
　齊藤　前立腺の診療ということで、
がんと肥大についてうかがいます。
　まず前立腺がんですけれども、これ
はかなり患者数が多い疾患ですね。
　久米　昨年の推計では年間約９万
8,000人の方が前立腺がんと診断された
といわれていて、その数は男性のがん
では一番多いといわれています。
　齊藤　診断のきっかけはどういうこ
とが多いのでしょうか。
　久米　まず、人間ドックや自治体で
行う検診でのPSA測定が挙げられま
す。このほか、他の疾患のフォロー中
にPSAを測定することが、きっかけに
なることも多いです。PSAが高いとい
うことで泌尿器科に紹介され、組織検
査をして発見されるのが一番多いと思
います。
　齊藤　年齢が高い人がPSA検査を受
けているということですね。
　久米　そうです。ただ、すべての人
が受けているわけではなくて、自治体
によってPSAの検診を行ったり、行わ
なかったり、また基準や値段も違って

いまして、その辺には温度差があるよ
うな感じがします。
　齊藤　なかなか統一してうまく流れ
ていかないのですね。
　久米　はい。
　齊藤　PSA検査の次はどうしますか。
　久米　もしもPSAが高いとなった場
合は、基本的には泌尿器科医に相談さ
れるのですが、直腸診を行ったり、画
像診断で前立腺がんを特定するのです
が、いい画像がなかなかないのです。
しかし最近ではMRIがかなりいいとい
われていて、確定診断には組織検査、
生検が必要なのですけれども、MRIの
所見を参考にしながら生検を行うこと
が多いです。
　齊藤　超音波はどうですか。
　久米　超音波も、かなり進行したが
んの場合はちょっと黒く、低エコーに
見えるといわれていますけれども、必
ずしもそうでない場合も多いので、や
はりMRIのほうが画像としては優れて
いるといわれています。
　齊藤　生検は直腸からいくのですか。

　久米　直腸からいく場合と、会陰か
らいく場合があって、場合によっては
その両者を組み合わせるやり方があり
ます。これは施設によって少し違って
います。ただ、経直腸でいくほうが多
いと思います。
　齊藤　何本ぐらい刺すのですか。
　久米　標準は10～12本は刺しなさい
といわれています。超音波でも、画像
で前立腺がんがはっきりわからないの
で、あるかもしれないがんに向かって
たくさん針を刺し、小さいものまで見
つけようというやり方です。
　齊藤　生検自体にリスクはあるので
しょうか。
　久米　感染を起こし、高熱や敗血症
を伴ってしまうリスクや、出血を起こ
して、時には輸血も行わなければいけ
ないリスクもあります。死亡している
症例も報告されています。ですから、
基本的に安全な検査ですけれども、100
％安全という検査ではありません。た
だ、例えば胃カメラや大腸カメラでも
リスクは伴いますから、そういう意味
では検査に伴うリスクの範囲ではない
かと思います。
　齊藤　生検ではどのようなことがわ
かるのでしょうか。
　久米　生検では、まずがんがどれだ
けのボリュームであるか。例えば、10
本中10本だとか、10本中１本だとか、
そういうボリュームが一つ推定できる
ということと、組織を見て、がんの悪

性度を判定することができます。がん
の悪性度がわかると、PSAの値とか、
そのほかのことを組み合わせて、前立
腺がんのリスクを、高リスク、中リス
ク、低リスクと分類することができ、
その後の治療の方針に役立つというこ
とになります。
　齊藤　転移があるかどうかなども最
初に調べるのですか。
　久米　それは必須で、骨に転移する
ことが多いので、骨シンチ、リンパ節
や骨への転移を見るためにCTを行っ
ています。
　齊藤　今、どんな治療があるのでし
ょうか。
　久米　前立腺に限局しているがんに
関しては、手術療法と放射線療法があ
ります。放射線療法は、外照射、これ
は今ピンポイントで当てるIMRTとい
う技術があります。また放射線を出す
針を埋め込む小線源の治療があります。
　一方、手術においては、最近、非常
に革新的なことがありました。それま
で開腹手術が主流だったのですけれど
も、ロボット支援下の手術というのが
出現し、取って代わろうとしています。
これは腹腔鏡のようにおなかを気腹で
膨らませて行います。ロボットといい
ますが、産業用のロボットを想像して
いただければいいのですけれども、非
常に操作性のいいロボットを人間が操
作して前立腺を取るという手術です。
これが今主流になりつつあります。

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅴ）

国立国際医療研究センター病院第一泌尿器科医長
久　米　春　喜

（聞き手　齊藤郁夫）

前立腺の診療

ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016） （921）  4140 （920） ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016）

1612本文.indd   40-41 16/11/14   9:46



　齊藤　前立腺の診療ということで、
がんと肥大についてうかがいます。
　まず前立腺がんですけれども、これ
はかなり患者数が多い疾患ですね。
　久米　昨年の推計では年間約９万
8,000人の方が前立腺がんと診断された
といわれていて、その数は男性のがん
では一番多いといわれています。
　齊藤　診断のきっかけはどういうこ
とが多いのでしょうか。
　久米　まず、人間ドックや自治体で
行う検診でのPSA測定が挙げられま
す。このほか、他の疾患のフォロー中
にPSAを測定することが、きっかけに
なることも多いです。PSAが高いとい
うことで泌尿器科に紹介され、組織検
査をして発見されるのが一番多いと思
います。
　齊藤　年齢が高い人がPSA検査を受
けているということですね。
　久米　そうです。ただ、すべての人
が受けているわけではなくて、自治体
によってPSAの検診を行ったり、行わ
なかったり、また基準や値段も違って

いまして、その辺には温度差があるよ
うな感じがします。
　齊藤　なかなか統一してうまく流れ
ていかないのですね。
　久米　はい。
　齊藤　PSA検査の次はどうしますか。
　久米　もしもPSAが高いとなった場
合は、基本的には泌尿器科医に相談さ
れるのですが、直腸診を行ったり、画
像診断で前立腺がんを特定するのです
が、いい画像がなかなかないのです。
しかし最近ではMRIがかなりいいとい
われていて、確定診断には組織検査、
生検が必要なのですけれども、MRIの
所見を参考にしながら生検を行うこと
が多いです。
　齊藤　超音波はどうですか。
　久米　超音波も、かなり進行したが
んの場合はちょっと黒く、低エコーに
見えるといわれていますけれども、必
ずしもそうでない場合も多いので、や
はりMRIのほうが画像としては優れて
いるといわれています。
　齊藤　生検は直腸からいくのですか。

　久米　直腸からいく場合と、会陰か
らいく場合があって、場合によっては
その両者を組み合わせるやり方があり
ます。これは施設によって少し違って
います。ただ、経直腸でいくほうが多
いと思います。
　齊藤　何本ぐらい刺すのですか。
　久米　標準は10～12本は刺しなさい
といわれています。超音波でも、画像
で前立腺がんがはっきりわからないの
で、あるかもしれないがんに向かって
たくさん針を刺し、小さいものまで見
つけようというやり方です。
　齊藤　生検自体にリスクはあるので
しょうか。
　久米　感染を起こし、高熱や敗血症
を伴ってしまうリスクや、出血を起こ
して、時には輸血も行わなければいけ
ないリスクもあります。死亡している
症例も報告されています。ですから、
基本的に安全な検査ですけれども、100
％安全という検査ではありません。た
だ、例えば胃カメラや大腸カメラでも
リスクは伴いますから、そういう意味
では検査に伴うリスクの範囲ではない
かと思います。
　齊藤　生検ではどのようなことがわ
かるのでしょうか。
　久米　生検では、まずがんがどれだ
けのボリュームであるか。例えば、10
本中10本だとか、10本中１本だとか、
そういうボリュームが一つ推定できる
ということと、組織を見て、がんの悪

性度を判定することができます。がん
の悪性度がわかると、PSAの値とか、
そのほかのことを組み合わせて、前立
腺がんのリスクを、高リスク、中リス
ク、低リスクと分類することができ、
その後の治療の方針に役立つというこ
とになります。
　齊藤　転移があるかどうかなども最
初に調べるのですか。
　久米　それは必須で、骨に転移する
ことが多いので、骨シンチ、リンパ節
や骨への転移を見るためにCTを行っ
ています。
　齊藤　今、どんな治療があるのでし
ょうか。
　久米　前立腺に限局しているがんに
関しては、手術療法と放射線療法があ
ります。放射線療法は、外照射、これ
は今ピンポイントで当てるIMRTとい
う技術があります。また放射線を出す
針を埋め込む小線源の治療があります。
　一方、手術においては、最近、非常
に革新的なことがありました。それま
で開腹手術が主流だったのですけれど
も、ロボット支援下の手術というのが
出現し、取って代わろうとしています。
これは腹腔鏡のようにおなかを気腹で
膨らませて行います。ロボットといい
ますが、産業用のロボットを想像して
いただければいいのですけれども、非
常に操作性のいいロボットを人間が操
作して前立腺を取るという手術です。
これが今主流になりつつあります。

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅴ）

国立国際医療研究センター病院第一泌尿器科医長
久　米　春　喜

（聞き手　齊藤郁夫）
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　齊藤　腹腔鏡下でロボット支援の手
術をするということですか。
　久米　そういうことです。
　齊藤　これはどのような点が優れて
いるのですか。
　久米　まず前立腺自体が骨盤の底に
埋もれているような小さな臓器で、日
本人の場合、片手しか入らないとか、
術者しかのぞけないという非常に狭く
深いところにあります。このような場
所には従来の手術ではなかなか到達し
得なかったのですけれども、細い鉗子
のロボットの手であれば容易に届きま
す。しかも気腹をして、３Dの立体視
野で、内視鏡の拡大視野で、みなで画
像を共有できます。気腹をしているの
で、出血量も少ないので、術野はきれ
いなことも加わり、非常に正確で緻密
な手術ができるようになりました。
　正確に手術ができるので、断端の陽
性率も明らかに減っていますし、術後
の尿失禁やインポテンツといった問題
もかなり改善していることが報告され
ています。
　齊藤　よく見えて、なおかつ細かい
ところに手が届いて、人間の手よりも
もっとよく動くのですか。
　久米　そうです。
　齊藤　これは日本の多くの施設でで
きるのですか。
　久米　機械自体が億単位の高価な機
械なので、なかなかどの病院でも入れ
るというわけにいきません。大病院で

も、導入されている病院は限られてい
ますけれども、日本では普及しつつあ
ります。
　齊藤　健康保険で行われるというこ
とですね。
　久米　保険適用になっています。で
すから、ロボットが導入された病院で
は、ほとんど手術はロボットで行われ
るようになっています。
　齊藤　腹腔鏡下ですから、患者さん
の負担も少ないし、入院期間もそんな
に長くないということですか。
　久米　大体10日前後ぐらいで退院で
きるのではないかと思います。
　齊藤　インポテンツ、尿失禁の頻度
も少ないのですね。
　久米　従来の手術に比べて回復が早
くなって、実際、後遺症として残る数
も少ないといわれています。
　齊藤　放射線治療はどのようにする
のでしょう。
　久米　放射線治療は、先に述べたよ
うに、外から当てる方法と小線源の治
療があります。小線源の場合は２泊３
日程度入院していただいて、麻酔をか
けて線源を埋め込む。放射線の外照射
は、IMRTといいますけれども、これ
は大体２カ月弱ぐらいです。通常は外
来通院で行っています。
　齊藤　この両者のメリット、デメリ
ットはどうですか。
　久米　IMRTはピンポイントで照射
することができるので、従来の放射線

に比べるとかなり副作用は減っていま
す。ただ、それでも数％の方に、近く
にある臓器である膀胱や直腸の炎症と
いった症状、特に多いのは下血や膀胱
炎の症状だと思うのですけれども、そ
ういったものが認められます。小線源
の場合も大体似たような副作用だと思
います。
　齊藤　小線源は入院して行いますが、
これは泌尿器科の先生が行うのですか。
　久米　泌尿器科と放射線科の先生が
共同して行うかたちになっています。
　齊藤　その後は、PSAで経過を見て
いくのですね。
　久米　はい。
　齊藤　前立腺肥大に関してはどうで
しょう。
　久米　前立腺がんは、あまり症状が
出ないうちに見つけて、早く治すので
すが、前立腺肥大症の場合は、生命に
直接関係するものではないので、どち
らかというと、患者さんの症状が治療
の一つの参考になります。
　齊藤　そうしますと、肥大の症状が
ある場合には、その患者さんがどの程
度お困りかとか、生活の質を悪くして
いるかとか、そういうことが重要なの
ですね。

　久米　はい。ですから、基本は薬物
療法ですが、薬物療法も10年前、20年
前に比べて、今はいろいろな種類の薬
を使うことができるようになったので、
様々なシチュエーションで患者さんに
メリットを与えているのではないかと
思います。
　ただ、それだけでは対応できない場
合とか、大きな前立腺だとか、尿が出
なくなってしまう、尿閉といいますけ
れども、そういった場合にはきちんと
手術をして行うのがいいと思います。
しかし、がんではなく良性疾患ですの
で、手術に踏み切る決めどきというの
は、非常に難しいと思っています。
　齊藤　どういった手術を行うのです
か。
　久米　一番多いのは内視鏡で前立腺
を削っていく手術です。TURPと呼ば
れています。
　齊藤　以前から行われている手術で
すか。
　久米　はい。
　齊藤　肥大症のほうは、個別に考え
ていく要素がかなり強いということで
すね。
　久米　そういうことです。
　齊藤　ありがとうございました。
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　齊藤　腹腔鏡下でロボット支援の手
術をするということですか。
　久米　そういうことです。
　齊藤　これはどのような点が優れて
いるのですか。
　久米　まず前立腺自体が骨盤の底に
埋もれているような小さな臓器で、日
本人の場合、片手しか入らないとか、
術者しかのぞけないという非常に狭く
深いところにあります。このような場
所には従来の手術ではなかなか到達し
得なかったのですけれども、細い鉗子
のロボットの手であれば容易に届きま
す。しかも気腹をして、３Dの立体視
野で、内視鏡の拡大視野で、みなで画
像を共有できます。気腹をしているの
で、出血量も少ないので、術野はきれ
いなことも加わり、非常に正確で緻密
な手術ができるようになりました。
　正確に手術ができるので、断端の陽
性率も明らかに減っていますし、術後
の尿失禁やインポテンツといった問題
もかなり改善していることが報告され
ています。
　齊藤　よく見えて、なおかつ細かい
ところに手が届いて、人間の手よりも
もっとよく動くのですか。
　久米　そうです。
　齊藤　これは日本の多くの施設でで
きるのですか。
　久米　機械自体が億単位の高価な機
械なので、なかなかどの病院でも入れ
るというわけにいきません。大病院で

も、導入されている病院は限られてい
ますけれども、日本では普及しつつあ
ります。
　齊藤　健康保険で行われるというこ
とですね。
　久米　保険適用になっています。で
すから、ロボットが導入された病院で
は、ほとんど手術はロボットで行われ
るようになっています。
　齊藤　腹腔鏡下ですから、患者さん
の負担も少ないし、入院期間もそんな
に長くないということですか。
　久米　大体10日前後ぐらいで退院で
きるのではないかと思います。
　齊藤　インポテンツ、尿失禁の頻度
も少ないのですね。
　久米　従来の手術に比べて回復が早
くなって、実際、後遺症として残る数
も少ないといわれています。
　齊藤　放射線治療はどのようにする
のでしょう。
　久米　放射線治療は、先に述べたよ
うに、外から当てる方法と小線源の治
療があります。小線源の場合は２泊３
日程度入院していただいて、麻酔をか
けて線源を埋め込む。放射線の外照射
は、IMRTといいますけれども、これ
は大体２カ月弱ぐらいです。通常は外
来通院で行っています。
　齊藤　この両者のメリット、デメリ
ットはどうですか。
　久米　IMRTはピンポイントで照射
することができるので、従来の放射線

に比べるとかなり副作用は減っていま
す。ただ、それでも数％の方に、近く
にある臓器である膀胱や直腸の炎症と
いった症状、特に多いのは下血や膀胱
炎の症状だと思うのですけれども、そ
ういったものが認められます。小線源
の場合も大体似たような副作用だと思
います。
　齊藤　小線源は入院して行いますが、
これは泌尿器科の先生が行うのですか。
　久米　泌尿器科と放射線科の先生が
共同して行うかたちになっています。
　齊藤　その後は、PSAで経過を見て
いくのですね。
　久米　はい。
　齊藤　前立腺肥大に関してはどうで
しょう。
　久米　前立腺がんは、あまり症状が
出ないうちに見つけて、早く治すので
すが、前立腺肥大症の場合は、生命に
直接関係するものではないので、どち
らかというと、患者さんの症状が治療
の一つの参考になります。
　齊藤　そうしますと、肥大の症状が
ある場合には、その患者さんがどの程
度お困りかとか、生活の質を悪くして
いるかとか、そういうことが重要なの
ですね。

　久米　はい。ですから、基本は薬物
療法ですが、薬物療法も10年前、20年
前に比べて、今はいろいろな種類の薬
を使うことができるようになったので、
様々なシチュエーションで患者さんに
メリットを与えているのではないかと
思います。
　ただ、それだけでは対応できない場
合とか、大きな前立腺だとか、尿が出
なくなってしまう、尿閉といいますけ
れども、そういった場合にはきちんと
手術をして行うのがいいと思います。
しかし、がんではなく良性疾患ですの
で、手術に踏み切る決めどきというの
は、非常に難しいと思っています。
　齊藤　どういった手術を行うのです
か。
　久米　一番多いのは内視鏡で前立腺
を削っていく手術です。TURPと呼ば
れています。
　齊藤　以前から行われている手術で
すか。
　久米　はい。
　齊藤　肥大症のほうは、個別に考え
ていく要素がかなり強いということで
すね。
　久米　そういうことです。
　齊藤　ありがとうございました。
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