
　大西　大家先生、腎・尿路系の悪性
腫瘍というテーマでうかがいます。
　腎・尿路系というと、かなり広い領
域だと思いますけれども、ざっくりと、
問題になるような悪性腫瘍には、どの
ようなものがありますでしょうか。
　大家　腎・尿路系の悪性腫瘍という
と、大きく我々が泌尿器科領域の３大
がんとしているのは、腎細胞がん、膀
胱がん、前立腺がんです。あと、頻度
的にはそれより少ないのですけれども、
若い男性がかかる精巣がんというのも
あります。ただ、数としては少ないの
で、３大がんというと、多い順に前立
腺がん、その次が膀胱がん、そして腎
細胞がんになります。
　大西　それでは、３大がんについて
一つずつうかがいたいのですけれども、
まず前立腺がんですが、これはかなり
増えてきているのでしょうか。
　大家　今、国民的課題だと思います。
2015年の統計では男性が罹患するがん
の中で、ついに１位になってしまいま
した。当初の予測では2020年頃に１位

になるのではないかといわれていたの
ですけれども、2015年に１位になった
わけです。ただ、罹患率、つまり患者
さんの数としては多いのですけれども、
比較的おとなしいがんなので、死亡原
因としてはまだ肺がんなどには及びま
せん。ただ、数としては一番多いがん
になった点が注目されます。
　大西　何歳ぐらいから気をつけたら
よいでしょうか。
　大家　50歳以降です。ですから、我々
泌尿器科学会としては、50歳になられ
たら、PSAの検診を受けるべきだと考
えています。血を取るだけで早期発見
に役立ちます。人間ドックとか、ある
いは１年に一遍、キャンペーンも行っ
ていますので、そういうものを活用い
ただければと思います。
　大西　症状というと、どういう点に
気をつけたらよいですか。
　大家　ほぼ無症状です。骨に転移す
るがんなので、腰が痛くなったりして
見つかる場合は進行がんです。
　大西　PSAで引っかけると、いろい

ろ値もありますが、どういう点に注目
されますか。
　大家　４以上が異常値なので、４を
超えたら専門医にかかるべきだと思い
ます。早期発見のためには必須だと考
えています。
　大西　４を超える方を紹介した場合、
どのような段取りで診断をつけていく
のでしょうか。
　大家　生検をやります。１泊２日ぐ
らいの入院でやることが多いです。経
直腸的に、器械を入れて針を刺します。
ちょっと痛みを伴います。
　大西　何本も取るのですね。
　大家　10～12本です。
　大西　確率の問題のようになるので
すか。
　大家　12本ぐらい取りますので、そ
こからがんが出なかったら、少し安心
して、その後、様子を見ていきます。
　大西　様子を見る場合はどんな間隔
でチェックされますか。
　大家　PSAが高い方は半年に一遍ぐ
らい採血しておくと安心だと思います。
　大西　上がったらまた考える。
　大家　そうですね。でも、２回目に
生検するときは何年後かということが
多いです。
　大西　診断がついた場合も、比較的
穏やかながんだとおっしゃられました
けれども、いろいろなケースがあると
思うのですが、どのように治療のディ
シジョンを決めていけばよいでしょう

か。
　大家　患者さんの希望に沿ったかた
ちで、手術か放射線かを選んでいきま
す。
　大西　けっこう高齢で見つかった場
合はどのように対応されていますか。
　大家　80歳を超えた方は積極的な治
療を行わず、経過を見るというオプシ
ョンもありますので、その辺は医師と
相談されたほうがいいかと思います。
　大西　増えてきたという背景には何
かあるのでしょうか。
　大家　やはり欧米型の食生活、運動
不足が関係しているのではないかとい
われています。
　大西　そのあたりがリスクファクタ
ーと考えてよいのでしょうか。
　大家　はい。
　大西　次に多いのは膀胱がんという
ことですが、膀胱がんもだいぶ増えて
きているのでしょうか。
　大家　前立腺がんほどではないので
すけれども、これは男性が女性よりも
３倍多いです。男性で、たばこを吸っ
ている方は要注意です。
　大西　そうしますと、リスクファク
ターは、男性であることと喫煙のリス
クがあるということでしょうか。
　大家　はい。
　大西　何歳ぐらいから気をつけたほ
うがよいですか。
　大家　喫煙している方は50歳以降で
す。
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　大西　大家先生、腎・尿路系の悪性
腫瘍というテーマでうかがいます。
　腎・尿路系というと、かなり広い領
域だと思いますけれども、ざっくりと、
問題になるような悪性腫瘍には、どの
ようなものがありますでしょうか。
　大家　腎・尿路系の悪性腫瘍という
と、大きく我々が泌尿器科領域の３大
がんとしているのは、腎細胞がん、膀
胱がん、前立腺がんです。あと、頻度
的にはそれより少ないのですけれども、
若い男性がかかる精巣がんというのも
あります。ただ、数としては少ないの
で、３大がんというと、多い順に前立
腺がん、その次が膀胱がん、そして腎
細胞がんになります。
　大西　それでは、３大がんについて
一つずつうかがいたいのですけれども、
まず前立腺がんですが、これはかなり
増えてきているのでしょうか。
　大家　今、国民的課題だと思います。
2015年の統計では男性が罹患するがん
の中で、ついに１位になってしまいま
した。当初の予測では2020年頃に１位

になるのではないかといわれていたの
ですけれども、2015年に１位になった
わけです。ただ、罹患率、つまり患者
さんの数としては多いのですけれども、
比較的おとなしいがんなので、死亡原
因としてはまだ肺がんなどには及びま
せん。ただ、数としては一番多いがん
になった点が注目されます。
　大西　何歳ぐらいから気をつけたら
よいでしょうか。
　大家　50歳以降です。ですから、我々
泌尿器科学会としては、50歳になられ
たら、PSAの検診を受けるべきだと考
えています。血を取るだけで早期発見
に役立ちます。人間ドックとか、ある
いは１年に一遍、キャンペーンも行っ
ていますので、そういうものを活用い
ただければと思います。
　大西　症状というと、どういう点に
気をつけたらよいですか。
　大家　ほぼ無症状です。骨に転移す
るがんなので、腰が痛くなったりして
見つかる場合は進行がんです。
　大西　PSAで引っかけると、いろい

ろ値もありますが、どういう点に注目
されますか。
　大家　４以上が異常値なので、４を
超えたら専門医にかかるべきだと思い
ます。早期発見のためには必須だと考
えています。
　大西　４を超える方を紹介した場合、
どのような段取りで診断をつけていく
のでしょうか。
　大家　生検をやります。１泊２日ぐ
らいの入院でやることが多いです。経
直腸的に、器械を入れて針を刺します。
ちょっと痛みを伴います。
　大西　何本も取るのですね。
　大家　10～12本です。
　大西　確率の問題のようになるので
すか。
　大家　12本ぐらい取りますので、そ
こからがんが出なかったら、少し安心
して、その後、様子を見ていきます。
　大西　様子を見る場合はどんな間隔
でチェックされますか。
　大家　PSAが高い方は半年に一遍ぐ
らい採血しておくと安心だと思います。
　大西　上がったらまた考える。
　大家　そうですね。でも、２回目に
生検するときは何年後かということが
多いです。
　大西　診断がついた場合も、比較的
穏やかながんだとおっしゃられました
けれども、いろいろなケースがあると
思うのですが、どのように治療のディ
シジョンを決めていけばよいでしょう

か。
　大家　患者さんの希望に沿ったかた
ちで、手術か放射線かを選んでいきま
す。
　大西　けっこう高齢で見つかった場
合はどのように対応されていますか。
　大家　80歳を超えた方は積極的な治
療を行わず、経過を見るというオプシ
ョンもありますので、その辺は医師と
相談されたほうがいいかと思います。
　大西　増えてきたという背景には何
かあるのでしょうか。
　大家　やはり欧米型の食生活、運動
不足が関係しているのではないかとい
われています。
　大西　そのあたりがリスクファクタ
ーと考えてよいのでしょうか。
　大家　はい。
　大西　次に多いのは膀胱がんという
ことですが、膀胱がんもだいぶ増えて
きているのでしょうか。
　大家　前立腺がんほどではないので
すけれども、これは男性が女性よりも
３倍多いです。男性で、たばこを吸っ
ている方は要注意です。
　大西　そうしますと、リスクファク
ターは、男性であることと喫煙のリス
クがあるということでしょうか。
　大家　はい。
　大西　何歳ぐらいから気をつけたほ
うがよいですか。
　大家　喫煙している方は50歳以降で
す。

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅴ）

慶應義塾大学泌尿器科教授
大　家　基　嗣

（聞き手　大西　真）

腎・尿路系の悪性腫瘍

ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016） （925）  4544 （924） ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016）

1612本文.indd   44-45 16/11/14   9:46



　大西　これは血尿か何かで見つかる
のでしょうか。
　大家　そうです。ですから、先ほど
の前立腺がんと違って、血尿が出るの
で、比較的早期でも発見しやすいがん
です。
　大西　あまりマーカーのようなもの
はないのですね。
　大家　ないわけではないのですが、
PSAほど有用なものはありません。
　大西　そうしますと、肉眼的な血尿
だと明らかだと思うのですけれども、
健診で潜血が指摘された場合でも気を
つけたほうがいいでしょうか。
　大家　潜血が指摘されれば、一度は
精密検査をされたほうがいいと思うの
ですけれども、圧倒的に肉眼的血尿、
つまり目で見える血尿が多いです。
　大西　そうしますと、専門医に紹介
した場合、どういうプロセスで診断さ
れるのでしょうか。
　大家　今はCTスキャンを行います。
かつては、排泄性腎盂造影や超音波で
したが、今はCTウログラフィという
ものが一番強力な手段になり、進歩が
著しい領域です。
　大西　尿路系を造影してCTを撮る。
　大家　はい。そうしますと腎臓から
尿管、膀胱まですべてわかりますので、
はっきり診断ができます。
　大西　治療の進歩としては、内視鏡
的な治療が多いのでしょうか。
　大家　はい。20～30年前からあまり

変わりません。
　大西　やはり経尿道的に行うのです
か。
　大家　経尿道的に削る手術です。膀
胱内の筋層への浸潤がないものでした
ら、削るだけで治療が済みます。ただ、
進行して見つかると、膀胱を全部取る
という、大きな手術を受けなければな
りません。
　大西　機能面での問題があるのです
ね。
　大家　ぜひこれも早期発見が望まれ
るので、肉眼的血尿が出るのは、すぐ
に泌尿器科にかかっていただきたいと
いうメッセージです。
　大西　３番目に多いのが腎細胞がん
ですが、これもたまたま見つかること
が多いかと思いますけれども、男性に
多いのでしょうか。
　大家　男性が２倍です。
　大西　腎細胞がんも何かリスクファ
クターのようなものはわかっているの
でしょうか。
　大家　古典的リスクファクターとい
われる３つがありまして、肥満と高血
圧とたばこです。ただ、たばこのリス
クは膀胱がんほど高くありません。
　大西　腎細胞がんもなかなか症状が
出にくいかと思うのですけれども。
　大家　そうなのです。ですから、ほ
とんどの患者さんは健康診断で見つか
ります。
　大西　たまたま超音波とかCTとか。

　大家　そうです。ですから、人間ド
ック、あるいは会社の健診での腹部超
音波検査で見つかる方が最も多いので、
40歳を超えたあたりからぜひとも受け
ていただきたいと思います。
　大西　腹部超音波検査はきちんと受
けておかなければいけないということ
ですね。
　大家　はい。
　大西　画像的に診断をつけて、治療
は基本的には切除というかたちですね。
　大家　手術です。早期発見でしたら、
腎臓を全部取らなくて済む手術方法も
ありますので、ぜひとも早期発見をめ
ざして、腹部超音波検査を人間ドック
あるいは健診で受けていただきたいと
思います。
　大西　もし進行してしまっていた場
合は何か手はあるのでしょうか。
　大家　かつてはインターフェロンと
かインターロイキン２の治療しかなか
ったのですけれども、2008年、つまり
８年前からは分子標的薬が出まして、
今、６剤使えます。転移で見つかって
も諦める必要はありません。
　大西　かなり有効なのでしょうか。
　大家　有効です。2008年からは非常
に治療成績が上がりました。薬剤での
治療の進歩が著しいがんだと思います。
　大西　それは非常に大きな進歩だと
いうことですね。
　大家　はい。
　大西　あとは、少し特殊になるかと

思いますけれども、精巣の腫瘍も時々
ありますね。急に腫れてきたりとか。
　大家　これは若い患者さんなので、
自分が病気になるとは思っていらっし
ゃらないのです。
　大西　突然腫れてくるみたいな感じ
でしょうか。
　大家　急に腫れてくるというよりも、
何となく違和感を持つ感じです。ただ、
痛くないので放置されるのです。
　大西　少し腫れていて、痛くはない。
　大家　逆に、痛くて腫れる場合は炎
症で、がんではありません。
　大西　炎症とかカンジダとか。
　大家　精巣上体炎が最も多いです。
これは薬で治ります。痛くない精巣の
腫脹があって、10代後半、20代の方は
ぜひとも泌尿器科に受診していただき
たいと思います。
　大西　これは腫瘍マーカーがあるの
ですね。
　大家　あります。ただ、健康診断で
取り入れられていないのです。
　大西　そうですね。AFPか何か。
　大家　そうです。AFPです。
　大西　そうすると、診断には生検か
何かをするのでしょうか。
　大家　いや、これは生検しません。
早速手術になって、精巣を摘除する手
術になります。
　大西　腫れ具合で、専門家が見れば
わかるのですね。
　大家　わかります。
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　大西　これは血尿か何かで見つかる
のでしょうか。
　大家　そうです。ですから、先ほど
の前立腺がんと違って、血尿が出るの
で、比較的早期でも発見しやすいがん
です。
　大西　あまりマーカーのようなもの
はないのですね。
　大家　ないわけではないのですが、
PSAほど有用なものはありません。
　大西　そうしますと、肉眼的な血尿
だと明らかだと思うのですけれども、
健診で潜血が指摘された場合でも気を
つけたほうがいいでしょうか。
　大家　潜血が指摘されれば、一度は
精密検査をされたほうがいいと思うの
ですけれども、圧倒的に肉眼的血尿、
つまり目で見える血尿が多いです。
　大西　そうしますと、専門医に紹介
した場合、どういうプロセスで診断さ
れるのでしょうか。
　大家　今はCTスキャンを行います。
かつては、排泄性腎盂造影や超音波で
したが、今はCTウログラフィという
ものが一番強力な手段になり、進歩が
著しい領域です。
　大西　尿路系を造影してCTを撮る。
　大家　はい。そうしますと腎臓から
尿管、膀胱まですべてわかりますので、
はっきり診断ができます。
　大西　治療の進歩としては、内視鏡
的な治療が多いのでしょうか。
　大家　はい。20～30年前からあまり

変わりません。
　大西　やはり経尿道的に行うのです
か。
　大家　経尿道的に削る手術です。膀
胱内の筋層への浸潤がないものでした
ら、削るだけで治療が済みます。ただ、
進行して見つかると、膀胱を全部取る
という、大きな手術を受けなければな
りません。
　大西　機能面での問題があるのです
ね。
　大家　ぜひこれも早期発見が望まれ
るので、肉眼的血尿が出るのは、すぐ
に泌尿器科にかかっていただきたいと
いうメッセージです。
　大西　３番目に多いのが腎細胞がん
ですが、これもたまたま見つかること
が多いかと思いますけれども、男性に
多いのでしょうか。
　大家　男性が２倍です。
　大西　腎細胞がんも何かリスクファ
クターのようなものはわかっているの
でしょうか。
　大家　古典的リスクファクターとい
われる３つがありまして、肥満と高血
圧とたばこです。ただ、たばこのリス
クは膀胱がんほど高くありません。
　大西　腎細胞がんもなかなか症状が
出にくいかと思うのですけれども。
　大家　そうなのです。ですから、ほ
とんどの患者さんは健康診断で見つか
ります。
　大西　たまたま超音波とかCTとか。

　大家　そうです。ですから、人間ド
ック、あるいは会社の健診での腹部超
音波検査で見つかる方が最も多いので、
40歳を超えたあたりからぜひとも受け
ていただきたいと思います。
　大西　腹部超音波検査はきちんと受
けておかなければいけないということ
ですね。
　大家　はい。
　大西　画像的に診断をつけて、治療
は基本的には切除というかたちですね。
　大家　手術です。早期発見でしたら、
腎臓を全部取らなくて済む手術方法も
ありますので、ぜひとも早期発見をめ
ざして、腹部超音波検査を人間ドック
あるいは健診で受けていただきたいと
思います。
　大西　もし進行してしまっていた場
合は何か手はあるのでしょうか。
　大家　かつてはインターフェロンと
かインターロイキン２の治療しかなか
ったのですけれども、2008年、つまり
８年前からは分子標的薬が出まして、
今、６剤使えます。転移で見つかって
も諦める必要はありません。
　大西　かなり有効なのでしょうか。
　大家　有効です。2008年からは非常
に治療成績が上がりました。薬剤での
治療の進歩が著しいがんだと思います。
　大西　それは非常に大きな進歩だと
いうことですね。
　大家　はい。
　大西　あとは、少し特殊になるかと

思いますけれども、精巣の腫瘍も時々
ありますね。急に腫れてきたりとか。
　大家　これは若い患者さんなので、
自分が病気になるとは思っていらっし
ゃらないのです。
　大西　突然腫れてくるみたいな感じ
でしょうか。
　大家　急に腫れてくるというよりも、
何となく違和感を持つ感じです。ただ、
痛くないので放置されるのです。
　大西　少し腫れていて、痛くはない。
　大家　逆に、痛くて腫れる場合は炎
症で、がんではありません。
　大西　炎症とかカンジダとか。
　大家　精巣上体炎が最も多いです。
これは薬で治ります。痛くない精巣の
腫脹があって、10代後半、20代の方は
ぜひとも泌尿器科に受診していただき
たいと思います。
　大西　これは腫瘍マーカーがあるの
ですね。
　大家　あります。ただ、健康診断で
取り入れられていないのです。
　大西　そうですね。AFPか何か。
　大家　そうです。AFPです。
　大西　そうすると、診断には生検か
何かをするのでしょうか。
　大家　いや、これは生検しません。
早速手術になって、精巣を摘除する手
術になります。
　大西　腫れ具合で、専門家が見れば
わかるのですね。
　大家　わかります。
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　大西　片方取ってしまうということ
でしょうか。
　大家　そうです。片方取ってしまう
ので、非常に治療には抵抗があるので
すけれども、１つ残れば男性としての
機能もきちんと残りますので。
　大西　早期発見すれば予後はよいの
でしょうか。
　大家　予後はいいです。もし転移が
あった場合は予後は微妙になってくる
のですけれども、シスプラチンという

抗がん剤を中心とした化学療法が非常
に効きますので、たとえ転移があって
も治るがんだといわれています。
　大西　そうしますと、少し腫れたら
積極的に受診していただくことが一番
ですね。
　大家　少し恥ずかしいと戸惑う方も
多いですが、ぜひとも受けていただき
たいです。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　Characteristics and prevalence of asthma/chronic obstructive pul
monary disease overlap in the United States.
　Kumbhare S, Pleasants R, Ohar JA, Strange C
　Ann Am Thorac Soc 13 : 803〜810, 2016

　背景：喘息・慢性閉塞性肺疾患（COPD）オーバーラップ症候群（ACOS）は
COPDを定義する固定性気道閉塞と喘息に特徴的な自覚症状を併せ持つ患者に見
られる。ACOSの有病率や併存症についてはまだ不明確な部分がある。
　目的：ACOS患者は症状悪化しやすいので、合併症がそれぞれの疾患単独また
は対照集団よりも米国では多いであろうとの仮説を立て検証した。
　方法：生活習慣病行動危険因子サーベイランスシステム2012年調査において35
歳以上でかつ電話質問に応じてくれた90,851人を対象に自己申告での人口統計学
データ、喫煙状況、併存症、入院歴や救急受診歴について調べ、ACOSと診断し
た人たちをCOPD、喘息、対照の各群と比較検討した。ロジスティック回帰分析
を用いて人口統計学因子と喫煙状況で調整した後に並存症や入院と救急受診のイ
ンパクトをモデル化し、ACOS群とCOPD群間で比較した。
　結果：米国でのACOSの有病率は3.2％、COPDは6.0％で両方とも年齢とともに
増加した。ACOS群の平均年齢（64.0±11.7歳）はCOPD群（67.1±1.8歳）より若
く、喘息（59.0±13.1歳、p＜0.0001）よりは高齢であった。並存症はACOS群と
COPD群で喘息や対照群よりも多かった。ACOS群は他の群と比べてBMIが高く、
低収入で教育レベルも低かった。またACOS群はCOPD群と比べると一つ以上の
並存症を持つ率が高く（90.2％対84％、p＜0.0001）、入院や救急受診も多く（22.0
％対13.2％、p＜0.0001）、運動は少なく（50.0％対58.6％、p＝0.0024）、身体障害
が多かった（70.8％対58.6％、p＜0.0001）。
　結論：喘息とCOPDの２つの診断名を持つ患者はCOPD単独と診断される患者
よりも若くて並存症、身体障害、入院や救急受診が多いなどの相違点がある。

喘息シリーズ（145）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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