
ーがあまり変化を示さない場合がある
と思うのですが、これはどのように対
処されるのでしょうか。
　飯塚　治療効果判定を行って、骨代
謝マーカー値が有意な変化を認めなか
った場合、薬物療法の効果がなかった
と判断することになります。ただ、そ
ういった場合は、すぐに薬物を変更す
るのではなくて、そもそも患者さんが
その薬をしっかり服用できていたかど
うか、服薬状況を確認することが大切
だと思います。当然ですけれども、薬
のコンプライアンスが不良であれば薬
の効果を十分得ることはできません。
　また、尿あるいは血液の採取時間が
治療前と治療後で同じ時間であったか、
そういったことを確認することも大事
だと思います。
　さらに、ビスホスホネートの場合に

は、薬を服用する時間と食事の摂取時
間との関係が吸収に大きく影響します。
ですから、両者の時間差についても、
それが適切かどうか確認する必要もあ
るかと思います。
　それらの点を確認して、それでも最
終的にマーカー値の有意な変化が見ら
れなかった原因が明らかでなかった場
合には、薬物の変更等を初めて検討す
る。そういった流れで考えていくのが
いいのではないかと思います。
　池田　マーカー一つ検査するにも、
例えば日内変動とか、腎臓病のあるな
しとか、非常に難しい背景があって、
それらをすべて理解したうえで検査し
ていくということですね。たいへん難
しい病態ですね。どうもありがとうご
ざいました。

山王病院泌尿器科部長
中　島　　淳

（聞き手　池田志斈）

　臨床症状のないPSA値上昇についてご教示ください。
　87歳と88歳の後期高齢者の男性です。どちらの方も長年にわたり高血圧な
どの生活習慣病のために当院で経過観察治療をしています。定期的な血液検査
でPSA値が、それぞれ15.0、7.2と上昇を認めました。２人とも著明な臨床症状 

（夜間頻尿、排尿困難など）は、ありません。泌尿器科専門医にコンサルトし
たところ、臨床症状がなく、また年齢を考慮すると積極的な精密検査の必要は
ないとのことです。当院で経過観察をする場合の対応や注意点があればご教示
ください。

＜兵庫県開業医＞

臨床症状のないPSA上昇

　池田　中島先生、PSAとはどのよう
なもので、いつごろから報告されてい
るのでしょうか。
　中島　PSAとは、pros tate specific 
antigenの略で、前立腺特異抗原とい
います。前立腺に存在するセリンプロ
テアーゼに分類されるタンパク質分解
酵素の一種とされていまして、臨床的
には前立腺がん、あるいは前立腺肥大
症や前立腺炎などで上昇するといわれ
ています。1960～70年にかけて発見さ
れて、臨床応用は90年ごろからだった
と思います。

　池田　生理的にはこれはどのような
働きをしているのでしょうか。
　中島　今わかっているのは、先ほど
申し上げましたように、セリンプロテ
アーゼの一種であって、精液の粘度を
調整する作用を持っているようです。
ただ、前立腺がなくても普通に生活で
きるわけですから、生命維持に必要な
ものではないのかもしれません。
　池田　精液の粘稠度を下げることに
よって、何かアドバンテージ、例えば
受精しやすくなるとか、そういうこと
なのでしょうか。
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ないとうたっています。
　池田　逆にハイリスクというのはど
ういうクライテリアなのでしょうか。
　中島　ハイリスクというのは、PSA
が20を超える、あるいは前立腺がんが
前立腺の被膜を超えて局所で進行して
いる、もう一つは組織学的悪性度の指
標であるグリソンスコアが10段階のう
ち８以上である、こういったものを指
します。
　この患者さんにおいては、PSAは20
未満です。そして、石のように固く触
れる前立腺がん病巣が前立腺の外まで
進展しているかどうかは、簡便な方法
として泌尿器科医は直腸診で見極めま
すが、泌尿器科受診時にチェックされ
ていると思います。とすると、最後の
グリソンスコアがどうかになるのです
が、こればかりは生検をする以外に情
報が得られませんから、そのあたりは
ご本人と家族に十分説明をして、生検
をするかどうか決めなければいけませ
ん。
　ちなみに、87歳あるいは88歳という
のは、2017年の厚生労働省の生命表で
平均余命約５年に相当します。
　池田　そういう意味では、この年齢
から見ても、積極的に生検を行う意義
はあまりないのですね。
　中島　意義がないとは言いきれませ
んが、生検を決めるうえでは、もう一
方、生検の不利益も納得していただか
なければいけません。生検の合併症と

して、日本泌尿器科学会の調査では、
血尿12％とか、直腸出血5.9％、尿閉1.1
％、38度以上の発熱1.1％のように、あ
る程度の合併症があることが報告され
ていますので、先ほど申し上げた臨床
所見に加えて、生検の不利益、特に合
併症等についても、本人、家族にお話
をして、個々の症例で決めていくのが、
このような高齢者における実際の医療
ではないかと思っています。その際に
は高齢となった患者さんでは、個人差
が大きい健康状態なども方針を決める
うえで考慮しなければならない点だと
思います。
　池田　おそらく質問の先生はそうい
ったことをすべて踏まえて、経過観察
する場合、対応や注意点について具体
的にどのようにフォローアップしてい
くべきでしょうか。
　中島　基本的には定期的なPSAのフ
ォローアップと、可能ならば直腸診が
望まれます。PSA高値症例の保険診療
上のルールがあり、前立腺がん疑いと
いう傷病名で、PSAが４以上であって、
前立腺がんの確定診断がつかない、こ
の患者さんのような場合には、３カ月
以上空けてPSAの算定が可能となって
います。
　なお、PSAを２回以上算定するにあ
たっては、PSA検査実施日と検査値を
診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
ととされていますので、そのルールを
守っていただいて、定期的にPSAを測

　中島　おそらくそうなのだろうと思
います。
　池田　逆に、こういった精液中にあ
るようなものが、前立腺がんや炎症、
あるいは前立腺肥大などになると、ど
うして血中に上がってくるのでしょう
か。
　中島　難しい質問ですが、がんでは
組織学的構築が正常からかけ離れてい
って、精路に出ていくPSAが、血中に
あふれ漏れ出てくる。あるいは、血中
に入らないようなバリアが、がんなど
で破壊されて血液中に流出することな
どが想定されますが、詳細ははっきり
しません。前立腺肥大症でも上がって
くることがありますので。
　池田　質問ですと、87歳と88歳の後
期高齢者で、調べたらPSAが15.0、7.2
と上昇したということですが、高齢者
ではPSAはよく調べられるのでしょう
か。あるいは、高齢者でPSAは上がる
のでしょうか。
　中島　前立腺がん検診については、
わが国においては年齢の上限はありま
せん。欧米においては、余命10年以内
では前立腺がん検診の対象にはしない
ことが書かれていますが、日本におい
ては検診上の年齢上限は設定されてい
ません。
　また、PSAというのは年齢とともに
徐々に上がってきます。一般にはPSA
のカットオフ値を４に設定しています。
４を超えると前立腺がんを疑って、前

立腺生検をお勧めするのが泌尿器科の
一般臨床です。
　PSA４～10、いわゆるグレーゾーン
では前立腺がんと診断される確率は約
30％ぐらいで、PSA 10～20では30～45
％ぐらいの前立腺がんの確率といわれ
ています。一方では、生前、臨床的に
前立腺がんの徴候が認められずに、他
因死した死後の解剖で確認されるラテ
ントがんがあります。50歳以上では治
療を必要としなかったラテントがんの
確率が約20％、80代では30～50％ぐら
いあるという報告もあります。そうす
ると、80代後半のこの患者さんにおい
ては、前立腺がんを持っている確率は
高いと思わざるを得ないと思います。
　池田　一方、２人とも臨床症状はな
くて、泌尿器の専門医にもコンサルト
したけれども、症状がないから積極的
な検査、多分生検のことだと思うので
すが、しないということです。これは
現在の考え方では通常の考え方なので
しょうか。
　中島　前立腺がんが存在するかしな
いかもさることながら、おそらく、前
立腺がんであったとして、治療を必要
とするかどうか、これが多くの泌尿器
科医の関心事の一つだと思います。米
国のNational compre hensive cancer 
network（NCCN）のガイドラインで
は、５年以下の余命で症状のない前立
腺がんは、いわゆるハイリスクがんを
除いて、それ以上の精査や治療は必要
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ないとうたっています。
　池田　逆にハイリスクというのはど
ういうクライテリアなのでしょうか。
　中島　ハイリスクというのは、PSA
が20を超える、あるいは前立腺がんが
前立腺の被膜を超えて局所で進行して
いる、もう一つは組織学的悪性度の指
標であるグリソンスコアが10段階のう
ち８以上である、こういったものを指
します。
　この患者さんにおいては、PSAは20
未満です。そして、石のように固く触
れる前立腺がん病巣が前立腺の外まで
進展しているかどうかは、簡便な方法
として泌尿器科医は直腸診で見極めま
すが、泌尿器科受診時にチェックされ
ていると思います。とすると、最後の
グリソンスコアがどうかになるのです
が、こればかりは生検をする以外に情
報が得られませんから、そのあたりは
ご本人と家族に十分説明をして、生検
をするかどうか決めなければいけませ
ん。
　ちなみに、87歳あるいは88歳という
のは、2017年の厚生労働省の生命表で
平均余命約５年に相当します。
　池田　そういう意味では、この年齢
から見ても、積極的に生検を行う意義
はあまりないのですね。
　中島　意義がないとは言いきれませ
んが、生検を決めるうえでは、もう一
方、生検の不利益も納得していただか
なければいけません。生検の合併症と

して、日本泌尿器科学会の調査では、
血尿12％とか、直腸出血5.9％、尿閉1.1
％、38度以上の発熱1.1％のように、あ
る程度の合併症があることが報告され
ていますので、先ほど申し上げた臨床
所見に加えて、生検の不利益、特に合
併症等についても、本人、家族にお話
をして、個々の症例で決めていくのが、
このような高齢者における実際の医療
ではないかと思っています。その際に
は高齢となった患者さんでは、個人差
が大きい健康状態なども方針を決める
うえで考慮しなければならない点だと
思います。
　池田　おそらく質問の先生はそうい
ったことをすべて踏まえて、経過観察
する場合、対応や注意点について具体
的にどのようにフォローアップしてい
くべきでしょうか。
　中島　基本的には定期的なPSAのフ
ォローアップと、可能ならば直腸診が
望まれます。PSA高値症例の保険診療
上のルールがあり、前立腺がん疑いと
いう傷病名で、PSAが４以上であって、
前立腺がんの確定診断がつかない、こ
の患者さんのような場合には、３カ月
以上空けてPSAの算定が可能となって
います。
　なお、PSAを２回以上算定するにあ
たっては、PSA検査実施日と検査値を
診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
ととされていますので、そのルールを
守っていただいて、定期的にPSAを測

　中島　おそらくそうなのだろうと思
います。
　池田　逆に、こういった精液中にあ
るようなものが、前立腺がんや炎症、
あるいは前立腺肥大などになると、ど
うして血中に上がってくるのでしょう
か。
　中島　難しい質問ですが、がんでは
組織学的構築が正常からかけ離れてい
って、精路に出ていくPSAが、血中に
あふれ漏れ出てくる。あるいは、血中
に入らないようなバリアが、がんなど
で破壊されて血液中に流出することな
どが想定されますが、詳細ははっきり
しません。前立腺肥大症でも上がって
くることがありますので。
　池田　質問ですと、87歳と88歳の後
期高齢者で、調べたらPSAが15.0、7.2
と上昇したということですが、高齢者
ではPSAはよく調べられるのでしょう
か。あるいは、高齢者でPSAは上がる
のでしょうか。
　中島　前立腺がん検診については、
わが国においては年齢の上限はありま
せん。欧米においては、余命10年以内
では前立腺がん検診の対象にはしない
ことが書かれていますが、日本におい
ては検診上の年齢上限は設定されてい
ません。
　また、PSAというのは年齢とともに
徐々に上がってきます。一般にはPSA
のカットオフ値を４に設定しています。
４を超えると前立腺がんを疑って、前

立腺生検をお勧めするのが泌尿器科の
一般臨床です。
　PSA４～10、いわゆるグレーゾーン
では前立腺がんと診断される確率は約
30％ぐらいで、PSA 10～20では30～45
％ぐらいの前立腺がんの確率といわれ
ています。一方では、生前、臨床的に
前立腺がんの徴候が認められずに、他
因死した死後の解剖で確認されるラテ
ントがんがあります。50歳以上では治
療を必要としなかったラテントがんの
確率が約20％、80代では30～50％ぐら
いあるという報告もあります。そうす
ると、80代後半のこの患者さんにおい
ては、前立腺がんを持っている確率は
高いと思わざるを得ないと思います。
　池田　一方、２人とも臨床症状はな
くて、泌尿器の専門医にもコンサルト
したけれども、症状がないから積極的
な検査、多分生検のことだと思うので
すが、しないということです。これは
現在の考え方では通常の考え方なので
しょうか。
　中島　前立腺がんが存在するかしな
いかもさることながら、おそらく、前
立腺がんであったとして、治療を必要
とするかどうか、これが多くの泌尿器
科医の関心事の一つだと思います。米
国のNational compre hensive cancer 
network（NCCN）のガイドラインで
は、５年以下の余命で症状のない前立
腺がんは、いわゆるハイリスクがんを
除いて、それ以上の精査や治療は必要
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定いただく。変化があったときに専門
医に即相談されるのがよいかと思いま
す。
　池田　ちなみに、PSA検査は別に泌
尿器科の専門の先生でなくても、きち
んとレセプトにそう記載してあれば認
められるのですね。
　中島　認められています。
　池田　そういう意味では、レセプト
に詳細を記載しつつ、３カ月おきにや
っていくことになるのですが、直腸診
もなかなか内科あるいは泌尿器科以外
の先生方には難しいと思うのですが、
慣れるとけっこうできるものなのでし
ょうか。
　中島　前立腺がん病巣は、石のよう
に固い、stony hard lesionと昔からよ
くいわれています。私たちは慣れてい
るものですからわかりますが、あまり
やったことがない方にはちょっと慣れ
ないと難しいかもしれません。
　池田　一般の泌尿器科以外の先生方
がフォローアップすると、中心はPSA
になってくるのですね。
　中島　そうです。ただ、前立腺の形
や硬さなどについて左右差をみるとか、
そういうことはできるかと思います。
ぜひ一般の内科の先生方も、直腸診で
前立腺を触知できますので、左右差が
ないかとか、右に比べて左がおかしい

とか、そういうものを触知できれば、
よりいいかと思います。
　池田　習うより慣れろという感じが
あると思うのですが。
　中島　高齢の方のPSA上昇は実に奥
が深いものですから、一般の内科の先
生方が「やっぱりこれは難しいな」と
いう場合には、遠慮なく泌尿器科の専
門医に相談されてよいかと思います。
　実際、前立腺がんを持っている確率
が高いのは間違いないと思うのですが、
私たちのジレンマは、命を救って生活
の質を保ちつつ、あるいは改善するで
あろうという根拠のもとで前立腺がん
の診断、治療が決定されていくわけで
すが、高齢前立腺がんではその根拠の
確立自体が難しいと思っています。
　ですから、実臨床においては、PSA
や直腸診の臨床所見など、あるいは健
康状態、年齢、生検の不利益などにつ
いても、患者さんとご家族に十分お話
をして、個々の患者さんで方針を決め
ていくのが原則だと思っています。実
際は時間をかけた診療を行っているの
が現状だと思います。
　池田　基本的にインフォームドコン
セントをきちんと取って、それから個
別の対応をしていくということですね。
　中島　はい。
　池田　ありがとうございました。

虎の門病院薬剤部長
林　　昌　洋

（聞き手　池田志斈）

　妊婦に処方可能な薬剤についてご教示ください。
　一般内科の診療所に勤務しています。休日診療の当直医をしていると、時々
妊娠されている方が受診します。先日は、インフルエンザA型が陽性でした。特
にインフルエンザ、風邪、感染性胃腸炎などで使用できる薬をご教示ください。

＜広島県開業医＞

妊婦に処方可能な薬剤

　池田　妊婦さんに処方可能な薬剤に
ついての質問です。この先生は一般内
科の診療所に勤務されていて、特に休
日等、時々妊婦さんの診察をするとい
うことですが、たくさん分野がありま
すけれども、まずインフルエンザ感染
症で妊婦さんに投薬できる薬はあるの
でしょうか。
　林　処方できる抗インフルエンザ薬
があります。代表的な抗インフルエン
ザウイルス薬であるタミフル、リレン
ザなどの添付文書には「治療上の有益
性が危険性を上回ると判断される場合
のみ投与すること」と記載されていて、
少し処方に躊躇される先生もいるかと
思われます。インフルエンザウイルス
感染症では38度以上の高熱が出て、頭

痛、関節痛、筋肉痛などの症状が認め
られます。妊婦さんがインフルエンザ
ウイルスに感染すると、重篤な合併症
を起こしやすいことがわかっています
し、また自然流産や早産、低出生体重
児、胎児死亡などのリスクも増加する
という報告がありますので、治療上の
必要性は高いと評価されています。
　米国の疾患予防局（CDC）は、妊婦
および分娩後２週以内の褥婦の方がイ
ンフルエンザウイルス感染と診断され
た場合には、重症化予防のために、症
状出現後48時間以内にタミフルまたは
リレンザによる治療を行うように推奨
しています。わが国でも、日本産科婦
人科学会のガイドライン等でも同じ判
断を示しています。添付文書だけでは
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