がんの頻度
　前立腺がんは急激に増加していま

す。以前は、比較的少なかったので

すが、日本人が長寿になったこと

や、食生活の欧米化などにより増加

しています。この数年間では、毎年

9万人前後が前立腺がんにかかり、1

万１千―２千人が前立腺がんで死亡

しています。男性のがんの中では、

肺がん、胃がん、大腸がんとほぼ同

じくらいの頻度で診断され、１位の

グループを形成しています。前立腺

がんにかかるのは高齢男性が多いという特徴があります。５０－５５歳に比べて７０歳以上では
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2. がんに対する薬物治療
　がんに対する薬物療法の主体は、従来は抗がん剤が主に用いられてきましたが、近年の医学の
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や乳がんなど男性ホルモンや女性ホルモンに依存しているようながんではホルモン療法が有効で

す。それ以外にもがんの増殖に必要な経路を特異的にブロックする分子標的薬や、がんに対する

免疫の力を活性化する免疫療法が広く使用されるようになってきています。さらに免疫療法の中

にもいくつもの種類があり、がんをやっつけてくれる免疫細胞を活性化されるサイトカイン療法

や、がんが本来持っている免疫細胞に対する防御機構を破綻させることにより攻撃能力を高める

免疫チェックポイント阻害薬もあります。

　重要なことは同じ薬であってもそれぞれのがんの種類により非常によく効いたり、あるいは

まったく効果がない場合もありますので、がんの種類や進み具合（ステージ）により適切なお薬

を選択することが重要です。

異なります。免疫チェックポイント阻害薬の特筆すべき特徴は少ないながらも完治する患者さん

がいることです。抗がん剤や分子標的薬はがんをやっつける力は結構強いのですが、がんを完全

にやっつけることは難しくやがてはがんが再増大することがほとんどでした。またお薬を投与し

ている時は腫瘍をおさえることができても投与をやめるとがんは再び大きくなってしまいます。

免疫チェックポイントでは投与をやめても長期にわたって効果が持続することが多くのがんで報

告されています。ただし副作用として正常な細胞を自分の免疫の力でやっつけてしまうことがあ

り自己免疫疾患に類似した副作用が多種の臓器（甲状腺、肺、肝臓、膵臓、腎臓）で起こり得る

ことが知られています。したがって免疫チェックポイント阻害薬を投与する時は多くの臓器に関

して内科系の専門の先生にすぐに相談できるような体制で治療することが必要です。

(3) 併用療法の有用性

　このように従来有効なお薬のなかった腎がんに対しても多くの有用なお薬が使えるようになっ

てきました。現在はこうした有用なお薬を併用することによりさらに治療成績が向上することが

示されています。2 種類の異なった免疫チェックポイント阻害薬（抗 PD1 抗体と抗 CTLA 抗体）

を同時に用いる方法や、免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬を組み合わせる方法が標準治

療として普及しつつあります。

4. 今後の展望（スライド 3）
　がんに対する薬物治療の進歩は目覚ましく腎がんだけでも多くのお薬が登場し、いろいろな使

われ方がされるようになってきています。どのお薬にも特有の副作用がありますので治療を受け

られる際にはこうした薬物治療の経験の豊かな医師のもとで治療されることをお勧めいたしま

す。また現在開発中のお薬もたくさんありますので進行性だからと言って諦めることなく治療に

前向きに取り組むことを願っています。
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５　前立腺がんの可能性を知るために血液検査（PSA検査）を
　特に、早期前立腺がんは、特徴的な自覚症状がほとんどないため、ご自身で、積極的に前立腺

がんを見つける努力をすることが大切です。しかし、安心してください。前立腺がんの可能性は

血液検査（PSAという腫瘍マーカー）で知ることができます。市民検診などでも（市町村によっ

てはオプションとして）測定可能です。PSA 4ng/mL以上で癌の可能性が高くなります。4 -10ng/mL で

40％程度、50ng/mL 以上では80－90％で前立腺がんが見つかります。PSAは癌か非癌かの判定

だけでなく、進行度も推測できます。PSA 100ng/mL以上の場合には、すでに何らかの転移があ

る可能性が高いです。

６　がんの確定診断には前立腺生検
　PSAだけでは、前立腺がんの確定診断はできませ

ん。組織診断（前立腺生検）が必要です。前立腺生検

は、肛門から前立腺を超音波で見ながら、前立腺に針

を刺して前立腺組織を採取する検査です。肛門から針

を刺す方法（経肛門的）と肛門の近くの会陰と言われ

る皮膚から針を刺す方法（経会陰的）があります。生

検は簡単な麻酔をして行います。1日程度の入院をする施設が多いと思います。採取した組織を

顕微鏡で見て癌かどうか確定診断をします。

　生検は多少の苦痛を伴う検査ですので、行うかどうか決めるために、MRIで前立腺がんの可能

性が高いかどうか調べることも多くなってきています。ただし、MRIで癌らしい部分がないから

といって、癌でないとは言い切れないので、やはり、生検が必要な場合も多いです。

　最近では、MRI画像と超音波画像を重ね合わせて、癌らしい部分を中心に生検するような方法

（MRI画像を用いた狙撃的生検）を行う施設もあります。

前立腺がんの病態と診断

関西医科大学　腎泌尿器外科　木下　秀文

１　前立腺と前立腺がん
　前立腺は骨盤の深い位置にある栗の実くらいの大きさの臓器で、男性にしかないものです。ペニ

スと膀胱の間にあり、膀胱にたまった尿は、前立腺の真ん中の通路（前立腺部尿道）を通ってペ

ニスから出ます。働きは精液を作ることです（精子は精巣で作られます）。前立腺には、2つの

重要な病気があります。1つは前立腺肥大症で、もう1つが前立腺がんです。前立腺肥大症は良性

疾患で、尿の出具合に関係します。前立腺がんは、胃がん、乳がんや肺がんと同じ悪性の病気です。

２　前立腺は男性ホルモン（テストステロン）に依存して成長します
　男性が、男性らしく成長し、活動するためには男性ホルモン（テストステロン）が必要です。

　前立腺は男性特有の臓器ですが、前立腺の成長にもテストステロンが必要です。前立腺細胞か

ら発生する前立腺がん細胞も、そのほとんどは男性ホルモンに依存して、大きくなります。この

ようながんをホルモン依存性がんと呼び、女性の乳がん、男性の前立腺がんが有名です。この性

質にもとづいて、抗男性ホルモン療法と呼ばれる薬物治療が行われています。

３　前立腺がんの頻度
　前立腺がんは急激に増加していま

す。以前は、比較的少なかったので

すが、日本人が長寿になったこと

や、食生活の欧米化などにより増加

しています。この数年間では、毎年

9万人前後が前立腺がんにかかり、1

万１千―２千人が前立腺がんで死亡

しています。男性のがんの中では、

肺がん、胃がん、大腸がんとほぼ同

じくらいの頻度で診断され、１位の

グループを形成しています。前立腺

がんにかかるのは高齢男性が多いという特徴があります。５０－５５歳に比べて７０歳以上では

３０倍も増えるというデータもあります。

４　前立腺がんの症状
　前立腺がんの特徴として、初期（早期）には症状が出にくいことがあります。高齢男性の多く

は、前立腺肥大症になっているので、尿が出にくかったり、頻尿（尿の回数が多い）だったりし

ますが、前立腺肥大症の症状なのか、前立腺がんの症状なのか全く区別がつきません。前立腺が

んが進行して転移を起こした場合、背中や骨盤の骨への転移が多く、背中や腰の痛みが起こりま

す。腰痛なども誰にでも起こる症状ですが、注意深く調べると前立腺がんの転移であった、とい

うようなこともあります。

3. 進行性腎がんに対する薬物治療
(1) 腎摘除術の可否

　進行性腎がんとはすでに転移が認められる状態を意味しますので、お薬による治療が主体とな

ります。一般に転移があるがんの場合にはもとのがんがある臓器の摘出手術は行わないことが多

いですが、腎がんの場合に限っては転移があっても腎摘除術を行うことが一般的でした。これは

従来腎がんに対して有効なお薬がなかったことも関係していますが、最近では腎がんに対しても

効果のある多くのお薬が見つかってきたため、腎摘除術を行うかどうかについては意見が分かれ

るような状況になってきています。

(2) 進行性腎がんに対する薬物治療の変遷

　腎がんに対する薬物治療の変遷をスライド 2 に示します。腎がんに対しては通常の抗がん剤が

ほとんど無効であるため 2007 年までは免疫療法の 1 種であるサイトカイン療法が主体でした。

サイトカインとは腫瘍を攻撃する免疫細胞を賦活化できる物質ですが、残念ながら効果はそれほ

ど高くありませんでした。2008 年に登場してきたのが、前述した分子標的薬です。分子標的薬

と抗がん剤の違いは、抗がん剤が分裂の早い細胞に対してがん細胞と正常細胞の区別なく攻撃す

るのに対し、抗がん剤はがんの増殖に特異的な経路をブロックします。従来のサイトカイン療法

よりもがんをやっつける力は強かったのですが、従来の抗がん剤とは異なった独特の副作用（高

血圧、手足症候群、甲状腺機能低下）があります。また一時的にがんをやっつけてくれるので生

存期間の延長は認められたのですが残念ながら完治することは非常にまれでした。

(3) 免疫チェックポイント阻害薬の登場

　次に登場してきたのが免疫チェックポイント阻害薬と言われるお薬です。免疫チェックポイン

ト阻害薬は、がんが本来持っている免疫細胞に対する防御機構（チェックポイント）を破綻させ

ることにより攻撃能力を高める方法で、京都大学の本庶佑先生が発見され 2018 年にノーベル賞

を受賞されたお薬です。肺癌や尿路上皮がん、消化器がん、悪性黒色腫など多くのがんで最近注

目を集めているお薬です。免疫チェックポイント阻害薬はどの防御機構（チェックポイント）を

ブロックするかにより抗 PD1 抗体、抗 PDL1 抗体、抗 CTLA 抗体などがあり効果や副作用が若干

進行性腎がんに対する薬物治療

和歌山県立医科大学泌尿器科　原　勲

1. がん治療における 3本柱
　がん治療では手術、放射線治療、薬物治療が 3 本柱として存在します。一般にがんが標的臓器

に限局していて転移がない場合には手術や放射線治療が選択されますが、いったんがんが他臓器

に転移を来すと手術や放射線治療などの局所治療は適応外となり、代わりにお薬による治療（薬

物治療）が主体になります。

2. がんに対する薬物治療
　がんに対する薬物療法の主体は、従来は抗がん剤が主に用いられてきましたが、近年の医学の

進歩により抗がん剤以外のお薬も次々に見つかってきました（スライド 1）。例えば前立腺がん

や乳がんなど男性ホルモンや女性ホルモンに依存しているようながんではホルモン療法が有効で

す。それ以外にもがんの増殖に必要な経路を特異的にブロックする分子標的薬や、がんに対する

免疫の力を活性化する免疫療法が広く使用されるようになってきています。さらに免疫療法の中

にもいくつもの種類があり、がんをやっつけてくれる免疫細胞を活性化されるサイトカイン療法

や、がんが本来持っている免疫細胞に対する防御機構を破綻させることにより攻撃能力を高める

免疫チェックポイント阻害薬もあります。

　重要なことは同じ薬であってもそれぞれのがんの種類により非常によく効いたり、あるいは

まったく効果がない場合もありますので、がんの種類や進み具合（ステージ）により適切なお薬

を選択することが重要です。
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血液検査（PSAという腫瘍マーカー）で知ることができます。市民検診などでも（市町村によっ
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40％程度、50ng/mL 以上では80－90％で前立腺がんが見つかります。PSAは癌か非癌かの判定

だけでなく、進行度も推測できます。PSA 100ng/mL以上の場合には、すでに何らかの転移があ

る可能性が高いです。

６　がんの確定診断には前立腺生検
　PSAだけでは、前立腺がんの確定診断はできませ

ん。組織診断（前立腺生検）が必要です。前立腺生検

は、肛門から前立腺を超音波で見ながら、前立腺に針

を刺して前立腺組織を採取する検査です。肛門から針

を刺す方法（経肛門的）と肛門の近くの会陰と言われ

る皮膚から針を刺す方法（経会陰的）があります。生

検は簡単な麻酔をして行います。1日程度の入院をする施設が多いと思います。採取した組織を

顕微鏡で見て癌かどうか確定診断をします。

　生検は多少の苦痛を伴う検査ですので、行うかどうか決めるために、MRIで前立腺がんの可能

性が高いかどうか調べることも多くなってきています。ただし、MRIで癌らしい部分がないから

といって、癌でないとは言い切れないので、やはり、生検が必要な場合も多いです。

　最近では、MRI画像と超音波画像を重ね合わせて、癌らしい部分を中心に生検するような方法

（MRI画像を用いた狙撃的生検）を行う施設もあります。

前立腺がんの病態と診断

関西医科大学　腎泌尿器外科　木下　秀文

１　前立腺と前立腺がん
　前立腺は骨盤の深い位置にある栗の実くらいの大きさの臓器で、男性にしかないものです。ペニ

スと膀胱の間にあり、膀胱にたまった尿は、前立腺の真ん中の通路（前立腺部尿道）を通ってペ

ニスから出ます。働きは精液を作ることです（精子は精巣で作られます）。前立腺には、2つの

重要な病気があります。1つは前立腺肥大症で、もう1つが前立腺がんです。前立腺肥大症は良性

疾患で、尿の出具合に関係します。前立腺がんは、胃がん、乳がんや肺がんと同じ悪性の病気です。

２　前立腺は男性ホルモン（テストステロン）に依存して成長します
　男性が、男性らしく成長し、活動するためには男性ホルモン（テストステロン）が必要です。

　前立腺は男性特有の臓器ですが、前立腺の成長にもテストステロンが必要です。前立腺細胞か

ら発生する前立腺がん細胞も、そのほとんどは男性ホルモンに依存して、大きくなります。この

ようながんをホルモン依存性がんと呼び、女性の乳がん、男性の前立腺がんが有名です。この性

質にもとづいて、抗男性ホルモン療法と呼ばれる薬物治療が行われています。

３　前立腺がんの頻度
　前立腺がんは急激に増加していま

す。以前は、比較的少なかったので

すが、日本人が長寿になったこと

や、食生活の欧米化などにより増加

しています。この数年間では、毎年

9万人前後が前立腺がんにかかり、1

万１千―２千人が前立腺がんで死亡

しています。男性のがんの中では、

肺がん、胃がん、大腸がんとほぼ同

じくらいの頻度で診断され、１位の

グループを形成しています。前立腺

がんにかかるのは高齢男性が多いという特徴があります。５０－５５歳に比べて７０歳以上では

３０倍も増えるというデータもあります。

４　前立腺がんの症状
　前立腺がんの特徴として、初期（早期）には症状が出にくいことがあります。高齢男性の多く

は、前立腺肥大症になっているので、尿が出にくかったり、頻尿（尿の回数が多い）だったりし

ますが、前立腺肥大症の症状なのか、前立腺がんの症状なのか全く区別がつきません。前立腺が

んが進行して転移を起こした場合、背中や骨盤の骨への転移が多く、背中や腰の痛みが起こりま

す。腰痛なども誰にでも起こる症状ですが、注意深く調べると前立腺がんの転移であった、とい

うようなこともあります。

限局性前立腺がんに対する治療

兵庫医科大学　泌尿器科・腎移植センター　山本　新吾

　限局性前立腺がんの治療には手術療法、放射線療法（外照射、重粒子、小線源）、ホルモン療

法などさまざまな治療法がありますが、これらは年齢、診断時の血中PSA値、がんの悪性度（グ

リソンスコア）、がんの進行程度（病期）、によって決定されます。特に早期がん（病期A～

B）においては、手術療法や放射線療法の長期成績が同程度と考えられているため、患者さんの

希望をとりいれながら決定されます。

・PSA監視療法：
　前立腺がん治療は、手術療法、放射線療法、内分泌療法のいずれにしても排尿機能や性機能に

少なからず影響を及ぼすため、程度の差はあるもののQOL低下は必須です。そのため、血清PSA

値が低く（10ng/ml未満）、針生検組織の悪性度が低ければ（グリソンスコア 3＋3、陽性本数が

2本以下）、積極的な治療を行わずに定期的にPSA検査を実施しながら経過観察するという選択

もあります。PSA上昇、再生検でグリソンスコアの悪化など、根治治療が必要と判断されたとき

は積極的治療に移行します。PSA監視療法は患者のQOL維持が目的ですが、定期的にPSAの上昇

がないか測定していかなければならないこと、必要に応じて再度針生検を受けなければならない

ことなど、患者に精神的負担感、不安を強いる可能性もあります。

・根治的前立腺摘除術：
　一般的に75歳までの早期がん（病期A～B）が対象となります。手術により、前立腺を切除し

て膀胱と尿道をつなぎます。方法として、開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援下腹腔鏡手術が

ありますが、現在ではロボット支援下腹腔鏡手術が一般的です。術後合併症として腹圧性尿失禁

がありますが、ロボット支援下腹腔鏡手術の導入と手術手技の発達によりほとんど見られないか、

あっても軽度になっています。もうひとつの合併症として、勃起神経も一緒に切除することによ

り勃起不全（ED）がおこりますが、がんの悪性度と発生位置によっては勃起神経を温存するこ

とも可能です。約2週間の入院が必要です。

・ 外照射放射線療法：
　手術と同程度の治療成績が得られるといわれています。一般に転移の認められない症例（病期

A～C）が適応になりますが、病期C（局所浸潤がん）では、根治的前立腺摘除術よりも外照射放

射線療法が選択されることが多い傾向にあります。重篤な副作用として、放射線性直腸炎、放射

線性膀胱炎などがありますが、強度変調放射線治療(IMRT)によりコンピューターとCTスキャンを

用いて正確に前立腺に照射することにより、このような副作用の出現をかなり低く軽度に抑えら

れるようになってきています。高度先進医療として施行されていた重粒子線治療も2018年度より

保険適応となりました。近年では、直腸を放射線障害からまもるために、前立腺と直腸の間に

SpaceOAR®というゲル状の物質を挿入し、前立腺と直腸の間を1～1.5cm程度離すことで直腸の

被曝量を低減させる処置もおこなわれています。毎日（月～金曜日）外来通院することが必要で、

以前は治療期間として７～8週間必要でしたが、最近では4～6週間と短縮される傾向にあります。

・小線源療法（ブラキセラピー）：ごく小さな放射線源を前立腺に埋め込む放射線療法で、約4

日の入院が必要です。外照射放射線療法に比べやや副作用は少なく、性機能が温存できる可能性

が高いことが利点です。早期がん（病期A～B）が対象となりますが、がんの悪性度やPSA値によ

って外照射放射線療法を追加することがあります。外照射放射線療法と同様に、直腸を放射線障

害からまもるために、SpaceOAR®も併用されます。

・内分泌（ホルモン）療法：
　一般には、全身転移をともな

い、上記の限局性前立腺がんに

対する治療が適応とならない進

行性の前立腺がん（病期D）に

施行されます。しかし、早期が

んでも、高齢や合併症（心疾患、

肺疾患など）のために手術や放

射線療法が施行できない場合に

も内分泌療法が選択されます。

男性ホルモン（アンドロゲン）

の約95%を産生する精巣を摘出

する方法（除睾術）と、LH-RH

（黄体形成ホルモン放出ホルモ

ン）類似薬（または拮抗薬）に

よって精巣からの男性ホルモン

産生を低くする方法があります。

これら去勢術に加えて、抗アン

ドロゲン剤を内服することによ

りがん増殖を強力に抑制します。
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５　前立腺がんの可能性を知るために血液検査（PSA検査）を
　特に、早期前立腺がんは、特徴的な自覚症状がほとんどないため、ご自身で、積極的に前立腺

がんを見つける努力をすることが大切です。しかし、安心してください。前立腺がんの可能性は

血液検査（PSAという腫瘍マーカー）で知ることができます。市民検診などでも（市町村によっ

てはオプションとして）測定可能です。PSA 4ng/mL以上で癌の可能性が高くなります。4 -10ng/mL で

40％程度、50ng/mL 以上では80－90％で前立腺がんが見つかります。PSAは癌か非癌かの判定

だけでなく、進行度も推測できます。PSA 100ng/mL以上の場合には、すでに何らかの転移があ

る可能性が高いです。

６　がんの確定診断には前立腺生検
　PSAだけでは、前立腺がんの確定診断はできませ

ん。組織診断（前立腺生検）が必要です。前立腺生検

は、肛門から前立腺を超音波で見ながら、前立腺に針

を刺して前立腺組織を採取する検査です。肛門から針

を刺す方法（経肛門的）と肛門の近くの会陰と言われ

る皮膚から針を刺す方法（経会陰的）があります。生

検は簡単な麻酔をして行います。1日程度の入院をする施設が多いと思います。採取した組織を

顕微鏡で見て癌かどうか確定診断をします。

　生検は多少の苦痛を伴う検査ですので、行うかどうか決めるために、MRIで前立腺がんの可能

性が高いかどうか調べることも多くなってきています。ただし、MRIで癌らしい部分がないから

といって、癌でないとは言い切れないので、やはり、生検が必要な場合も多いです。

　最近では、MRI画像と超音波画像を重ね合わせて、癌らしい部分を中心に生検するような方法

（MRI画像を用いた狙撃的生検）を行う施設もあります。

前立腺がんの病態と診断

関西医科大学　腎泌尿器外科　木下　秀文

１　前立腺と前立腺がん
　前立腺は骨盤の深い位置にある栗の実くらいの大きさの臓器で、男性にしかないものです。ペニ

スと膀胱の間にあり、膀胱にたまった尿は、前立腺の真ん中の通路（前立腺部尿道）を通ってペ

ニスから出ます。働きは精液を作ることです（精子は精巣で作られます）。前立腺には、2つの

重要な病気があります。1つは前立腺肥大症で、もう1つが前立腺がんです。前立腺肥大症は良性

疾患で、尿の出具合に関係します。前立腺がんは、胃がん、乳がんや肺がんと同じ悪性の病気です。

２　前立腺は男性ホルモン（テストステロン）に依存して成長します
　男性が、男性らしく成長し、活動するためには男性ホルモン（テストステロン）が必要です。

　前立腺は男性特有の臓器ですが、前立腺の成長にもテストステロンが必要です。前立腺細胞か

ら発生する前立腺がん細胞も、そのほとんどは男性ホルモンに依存して、大きくなります。この

ようながんをホルモン依存性がんと呼び、女性の乳がん、男性の前立腺がんが有名です。この性

質にもとづいて、抗男性ホルモン療法と呼ばれる薬物治療が行われています。

３　前立腺がんの頻度
　前立腺がんは急激に増加していま

す。以前は、比較的少なかったので

すが、日本人が長寿になったこと

や、食生活の欧米化などにより増加

しています。この数年間では、毎年

9万人前後が前立腺がんにかかり、1

万１千―２千人が前立腺がんで死亡

しています。男性のがんの中では、

肺がん、胃がん、大腸がんとほぼ同

じくらいの頻度で診断され、１位の

グループを形成しています。前立腺

がんにかかるのは高齢男性が多いという特徴があります。５０－５５歳に比べて７０歳以上では

３０倍も増えるというデータもあります。

４　前立腺がんの症状
　前立腺がんの特徴として、初期（早期）には症状が出にくいことがあります。高齢男性の多く

は、前立腺肥大症になっているので、尿が出にくかったり、頻尿（尿の回数が多い）だったりし

ますが、前立腺肥大症の症状なのか、前立腺がんの症状なのか全く区別がつきません。前立腺が

んが進行して転移を起こした場合、背中や骨盤の骨への転移が多く、背中や腰の痛みが起こりま

す。腰痛なども誰にでも起こる症状ですが、注意深く調べると前立腺がんの転移であった、とい

うようなこともあります。

限局性前立腺がんに対する治療

兵庫医科大学　泌尿器科・腎移植センター　山本　新吾

　限局性前立腺がんの治療には手術療法、放射線療法（外照射、重粒子、小線源）、ホルモン療

法などさまざまな治療法がありますが、これらは年齢、診断時の血中PSA値、がんの悪性度（グ

リソンスコア）、がんの進行程度（病期）、によって決定されます。特に早期がん（病期A～

B）においては、手術療法や放射線療法の長期成績が同程度と考えられているため、患者さんの

希望をとりいれながら決定されます。

・PSA監視療法：
　前立腺がん治療は、手術療法、放射線療法、内分泌療法のいずれにしても排尿機能や性機能に

少なからず影響を及ぼすため、程度の差はあるもののQOL低下は必須です。そのため、血清PSA

値が低く（10ng/ml未満）、針生検組織の悪性度が低ければ（グリソンスコア 3＋3、陽性本数が

2本以下）、積極的な治療を行わずに定期的にPSA検査を実施しながら経過観察するという選択

もあります。PSA上昇、再生検でグリソンスコアの悪化など、根治治療が必要と判断されたとき

は積極的治療に移行します。PSA監視療法は患者のQOL維持が目的ですが、定期的にPSAの上昇

がないか測定していかなければならないこと、必要に応じて再度針生検を受けなければならない

ことなど、患者に精神的負担感、不安を強いる可能性もあります。

・根治的前立腺摘除術：
　一般的に75歳までの早期がん（病期A～B）が対象となります。手術により、前立腺を切除し

て膀胱と尿道をつなぎます。方法として、開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援下腹腔鏡手術が

ありますが、現在ではロボット支援下腹腔鏡手術が一般的です。術後合併症として腹圧性尿失禁

がありますが、ロボット支援下腹腔鏡手術の導入と手術手技の発達によりほとんど見られないか、

あっても軽度になっています。もうひとつの合併症として、勃起神経も一緒に切除することによ

り勃起不全（ED）がおこりますが、がんの悪性度と発生位置によっては勃起神経を温存するこ

とも可能です。約2週間の入院が必要です。

・ 外照射放射線療法：
　手術と同程度の治療成績が得られるといわれています。一般に転移の認められない症例（病期

A～C）が適応になりますが、病期C（局所浸潤がん）では、根治的前立腺摘除術よりも外照射放

射線療法が選択されることが多い傾向にあります。重篤な副作用として、放射線性直腸炎、放射

線性膀胱炎などがありますが、強度変調放射線治療(IMRT)によりコンピューターとCTスキャンを

用いて正確に前立腺に照射することにより、このような副作用の出現をかなり低く軽度に抑えら

れるようになってきています。高度先進医療として施行されていた重粒子線治療も2018年度より

保険適応となりました。近年では、直腸を放射線障害からまもるために、前立腺と直腸の間に

SpaceOAR®というゲル状の物質を挿入し、前立腺と直腸の間を1～1.5cm程度離すことで直腸の

被曝量を低減させる処置もおこなわれています。毎日（月～金曜日）外来通院することが必要で、

以前は治療期間として７～8週間必要でしたが、最近では4～6週間と短縮される傾向にあります。

・小線源療法（ブラキセラピー）：ごく小さな放射線源を前立腺に埋め込む放射線療法で、約4

日の入院が必要です。外照射放射線療法に比べやや副作用は少なく、性機能が温存できる可能性

が高いことが利点です。早期がん（病期A～B）が対象となりますが、がんの悪性度やPSA値によ

って外照射放射線療法を追加することがあります。外照射放射線療法と同様に、直腸を放射線障

害からまもるために、SpaceOAR®も併用されます。

・内分泌（ホルモン）療法：
　一般には、全身転移をともな

い、上記の限局性前立腺がんに

対する治療が適応とならない進

行性の前立腺がん（病期D）に

施行されます。しかし、早期が

んでも、高齢や合併症（心疾患、

肺疾患など）のために手術や放

射線療法が施行できない場合に

も内分泌療法が選択されます。

男性ホルモン（アンドロゲン）

の約95%を産生する精巣を摘出

する方法（除睾術）と、LH-RH

（黄体形成ホルモン放出ホルモ

ン）類似薬（または拮抗薬）に

よって精巣からの男性ホルモン

産生を低くする方法があります。

これら去勢術に加えて、抗アン

ドロゲン剤を内服することによ

りがん増殖を強力に抑制します。
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限局性前立腺がんに対する治療

兵庫医科大学　泌尿器科・腎移植センター　山本　新吾

　限局性前立腺がんの治療には手術療法、放射線療法（外照射、重粒子、小線源）、ホルモン療

法などさまざまな治療法がありますが、これらは年齢、診断時の血中PSA値、がんの悪性度（グ

リソンスコア）、がんの進行程度（病期）、によって決定されます。特に早期がん（病期A～

B）においては、手術療法や放射線療法の長期成績が同程度と考えられているため、患者さんの

希望をとりいれながら決定されます。

・PSA監視療法：
　前立腺がん治療は、手術療法、放射線療法、内分泌療法のいずれにしても排尿機能や性機能に

少なからず影響を及ぼすため、程度の差はあるもののQOL低下は必須です。そのため、血清PSA

値が低く（10ng/ml未満）、針生検組織の悪性度が低ければ（グリソンスコア 3＋3、陽性本数が

2本以下）、積極的な治療を行わずに定期的にPSA検査を実施しながら経過観察するという選択

もあります。PSA上昇、再生検でグリソンスコアの悪化など、根治治療が必要と判断されたとき

は積極的治療に移行します。PSA監視療法は患者のQOL維持が目的ですが、定期的にPSAの上昇

がないか測定していかなければならないこと、必要に応じて再度針生検を受けなければならない

ことなど、患者に精神的負担感、不安を強いる可能性もあります。

・根治的前立腺摘除術：
　一般的に75歳までの早期がん（病期A～B）が対象となります。手術により、前立腺を切除し

て膀胱と尿道をつなぎます。方法として、開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援下腹腔鏡手術が

ありますが、現在ではロボット支援下腹腔鏡手術が一般的です。術後合併症として腹圧性尿失禁

がありますが、ロボット支援下腹腔鏡手術の導入と手術手技の発達によりほとんど見られないか、

あっても軽度になっています。もうひとつの合併症として、勃起神経も一緒に切除することによ

り勃起不全（ED）がおこりますが、がんの悪性度と発生位置によっては勃起神経を温存するこ

とも可能です。約2週間の入院が必要です。

・ 外照射放射線療法：
　手術と同程度の治療成績が得られるといわれています。一般に転移の認められない症例（病期

A～C）が適応になりますが、病期C（局所浸潤がん）では、根治的前立腺摘除術よりも外照射放

射線療法が選択されることが多い傾向にあります。重篤な副作用として、放射線性直腸炎、放射

線性膀胱炎などがありますが、強度変調放射線治療(IMRT)によりコンピューターとCTスキャンを

用いて正確に前立腺に照射することにより、このような副作用の出現をかなり低く軽度に抑えら

れるようになってきています。高度先進医療として施行されていた重粒子線治療も2018年度より

保険適応となりました。近年では、直腸を放射線障害からまもるために、前立腺と直腸の間に

SpaceOAR®というゲル状の物質を挿入し、前立腺と直腸の間を1～1.5cm程度離すことで直腸の

被曝量を低減させる処置もおこなわれています。毎日（月～金曜日）外来通院することが必要で、

以前は治療期間として７～8週間必要でしたが、最近では4～6週間と短縮される傾向にあります。

・小線源療法（ブラキセラピー）：ごく小さな放射線源を前立腺に埋め込む放射線療法で、約4

日の入院が必要です。外照射放射線療法に比べやや副作用は少なく、性機能が温存できる可能性

が高いことが利点です。早期がん（病期A～B）が対象となりますが、がんの悪性度やPSA値によ

って外照射放射線療法を追加することがあります。外照射放射線療法と同様に、直腸を放射線障

害からまもるために、SpaceOAR®も併用されます。

・内分泌（ホルモン）療法：
　一般には、全身転移をともな

い、上記の限局性前立腺がんに

対する治療が適応とならない進

行性の前立腺がん（病期D）に

施行されます。しかし、早期が

んでも、高齢や合併症（心疾患、

肺疾患など）のために手術や放

射線療法が施行できない場合に

も内分泌療法が選択されます。

男性ホルモン（アンドロゲン）

の約95%を産生する精巣を摘出

する方法（除睾術）と、LH-RH

（黄体形成ホルモン放出ホルモ

ン）類似薬（または拮抗薬）に

よって精巣からの男性ホルモン

産生を低くする方法があります。

これら去勢術に加えて、抗アン

ドロゲン剤を内服することによ

りがん増殖を強力に抑制します。

がん細胞および正常細胞は、男性ホルモンにより増殖が促進されます。体内の男性ホルモンのほ

とんどは睾丸で産生されます。副腎と言って腎臓の近くの組織でもわずかに男性ホルモンを産生

しています。睾丸では、脳からの指令によって男性ホルモンを産生しています。前立腺がん細胞

への男性ホルモンの刺激を抑えると、ほとんどの前立腺がん細胞は死滅してしまいます。

　男性ホルモンの働きを抑える薬剤は2種類あります。一つは、脳の下垂体に作用して睾丸での

男性ホルモンの産生を抑制するお薬です。LH-RHアゴニストおよびLH-RHアンタゴニストと言わ

れる薬で、注射薬です。もう一つは、前立腺がん細胞のところで男性ホルモンをブロックする薬

です。抗男性ホルモン剤と言われる薬で、内服薬です。注射薬の方が強力です。患者さんの状態

により、どちらか一方のお薬のみで治療する場合と、両方併用する場合があります。

　男性ホルモンの働きが抑えられることで、様々な副作用が出現します。性欲減退や性機能障害、

いわゆる勃起しなくなったり、女性の更年期症状のようにほてりや発汗を生じることがあります。

また、肝機能障害や注射部位の疼痛や赤くなって腫れたりする注射部位反応もあります。体重が

非常に増える方もいます。長期にわたり男性ホルモンが抑制されると骨量が低下して骨粗鬆症に

なる場合もあります。食事の管理や運動で、体重コントロールをしっかり行うこと、カルシウム

やビタミンDの摂取を心がけることが大切です。これらの副作用はありますが、ホルモン療法施

行中もこれまでの日常生活はほとんどそのまま継続して行うことが可能です。

ホルモン療法抵抗性（去勢抵抗性）前立腺がんの治療
　ホルモン療法は非常に有効な治療ですが、残念ながらホルモン療法で前立腺がんが完治するこ

とはありません。ホルモン療法を長期間続けていると、ホルモン療法耐性の前立腺がん細胞が増

えて徐々に治療効果が悪くなり、最終的には治療抵抗性となります。ホルモン療法に対して治療

抵抗性となった状態を去勢抵抗性前立腺がんと呼びます。ホルモン感受性前立腺がんから去勢抵

抗性前立腺がんになるまで、つまりホルモン療法の有効期間は、治療開始時の病期やがんの悪性

度によって大きく異なります。ホルモン療法が数ヶ月しか効かない場合もあれば、10年以上の効

果が持続する場合もあります。残念ながら、現在の医学レベルではホルモン療法の有効期間を正

確に予測することはできません。

　次に、ホルモン療法に対して抵抗性となった場合の治療に関して説明します。乳がんではホル

モン療法抵抗性となった場合はホルモン療法を終了して別の治療を行ないますが、前立腺がんの

場合はホルモン療法を中止すると急激に病状が悪くなることがあるため、ホルモン療法はほぼ半

永久的に継続し、新規ホルモン剤や抗がん剤治療を追加することが一般的です（図３）。

新規ホルモン療法には作用機序の異なる2つのタイプの薬剤があります。ひとつは、副腎に作用

して副腎からの男性ホルモンの分泌を抑制する薬剤。もう一つは、従来の抗男性ホルモン剤の作

用を増強した薬剤です。どちらも効果は同じと考えられています。

　前立腺がんに対する抗がん剤治療は有効な治療法ですが、抗がん剤治療で前立腺がんが完治す

ることはありません。しかし、長期間効果が持続する場合もあります。前立腺がんに対する抗が

ん剤治療は、原則外来通院で行います。主な副作用は、倦怠感、脱毛、吐き気、下痢、骨髄抑制、

しびれなどです。抗がん剤投与中に発生する副作用から、治療開始後数ヶ月経ってから出現する

副作用もあります。骨髄抑制をはじめ、ほとんどの副作用は一過性であり、時間が経つと改善し

ます。しかし、しびれなど一旦生じると症状が改善しない副作用もあります。

転移性前立腺がんの治療における今後の課題
　新規ホルモン療法の登場により前立腺がんに対する薬物療法の選択肢は格段に広がりました。

しかし、一人一人の患者さんに対して新規ホルモン剤と抗がん剤治療をどのような順番で行えば

最も効果的であるかに関しては、まだ解明されていません。今後疑問点が解明され、より元気な

状態で長期間治療を続けていくことができるようになることを期待します。

　

進行性前立腺癌に対する治療
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　進行前立腺がんはその病態により局所進行性前立腺がんと転移性前立腺がんの2つに分けるこ

とができます。局所進行性前立腺がんとは、前立腺の被膜を超えてがんが広がっていますが、転移

はない状態です。転移性前立腺がんは、前立腺のがんがリンパ節や骨などに転移している状態です。

　局所進行性前立腺がんと転移性前立腺がんでは治療の目標が全く異なります（図１）。局所進

行性前立腺がんは、完治を目指して治療を行います。その場合、手術や放射線などの局所治療が

中心となります。転移性前立腺がんはがん細胞がすでに前立腺以外の組織に転移している状態で

す。がんの転移とは、がん細胞が血液などと一緒に体中に回って、たまたま骨とか肺に定着して

大きくなっていると考えて下さい。画像検査では転移が一つしか認められない場合でも、すでに

細胞レベルでの転移が他の所に起こっている可能性があります。従って、全身に効くような薬物

治療が必要となります。前立腺がんの場合はホルモン療法が治療の中心となります。転移性前立

腺がんは残念ながら完治することはありません。しかし、ホルモン療法が10年以上有効な場合も

あります。

局所進行性前立腺がんに対する治療
　局所進行性前立腺がんに対する治療は、手術や放射線治療が中心となります。放射線治療は、

ホルモン療法の併用により治療成績が改善することが示されていますので、通常は放射線治療に

ホルモン療法を併用します。手術に関しては、ホルモン療法の併用による治療成績の改善はまだ

はっきりと示されていません。従って、手術におけるホルモン療法の併用は施設や症例ごとに

様々な状況です。

　局所進行性前立腺がんに対する放射線治療では、通常3－6ヶ月間ホルモン療法を行った後、放

射線治療を施行します。放射線治療は1-2ヶ月かかります。放射線治療後もホルモン療法を1年半

から2年間継続します。つまり、全ての治療期間は2～3年となります。

　よく患者さんより、局所進行性前立腺がんに対する治療法として、放射線治療と手術のどちら

がよいか？という質問を受けます（図２）。その質問に対して正確な回答を得ようと思うと、同

じような局所進行性前立腺がんの患者さんを何千人と集めてきて、くじであなたは手術、あなた

は放射線治療と決めていくような臨床試験をしないと答えはでません。そのような臨床試験を行

うことは不可能です。つまり、正確な回答がわかることはありません。現状では、手術も放射線

治療の治療成績は同じと考えてよいと思います。一番いい治療を求めるのではなく、自分にとっ

て最も受け入れやすい治療を主治医の先生と相談して決めて下さい。

転移性前立腺がんの治療
　前立腺がんは男性ホルモンに依存していますので、男性ホルモンを抑制するホルモン療法が非

常に有効です。ほぼ全員の患者さんに効果があります。ホルモン療法が非常に有効なため、抗が

ん剤治療はホルモン療法が効かなくなった場合に行うことが一般的です。

　ホルモン療法の説明の前に、まず男性ホルモンと前立腺の関係について説明します。前立腺の
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　限局性前立腺がんの治療には手術療法、放射線療法（外照射、重粒子、小線源）、ホルモン療

法などさまざまな治療法がありますが、これらは年齢、診断時の血中PSA値、がんの悪性度（グ

リソンスコア）、がんの進行程度（病期）、によって決定されます。特に早期がん（病期A～

B）においては、手術療法や放射線療法の長期成績が同程度と考えられているため、患者さんの

希望をとりいれながら決定されます。

・PSA監視療法：
　前立腺がん治療は、手術療法、放射線療法、内分泌療法のいずれにしても排尿機能や性機能に

少なからず影響を及ぼすため、程度の差はあるもののQOL低下は必須です。そのため、血清PSA

値が低く（10ng/ml未満）、針生検組織の悪性度が低ければ（グリソンスコア 3＋3、陽性本数が

2本以下）、積極的な治療を行わずに定期的にPSA検査を実施しながら経過観察するという選択

もあります。PSA上昇、再生検でグリソンスコアの悪化など、根治治療が必要と判断されたとき

は積極的治療に移行します。PSA監視療法は患者のQOL維持が目的ですが、定期的にPSAの上昇

がないか測定していかなければならないこと、必要に応じて再度針生検を受けなければならない

ことなど、患者に精神的負担感、不安を強いる可能性もあります。

・根治的前立腺摘除術：
　一般的に75歳までの早期がん（病期A～B）が対象となります。手術により、前立腺を切除し

て膀胱と尿道をつなぎます。方法として、開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援下腹腔鏡手術が

ありますが、現在ではロボット支援下腹腔鏡手術が一般的です。術後合併症として腹圧性尿失禁

がありますが、ロボット支援下腹腔鏡手術の導入と手術手技の発達によりほとんど見られないか、

あっても軽度になっています。もうひとつの合併症として、勃起神経も一緒に切除することによ

り勃起不全（ED）がおこりますが、がんの悪性度と発生位置によっては勃起神経を温存するこ

とも可能です。約2週間の入院が必要です。

・ 外照射放射線療法：
　手術と同程度の治療成績が得られるといわれています。一般に転移の認められない症例（病期

A～C）が適応になりますが、病期C（局所浸潤がん）では、根治的前立腺摘除術よりも外照射放

射線療法が選択されることが多い傾向にあります。重篤な副作用として、放射線性直腸炎、放射

線性膀胱炎などがありますが、強度変調放射線治療(IMRT)によりコンピューターとCTスキャンを

用いて正確に前立腺に照射することにより、このような副作用の出現をかなり低く軽度に抑えら

れるようになってきています。高度先進医療として施行されていた重粒子線治療も2018年度より

保険適応となりました。近年では、直腸を放射線障害からまもるために、前立腺と直腸の間に

SpaceOAR®というゲル状の物質を挿入し、前立腺と直腸の間を1～1.5cm程度離すことで直腸の

被曝量を低減させる処置もおこなわれています。毎日（月～金曜日）外来通院することが必要で、

以前は治療期間として７～8週間必要でしたが、最近では4～6週間と短縮される傾向にあります。

・小線源療法（ブラキセラピー）：ごく小さな放射線源を前立腺に埋め込む放射線療法で、約4

日の入院が必要です。外照射放射線療法に比べやや副作用は少なく、性機能が温存できる可能性

が高いことが利点です。早期がん（病期A～B）が対象となりますが、がんの悪性度やPSA値によ

って外照射放射線療法を追加することがあります。外照射放射線療法と同様に、直腸を放射線障

害からまもるために、SpaceOAR®も併用されます。

・内分泌（ホルモン）療法：
　一般には、全身転移をともな

い、上記の限局性前立腺がんに

対する治療が適応とならない進

行性の前立腺がん（病期D）に

施行されます。しかし、早期が

んでも、高齢や合併症（心疾患、

肺疾患など）のために手術や放

射線療法が施行できない場合に

も内分泌療法が選択されます。

男性ホルモン（アンドロゲン）

の約95%を産生する精巣を摘出

する方法（除睾術）と、LH-RH

（黄体形成ホルモン放出ホルモ

ン）類似薬（または拮抗薬）に

よって精巣からの男性ホルモン

産生を低くする方法があります。

これら去勢術に加えて、抗アン

ドロゲン剤を内服することによ

りがん増殖を強力に抑制します。

がん細胞および正常細胞は、男性ホルモンにより増殖が促進されます。体内の男性ホルモンのほ

とんどは睾丸で産生されます。副腎と言って腎臓の近くの組織でもわずかに男性ホルモンを産生

しています。睾丸では、脳からの指令によって男性ホルモンを産生しています。前立腺がん細胞

への男性ホルモンの刺激を抑えると、ほとんどの前立腺がん細胞は死滅してしまいます。

　男性ホルモンの働きを抑える薬剤は2種類あります。一つは、脳の下垂体に作用して睾丸での

男性ホルモンの産生を抑制するお薬です。LH-RHアゴニストおよびLH-RHアンタゴニストと言わ

れる薬で、注射薬です。もう一つは、前立腺がん細胞のところで男性ホルモンをブロックする薬

です。抗男性ホルモン剤と言われる薬で、内服薬です。注射薬の方が強力です。患者さんの状態

により、どちらか一方のお薬のみで治療する場合と、両方併用する場合があります。

　男性ホルモンの働きが抑えられることで、様々な副作用が出現します。性欲減退や性機能障害、
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また、肝機能障害や注射部位の疼痛や赤くなって腫れたりする注射部位反応もあります。体重が

非常に増える方もいます。長期にわたり男性ホルモンが抑制されると骨量が低下して骨粗鬆症に

なる場合もあります。食事の管理や運動で、体重コントロールをしっかり行うこと、カルシウム

やビタミンDの摂取を心がけることが大切です。これらの副作用はありますが、ホルモン療法施

行中もこれまでの日常生活はほとんどそのまま継続して行うことが可能です。

ホルモン療法抵抗性（去勢抵抗性）前立腺がんの治療
　ホルモン療法は非常に有効な治療ですが、残念ながらホルモン療法で前立腺がんが完治するこ

とはありません。ホルモン療法を長期間続けていると、ホルモン療法耐性の前立腺がん細胞が増

えて徐々に治療効果が悪くなり、最終的には治療抵抗性となります。ホルモン療法に対して治療

抵抗性となった状態を去勢抵抗性前立腺がんと呼びます。ホルモン感受性前立腺がんから去勢抵

抗性前立腺がんになるまで、つまりホルモン療法の有効期間は、治療開始時の病期やがんの悪性

度によって大きく異なります。ホルモン療法が数ヶ月しか効かない場合もあれば、10年以上の効

果が持続する場合もあります。残念ながら、現在の医学レベルではホルモン療法の有効期間を正

確に予測することはできません。

　次に、ホルモン療法に対して抵抗性となった場合の治療に関して説明します。乳がんではホル

モン療法抵抗性となった場合はホルモン療法を終了して別の治療を行ないますが、前立腺がんの

場合はホルモン療法を中止すると急激に病状が悪くなることがあるため、ホルモン療法はほぼ半

永久的に継続し、新規ホルモン剤や抗がん剤治療を追加することが一般的です（図３）。

新規ホルモン療法には作用機序の異なる2つのタイプの薬剤があります。ひとつは、副腎に作用

して副腎からの男性ホルモンの分泌を抑制する薬剤。もう一つは、従来の抗男性ホルモン剤の作

用を増強した薬剤です。どちらも効果は同じと考えられています。

　前立腺がんに対する抗がん剤治療は有効な治療法ですが、抗がん剤治療で前立腺がんが完治す

ることはありません。しかし、長期間効果が持続する場合もあります。前立腺がんに対する抗が

ん剤治療は、原則外来通院で行います。主な副作用は、倦怠感、脱毛、吐き気、下痢、骨髄抑制、

しびれなどです。抗がん剤投与中に発生する副作用から、治療開始後数ヶ月経ってから出現する

副作用もあります。骨髄抑制をはじめ、ほとんどの副作用は一過性であり、時間が経つと改善し

ます。しかし、しびれなど一旦生じると症状が改善しない副作用もあります。

転移性前立腺がんの治療における今後の課題
　新規ホルモン療法の登場により前立腺がんに対する薬物療法の選択肢は格段に広がりました。

しかし、一人一人の患者さんに対して新規ホルモン剤と抗がん剤治療をどのような順番で行えば

最も効果的であるかに関しては、まだ解明されていません。今後疑問点が解明され、より元気な

状態で長期間治療を続けていくことができるようになることを期待します。
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　進行前立腺がんはその病態により局所進行性前立腺がんと転移性前立腺がんの2つに分けるこ

とができます。局所進行性前立腺がんとは、前立腺の被膜を超えてがんが広がっていますが、転移

はない状態です。転移性前立腺がんは、前立腺のがんがリンパ節や骨などに転移している状態です。

　局所進行性前立腺がんと転移性前立腺がんでは治療の目標が全く異なります（図１）。局所進

行性前立腺がんは、完治を目指して治療を行います。その場合、手術や放射線などの局所治療が

中心となります。転移性前立腺がんはがん細胞がすでに前立腺以外の組織に転移している状態で

す。がんの転移とは、がん細胞が血液などと一緒に体中に回って、たまたま骨とか肺に定着して

大きくなっていると考えて下さい。画像検査では転移が一つしか認められない場合でも、すでに

細胞レベルでの転移が他の所に起こっている可能性があります。従って、全身に効くような薬物

治療が必要となります。前立腺がんの場合はホルモン療法が治療の中心となります。転移性前立

腺がんは残念ながら完治することはありません。しかし、ホルモン療法が10年以上有効な場合も

あります。

局所進行性前立腺がんに対する治療
　局所進行性前立腺がんに対する治療は、手術や放射線治療が中心となります。放射線治療は、

ホルモン療法の併用により治療成績が改善することが示されていますので、通常は放射線治療に

ホルモン療法を併用します。手術に関しては、ホルモン療法の併用による治療成績の改善はまだ

はっきりと示されていません。従って、手術におけるホルモン療法の併用は施設や症例ごとに

様々な状況です。

　局所進行性前立腺がんに対する放射線治療では、通常3－6ヶ月間ホルモン療法を行った後、放

射線治療を施行します。放射線治療は1-2ヶ月かかります。放射線治療後もホルモン療法を1年半

から2年間継続します。つまり、全ての治療期間は2～3年となります。

　よく患者さんより、局所進行性前立腺がんに対する治療法として、放射線治療と手術のどちら

がよいか？という質問を受けます（図２）。その質問に対して正確な回答を得ようと思うと、同

じような局所進行性前立腺がんの患者さんを何千人と集めてきて、くじであなたは手術、あなた

は放射線治療と決めていくような臨床試験をしないと答えはでません。そのような臨床試験を行

うことは不可能です。つまり、正確な回答がわかることはありません。現状では、手術も放射線

治療の治療成績は同じと考えてよいと思います。一番いい治療を求めるのではなく、自分にとっ

て最も受け入れやすい治療を主治医の先生と相談して決めて下さい。

転移性前立腺がんの治療
　前立腺がんは男性ホルモンに依存していますので、男性ホルモンを抑制するホルモン療法が非

常に有効です。ほぼ全員の患者さんに効果があります。ホルモン療法が非常に有効なため、抗が

ん剤治療はホルモン療法が効かなくなった場合に行うことが一般的です。

　ホルモン療法の説明の前に、まず男性ホルモンと前立腺の関係について説明します。前立腺の
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がん細胞および正常細胞は、男性ホルモンにより増殖が促進されます。体内の男性ホルモンのほ

とんどは睾丸で産生されます。副腎と言って腎臓の近くの組織でもわずかに男性ホルモンを産生

しています。睾丸では、脳からの指令によって男性ホルモンを産生しています。前立腺がん細胞

への男性ホルモンの刺激を抑えると、ほとんどの前立腺がん細胞は死滅してしまいます。

　男性ホルモンの働きを抑える薬剤は2種類あります。一つは、脳の下垂体に作用して睾丸での

男性ホルモンの産生を抑制するお薬です。LH-RHアゴニストおよびLH-RHアンタゴニストと言わ

れる薬で、注射薬です。もう一つは、前立腺がん細胞のところで男性ホルモンをブロックする薬

です。抗男性ホルモン剤と言われる薬で、内服薬です。注射薬の方が強力です。患者さんの状態

により、どちらか一方のお薬のみで治療する場合と、両方併用する場合があります。

　男性ホルモンの働きが抑えられることで、様々な副作用が出現します。性欲減退や性機能障害、

いわゆる勃起しなくなったり、女性の更年期症状のようにほてりや発汗を生じることがあります。

また、肝機能障害や注射部位の疼痛や赤くなって腫れたりする注射部位反応もあります。体重が

非常に増える方もいます。長期にわたり男性ホルモンが抑制されると骨量が低下して骨粗鬆症に

なる場合もあります。食事の管理や運動で、体重コントロールをしっかり行うこと、カルシウム

やビタミンDの摂取を心がけることが大切です。これらの副作用はありますが、ホルモン療法施

行中もこれまでの日常生活はほとんどそのまま継続して行うことが可能です。

ホルモン療法抵抗性（去勢抵抗性）前立腺がんの治療
　ホルモン療法は非常に有効な治療ですが、残念ながらホルモン療法で前立腺がんが完治するこ

とはありません。ホルモン療法を長期間続けていると、ホルモン療法耐性の前立腺がん細胞が増

えて徐々に治療効果が悪くなり、最終的には治療抵抗性となります。ホルモン療法に対して治療

抵抗性となった状態を去勢抵抗性前立腺がんと呼びます。ホルモン感受性前立腺がんから去勢抵

抗性前立腺がんになるまで、つまりホルモン療法の有効期間は、治療開始時の病期やがんの悪性

度によって大きく異なります。ホルモン療法が数ヶ月しか効かない場合もあれば、10年以上の効

果が持続する場合もあります。残念ながら、現在の医学レベルではホルモン療法の有効期間を正

確に予測することはできません。

　次に、ホルモン療法に対して抵抗性となった場合の治療に関して説明します。乳がんではホル

モン療法抵抗性となった場合はホルモン療法を終了して別の治療を行ないますが、前立腺がんの

場合はホルモン療法を中止すると急激に病状が悪くなることがあるため、ホルモン療法はほぼ半

永久的に継続し、新規ホルモン剤や抗がん剤治療を追加することが一般的です（図３）。

新規ホルモン療法には作用機序の異なる2つのタイプの薬剤があります。ひとつは、副腎に作用

して副腎からの男性ホルモンの分泌を抑制する薬剤。もう一つは、従来の抗男性ホルモン剤の作

用を増強した薬剤です。どちらも効果は同じと考えられています。

　前立腺がんに対する抗がん剤治療は有効な治療法ですが、抗がん剤治療で前立腺がんが完治す

ることはありません。しかし、長期間効果が持続する場合もあります。前立腺がんに対する抗が

ん剤治療は、原則外来通院で行います。主な副作用は、倦怠感、脱毛、吐き気、下痢、骨髄抑制、

しびれなどです。抗がん剤投与中に発生する副作用から、治療開始後数ヶ月経ってから出現する

副作用もあります。骨髄抑制をはじめ、ほとんどの副作用は一過性であり、時間が経つと改善し

ます。しかし、しびれなど一旦生じると症状が改善しない副作用もあります。

転移性前立腺がんの治療における今後の課題
　新規ホルモン療法の登場により前立腺がんに対する薬物療法の選択肢は格段に広がりました。

しかし、一人一人の患者さんに対して新規ホルモン剤と抗がん剤治療をどのような順番で行えば

最も効果的であるかに関しては、まだ解明されていません。今後疑問点が解明され、より元気な

状態で長期間治療を続けていくことができるようになることを期待します。

進行性前立腺癌に対する治療

大阪国際がんセンター　泌尿器科　中山　雅志

　進行前立腺がんはその病態により局所進行性前立腺がんと転移性前立腺がんの2つに分けるこ

とができます。局所進行性前立腺がんとは、前立腺の被膜を超えてがんが広がっていますが、転移

はない状態です。転移性前立腺がんは、前立腺のがんがリンパ節や骨などに転移している状態です。

　局所進行性前立腺がんと転移性前立腺がんでは治療の目標が全く異なります（図１）。局所進

行性前立腺がんは、完治を目指して治療を行います。その場合、手術や放射線などの局所治療が

中心となります。転移性前立腺がんはがん細胞がすでに前立腺以外の組織に転移している状態で

す。がんの転移とは、がん細胞が血液などと一緒に体中に回って、たまたま骨とか肺に定着して

大きくなっていると考えて下さい。画像検査では転移が一つしか認められない場合でも、すでに

細胞レベルでの転移が他の所に起こっている可能性があります。従って、全身に効くような薬物

治療が必要となります。前立腺がんの場合はホルモン療法が治療の中心となります。転移性前立

腺がんは残念ながら完治することはありません。しかし、ホルモン療法が10年以上有効な場合も

あります。

局所進行性前立腺がんに対する治療
　局所進行性前立腺がんに対する治療は、手術や放射線治療が中心となります。放射線治療は、

ホルモン療法の併用により治療成績が改善することが示されていますので、通常は放射線治療に

ホルモン療法を併用します。手術に関しては、ホルモン療法の併用による治療成績の改善はまだ

はっきりと示されていません。従って、手術におけるホルモン療法の併用は施設や症例ごとに

様々な状況です。

　局所進行性前立腺がんに対する放射線治療では、通常3－6ヶ月間ホルモン療法を行った後、放

射線治療を施行します。放射線治療は1-2ヶ月かかります。放射線治療後もホルモン療法を1年半

から2年間継続します。つまり、全ての治療期間は2～3年となります。

　よく患者さんより、局所進行性前立腺がんに対する治療法として、放射線治療と手術のどちら

がよいか？という質問を受けます（図２）。その質問に対して正確な回答を得ようと思うと、同

じような局所進行性前立腺がんの患者さんを何千人と集めてきて、くじであなたは手術、あなた

は放射線治療と決めていくような臨床試験をしないと答えはでません。そのような臨床試験を行

うことは不可能です。つまり、正確な回答がわかることはありません。現状では、手術も放射線

治療の治療成績は同じと考えてよいと思います。一番いい治療を求めるのではなく、自分にとっ

て最も受け入れやすい治療を主治医の先生と相談して決めて下さい。

転移性前立腺がんの治療
　前立腺がんは男性ホルモンに依存していますので、男性ホルモンを抑制するホルモン療法が非

常に有効です。ほぼ全員の患者さんに効果があります。ホルモン療法が非常に有効なため、抗が

ん剤治療はホルモン療法が効かなくなった場合に行うことが一般的です。

　ホルモン療法の説明の前に、まず男性ホルモンと前立腺の関係について説明します。前立腺の
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がん細胞および正常細胞は、男性ホルモンにより増殖が促進されます。体内の男性ホルモンのほ

とんどは睾丸で産生されます。副腎と言って腎臓の近くの組織でもわずかに男性ホルモンを産生

しています。睾丸では、脳からの指令によって男性ホルモンを産生しています。前立腺がん細胞

への男性ホルモンの刺激を抑えると、ほとんどの前立腺がん細胞は死滅してしまいます。

　男性ホルモンの働きを抑える薬剤は2種類あります。一つは、脳の下垂体に作用して睾丸での

男性ホルモンの産生を抑制するお薬です。LH-RHアゴニストおよびLH-RHアンタゴニストと言わ

れる薬で、注射薬です。もう一つは、前立腺がん細胞のところで男性ホルモンをブロックする薬

です。抗男性ホルモン剤と言われる薬で、内服薬です。注射薬の方が強力です。患者さんの状態

により、どちらか一方のお薬のみで治療する場合と、両方併用する場合があります。

　男性ホルモンの働きが抑えられることで、様々な副作用が出現します。性欲減退や性機能障害、

いわゆる勃起しなくなったり、女性の更年期症状のようにほてりや発汗を生じることがあります。

また、肝機能障害や注射部位の疼痛や赤くなって腫れたりする注射部位反応もあります。体重が

非常に増える方もいます。長期にわたり男性ホルモンが抑制されると骨量が低下して骨粗鬆症に

なる場合もあります。食事の管理や運動で、体重コントロールをしっかり行うこと、カルシウム

やビタミンDの摂取を心がけることが大切です。これらの副作用はありますが、ホルモン療法施

行中もこれまでの日常生活はほとんどそのまま継続して行うことが可能です。

ホルモン療法抵抗性（去勢抵抗性）前立腺がんの治療
　ホルモン療法は非常に有効な治療ですが、残念ながらホルモン療法で前立腺がんが完治するこ

とはありません。ホルモン療法を長期間続けていると、ホルモン療法耐性の前立腺がん細胞が増

えて徐々に治療効果が悪くなり、最終的には治療抵抗性となります。ホルモン療法に対して治療

抵抗性となった状態を去勢抵抗性前立腺がんと呼びます。ホルモン感受性前立腺がんから去勢抵

抗性前立腺がんになるまで、つまりホルモン療法の有効期間は、治療開始時の病期やがんの悪性

度によって大きく異なります。ホルモン療法が数ヶ月しか効かない場合もあれば、10年以上の効

果が持続する場合もあります。残念ながら、現在の医学レベルではホルモン療法の有効期間を正

確に予測することはできません。

　次に、ホルモン療法に対して抵抗性となった場合の治療に関して説明します。乳がんではホル

モン療法抵抗性となった場合はホルモン療法を終了して別の治療を行ないますが、前立腺がんの

場合はホルモン療法を中止すると急激に病状が悪くなることがあるため、ホルモン療法はほぼ半

永久的に継続し、新規ホルモン剤や抗がん剤治療を追加することが一般的です（図３）。

新規ホルモン療法には作用機序の異なる2つのタイプの薬剤があります。ひとつは、副腎に作用

して副腎からの男性ホルモンの分泌を抑制する薬剤。もう一つは、従来の抗男性ホルモン剤の作

用を増強した薬剤です。どちらも効果は同じと考えられています。

　前立腺がんに対する抗がん剤治療は有効な治療法ですが、抗がん剤治療で前立腺がんが完治す

ることはありません。しかし、長期間効果が持続する場合もあります。前立腺がんに対する抗が

ん剤治療は、原則外来通院で行います。主な副作用は、倦怠感、脱毛、吐き気、下痢、骨髄抑制、

しびれなどです。抗がん剤投与中に発生する副作用から、治療開始後数ヶ月経ってから出現する

副作用もあります。骨髄抑制をはじめ、ほとんどの副作用は一過性であり、時間が経つと改善し

ます。しかし、しびれなど一旦生じると症状が改善しない副作用もあります。

転移性前立腺がんの治療における今後の課題
　新規ホルモン療法の登場により前立腺がんに対する薬物療法の選択肢は格段に広がりました。

しかし、一人一人の患者さんに対して新規ホルモン剤と抗がん剤治療をどのような順番で行えば

最も効果的であるかに関しては、まだ解明されていません。今後疑問点が解明され、より元気な

状態で長期間治療を続けていくことができるようになることを期待します。

進行性前立腺癌に対する治療
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　進行前立腺がんはその病態により局所進行性前立腺がんと転移性前立腺がんの2つに分けるこ

とができます。局所進行性前立腺がんとは、前立腺の被膜を超えてがんが広がっていますが、転移

はない状態です。転移性前立腺がんは、前立腺のがんがリンパ節や骨などに転移している状態です。

　局所進行性前立腺がんと転移性前立腺がんでは治療の目標が全く異なります（図１）。局所進

行性前立腺がんは、完治を目指して治療を行います。その場合、手術や放射線などの局所治療が

中心となります。転移性前立腺がんはがん細胞がすでに前立腺以外の組織に転移している状態で

す。がんの転移とは、がん細胞が血液などと一緒に体中に回って、たまたま骨とか肺に定着して

大きくなっていると考えて下さい。画像検査では転移が一つしか認められない場合でも、すでに

細胞レベルでの転移が他の所に起こっている可能性があります。従って、全身に効くような薬物

治療が必要となります。前立腺がんの場合はホルモン療法が治療の中心となります。転移性前立

腺がんは残念ながら完治することはありません。しかし、ホルモン療法が10年以上有効な場合も

あります。

局所進行性前立腺がんに対する治療
　局所進行性前立腺がんに対する治療は、手術や放射線治療が中心となります。放射線治療は、

ホルモン療法の併用により治療成績が改善することが示されていますので、通常は放射線治療に

ホルモン療法を併用します。手術に関しては、ホルモン療法の併用による治療成績の改善はまだ

はっきりと示されていません。従って、手術におけるホルモン療法の併用は施設や症例ごとに

様々な状況です。

　局所進行性前立腺がんに対する放射線治療では、通常3－6ヶ月間ホルモン療法を行った後、放

射線治療を施行します。放射線治療は1-2ヶ月かかります。放射線治療後もホルモン療法を1年半

から2年間継続します。つまり、全ての治療期間は2～3年となります。

　よく患者さんより、局所進行性前立腺がんに対する治療法として、放射線治療と手術のどちら

がよいか？という質問を受けます（図２）。その質問に対して正確な回答を得ようと思うと、同

じような局所進行性前立腺がんの患者さんを何千人と集めてきて、くじであなたは手術、あなた

は放射線治療と決めていくような臨床試験をしないと答えはでません。そのような臨床試験を行

うことは不可能です。つまり、正確な回答がわかることはありません。現状では、手術も放射線

治療の治療成績は同じと考えてよいと思います。一番いい治療を求めるのではなく、自分にとっ

て最も受け入れやすい治療を主治医の先生と相談して決めて下さい。

転移性前立腺がんの治療
　前立腺がんは男性ホルモンに依存していますので、男性ホルモンを抑制するホルモン療法が非

常に有効です。ほぼ全員の患者さんに効果があります。ホルモン療法が非常に有効なため、抗が

ん剤治療はホルモン療法が効かなくなった場合に行うことが一般的です。

　ホルモン療法の説明の前に、まず男性ホルモンと前立腺の関係について説明します。前立腺の
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③前立腺の大きさ
直腸から指を挿入すると前立腺の大きさをだいたいですが知ることができます。もっと客観的に

評価するにはお腹から超音波という機械を使うことにより前立腺の大きさを計測することができま

す。通常の前立腺の大きさは10-20mlくらいで50mlを越えるとかなり大きくなっていると言えます。

④前立腺癌の除外診断
前立腺肥大症と前立腺癌はまったく独立して発症するため前立腺癌でないことを確認しておくこ

とも重要です。最近では血液中の前立腺特異抗原（PSA）の量を測定することにより前立腺癌の

スクリーニングを行うことが可能です。通常はPSAの値は4ng/mlとされていますが、前立腺癌に

なるとこの数値が上昇してきます。基準値である4ng/mlを超えた場合には前立腺の生検を行っ

て癌の組織診断を行います。

前立腺癌の除外診断ができたら上記①～③の項目に関して判定を行い重症度の診断をつけます。

前立腺肥大症の治療
治療としては軽症から中等症のものではお薬による治療が主体になります。お薬が奏功しない場

合や、程度がひどく尿閉（尿が一滴も出なくなる）をきたすような場合では尿道から機械を挿入

し前立腺を切除することもあります。

①薬物治療（図2）
薬物治療の主体となるのはαブロッカーと呼ばれるもので。膀胱の出口の（膀胱頚部）の緊張を

取ることによりおしっこを出やすくします。軽症の場合はαブロッカーのみの投与で十分コント

ロール可能です。また最近ではPDE5阻害剤もよく使われるようになっており特に刺激症状が主

体の人に有効です。実際に前立腺の体積が大きく、尿閉などの症状が現れるような場合には実際

の前立腺の縮小効果が期待できる5α還元酵素阻害剤を使用します。前立腺肥大症で刺激症状が

主体の場合でも第一選択薬はαブロッカーやPDE5阻害剤ですが、症状が強い場合抗コリン薬を

使用することもあります。ただし抗コリン薬は排尿の力を弱める働きがあるため、残尿量が増え

て病状が悪化することがあるため慎重に投与する必要があります。

前立腺肥大症の診断と治療

和歌山県立医科大学　原　　　勲

前立腺とは？
前立腺は膀胱の真下で尿道をドーナツのように取り囲んでいるくるみ大の臓器で役割としては精

液を作っています。思春期になると睾丸から男性ホルモンが分泌されるようになりますが、この

分泌された男性ホルモンが前立腺に働きかけることにより前立腺は精液を作る役割を果たします。

女性には前立腺という臓器自体が存在しませんので、男性にしかない男性ホルモンに依存した男

性特有の臓器と言えます。前立腺は加齢とともに肥大することが知られており、膀胱の出口を圧

迫することにより排尿困難や残尿感、夜間頻尿などの症状が現れます。こうした病態を前立腺肥

大症と言います。

前立腺肥大症の診断
前立腺肥大症の診断では前立腺の大きさだけではなく症状の程度や実際の尿の出かたなどを総合

的に判断することが重要です。また前立腺癌でないことを証明しておくこと（除外診断）も重要で

す（図1）。

①症状の程度：前立腺肥大症では肥大した前立腺が膀胱の出口を圧迫するためおしっこがでにく
い（排尿困難）、おしっこの勢いが弱い（尿勢低下）などの閉塞症状が主体になります。閉塞の

程度がひどくなるとおしっこが1滴もでない、尿閉と呼ばれる状態まで悪化することもあります。

一方、頻回にトイレに行く（頻尿）やトイレに行くまでに尿が漏れてしまう（切迫性尿失禁）な

どの刺激症状も現れます。これらの症状を客観的に点数で評価するのが国際前立腺症状スコアと

呼ばれる質問票です。7項目の質問に0―5点で答えるようになっており、35点満点となっており、

20点以上を重症と判断します。

②尿流動態：実際の排尿の状態に関して横軸に時間、縦軸に1秒間に出る尿量をグラフとして表
したものです。1秒間に出る最大尿量が一つの目安となっており、正常な男性では通常1秒間に最

大20ml以上の排尿が可能です。この数値が10ml/秒以下になると尿のでかたが悪いと判断します。
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