
マの治療において、例えば抗PD-１抗
体を使用した後にBRAF阻害薬を投与
すると、BRAF阻害薬がそもそも皮膚
障害を起こしやすいのですが、その重
症度がかなり高まってしまう（図６）。
なぜなら、初めに自分自身の免疫環境
を変えた後に薬剤を投与すると、今ま
で経験したことがないような皮膚症状
が起きるのではないかと考えられてい
ます。

　今、がんの治療として免疫チェック
ポイント阻害薬がほかの疾患にも使わ
れていますので、その後に別の薬剤を
使ったときには、何かが起こる可能性
があるので、十分注意が必要なのでは
ないかと思います。
　池田　慎重にフォローアップしなけ
ればいけないということですね。あり
がとうございました。

東海大学外科学系泌尿器科学教授
宮　嶋　　哲

（聞き手　池脇克則）

　最近、前立腺特異抗原PSAが基準値以上である方が非常に多く、超音波検査
でも通常の倍以上の容積の患者さんが多数見られます。そのまま、生検のため
に泌尿器科専門医へ紹介となると、患者さん本人にも抵抗があります。そこで、
最近MRI診断ががんの発見に有効と聞きましたが、どのようなMRI所見が得られ
たら、がんの可能性が高いとして生検へ送り出すべきなのでしょうか。あるい
は、MRI以外で前立腺がんの存在を強く示唆する所見はどのような要素（PSA？
前立腺容積？）なのか、ご教示ください。
 ＜東京都開業医＞

前立腺がんとMRI診断

　池脇　PSA検診、前立腺がんの検診
でのMRIの位置づけという質問です。
まずPSA検診は、いつぐらいから始ま
って、現状はどうなのでしょうか。
　宮嶋　正確には1986年にPSAという
ものが導入されました。PSAというの
は血中に出る蛋白質です。これが導入
されることにより、転移性の前立腺が
んが減少したわけです。マンモグラフ
ィが導入されても転移性乳がんは減少
しなかったのに対して、転移性の前立
腺がんは減少したということで、非常
によい、特異的な腫瘍マーカーだと思
います。

　池脇　腫瘍マーカーはいろいろあり
ますけれども、がんの早期に発見でき
たという事例はあまりないように思い
ますね。
　宮嶋　そうですね。
　池脇　1986年ですから、30年以上た
っているわけですが、けっこう普及し
ているのでしょうか。
　宮嶋　そうですね。ですから、前立
腺がん全体を見ましても、死亡率はほ
かのがんに比べて低いという現状にあ
ります。
　池脇　質問はおそらくそういった
PSA検診にかかわりのある先生で、
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第64巻３月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、12篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「泌尿器領域の抗加齢医学の最前線」シリ
ーズの第５回として、３篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、糖尿病・動脈硬化の２篇を収録いたしました。
※尚、今月は特別番組〔ドクターサロンANNEX─地域医療連携フロンティ
ア─〕の第３回を収録いたしました。

※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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ドで行うとなると、ここが怪しいよと
いうMRIの位置情報を目がけて生検す
ることによって、診断率も上がってき
ているというのが事実なのですね。
　宮嶋　そうですね。通常、MRIを行
わない場合の系統的生検、まんべんな
く前立腺を生検する場合には、検出率
がだいたい13％なのですけれども、MRI
でがんを疑われた部位を狙って標的生
検する場合は66％です。
　池脇　だいぶ違いますね。考え方に
よってはMRIをやってみて、「いや、基
準値を超えたけど大丈夫ですよ」「じ
ゃあ生検しなくていいや」、こういう
パターンはどうでしょう。
　宮嶋　MRIでも必ずしも描出しえな
い前立腺がんというのもありますので、
そのあたりはよく担当の医師と相談さ
れながら、PSAの推移を見るとか、系
統生検を行うとか、考えられたほうが
いいかと思います。
　池脇　MRIの所見がないからといっ
て、がんを排除するのは難しいのです
ね。
　宮嶋　そうなのです。
　池脇　そこですぐに生検を行うかど
うかは別にしても、再検して判断する。
　宮嶋　そうです。
　池脇　質問の後半に、前立腺がんを
疑うのは、PSAあるいは前立腺の容積
なのかということですがどうでしょう。
　宮嶋　PSAというのはもともと血液
中で様々な蛋白と結合していまして、

その一部がPSAそのものとして血液中
に存在するものを遊離型PSAと呼んで
います。この遊離型PSA（free PSA）
と全体のPSAの割合、F/T比というの
を我々、一応指標にしていまして、こ
のF/T比が低い場合にはがんの確率が
高いといわれています。
　池脇　精密検査の一つとして、泌尿
器科医が行うエコーもありますよね。
MRIがこれだけ進歩していくと、逆に
エコーの位置づけは今どのようになっ
ていますか。
　宮嶋　エコーの質もかなりよくなっ
ているのですが、がんの検出率を上げ
るためにはMRIが必要で、我々の施設
ではMRI画像とリアルタイムな超音波
の画像を融合させた上で生検をするこ
とで、がんの正診率を高めています。
　池脇　MRIを撮りながら生検をして、
的確に怪しいところをつまんでくると。
そういうこともできるのですか。
　宮嶋　MRIで１回撮った画像を３次
元構築し直して、リアルタイムな超音
波画像と融合した中で、確実に怪しい
部位を生検するという方法を使ってい
ます。
　池脇　そうすると、先ほど言われた
66％よりも高い的中率というか。
　宮嶋　特にがんが疑わしい場合、前
立腺の辺縁領域というところが疑わし
い場合は90％以上の確率で検出するこ
とが可能になっています。
　池脇　PSAが上がるというのは、が

PSAの基準値、年齢によって段階的な
基準値がありますけれども、４ng/mL
を超える方がけっこう多い印象がある
と。そうでしょうか。
　宮嶋　そうですね。様々な原因が考
えられるのですけれども、前立腺の炎
症、前立腺肥大症、そして前立腺がん、
この３つで上昇します。
　池脇　超音波検査で前立腺の容積を
評価されて、倍以上に膨らんでいると
いうか、肥大している患者さんも多い
ですよと。内科の先生も行うものなの
でしょうか。
　宮嶋　最近では腹部超音波検査の機
械の質が非常によくなっていますので、
腹部超音波でも、蓄尿したかたち、膀
胱に尿をためたかたちで測定すること
が可能です。
　池脇　PSA検診では年齢と数値で、
基準値以上であれば精密検査。精密検
査となると、生検ということになりま
すが、容積が倍以上という事実だけで
も精密検査の適応になるのでしょうか。
　宮嶋　前立腺肥大症があったとして
も、前立腺がんが併存する場合があり
ますので、やはり精密検査をしたほう
がいいのですけれども、肥大症でもか
なりQOLが悪くなりますから、専門医
の受診がよいかと思います。
　池脇　いずれにしてもそこで専門医
に診てもらう。ただ、受けた側からす
ると、場合によっては生検もあると言
われると、ではMRIで選別できないか

という質問のように思うのですけれど
も、MRIの位置づけはどうなのでしょ
うか。
　宮嶋　いきなり生検、いきなり前立
腺に針を刺す検査というのは抵抗もあ
ると思うので、我々としては前立腺
MRIをお勧めいたします。前立腺MRI
というのは４つの撮像法がありまして、
T１強調画像、T２強調画像、それか
ら造影のT１強調画像、そして拡散強
調画像。いわゆるX線ではなくて、核
磁気共鳴を使ったマルチパラメトリッ
クMRIと我々は呼んでいますが、これ
を現在使っています。
　池脇　先生のお立場からすると、紹
介で来た前立腺がん疑いの方は、全例
MRIということなのでしょうか。
　宮嶋　そうですね。ほぼ全例MRIを
行って、がんと疑わしき病変があると、
患者さんにとっては説得力もあります
し、それからMRIを基盤に置いて生検
を行うことによって、がんの検出率は
向上していますので、生検をするにし
ても、しないにしても、MRIを一度撮
影することが推奨されると思います。
　池脇　画像の解像度はだいぶ進歩し
てきた、向上してきたということです
ね。
　宮嶋　今、３テスラのMRIが登場し
てきて、かなり解像度がよくなってき
ている。そういう現状にあるからだと
思います。
　池脇　生検とはいっても、ブライン
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ドで行うとなると、ここが怪しいよと
いうMRIの位置情報を目がけて生検す
ることによって、診断率も上がってき
ているというのが事実なのですね。
　宮嶋　そうですね。通常、MRIを行
わない場合の系統的生検、まんべんな
く前立腺を生検する場合には、検出率
がだいたい13％なのですけれども、MRI
でがんを疑われた部位を狙って標的生
検する場合は66％です。
　池脇　だいぶ違いますね。考え方に
よってはMRIをやってみて、「いや、基
準値を超えたけど大丈夫ですよ」「じ
ゃあ生検しなくていいや」、こういう
パターンはどうでしょう。
　宮嶋　MRIでも必ずしも描出しえな
い前立腺がんというのもありますので、
そのあたりはよく担当の医師と相談さ
れながら、PSAの推移を見るとか、系
統生検を行うとか、考えられたほうが
いいかと思います。
　池脇　MRIの所見がないからといっ
て、がんを排除するのは難しいのです
ね。
　宮嶋　そうなのです。
　池脇　そこですぐに生検を行うかど
うかは別にしても、再検して判断する。
　宮嶋　そうです。
　池脇　質問の後半に、前立腺がんを
疑うのは、PSAあるいは前立腺の容積
なのかということですがどうでしょう。
　宮嶋　PSAというのはもともと血液
中で様々な蛋白と結合していまして、

その一部がPSAそのものとして血液中
に存在するものを遊離型PSAと呼んで
います。この遊離型PSA（free PSA）
と全体のPSAの割合、F/T比というの
を我々、一応指標にしていまして、こ
のF/T比が低い場合にはがんの確率が
高いといわれています。
　池脇　精密検査の一つとして、泌尿
器科医が行うエコーもありますよね。
MRIがこれだけ進歩していくと、逆に
エコーの位置づけは今どのようになっ
ていますか。
　宮嶋　エコーの質もかなりよくなっ
ているのですが、がんの検出率を上げ
るためにはMRIが必要で、我々の施設
ではMRI画像とリアルタイムな超音波
の画像を融合させた上で生検をするこ
とで、がんの正診率を高めています。
　池脇　MRIを撮りながら生検をして、
的確に怪しいところをつまんでくると。
そういうこともできるのですか。
　宮嶋　MRIで１回撮った画像を３次
元構築し直して、リアルタイムな超音
波画像と融合した中で、確実に怪しい
部位を生検するという方法を使ってい
ます。
　池脇　そうすると、先ほど言われた
66％よりも高い的中率というか。
　宮嶋　特にがんが疑わしい場合、前
立腺の辺縁領域というところが疑わし
い場合は90％以上の確率で検出するこ
とが可能になっています。
　池脇　PSAが上がるというのは、が

PSAの基準値、年齢によって段階的な
基準値がありますけれども、４ng/mL
を超える方がけっこう多い印象がある
と。そうでしょうか。
　宮嶋　そうですね。様々な原因が考
えられるのですけれども、前立腺の炎
症、前立腺肥大症、そして前立腺がん、
この３つで上昇します。
　池脇　超音波検査で前立腺の容積を
評価されて、倍以上に膨らんでいると
いうか、肥大している患者さんも多い
ですよと。内科の先生も行うものなの
でしょうか。
　宮嶋　最近では腹部超音波検査の機
械の質が非常によくなっていますので、
腹部超音波でも、蓄尿したかたち、膀
胱に尿をためたかたちで測定すること
が可能です。
　池脇　PSA検診では年齢と数値で、
基準値以上であれば精密検査。精密検
査となると、生検ということになりま
すが、容積が倍以上という事実だけで
も精密検査の適応になるのでしょうか。
　宮嶋　前立腺肥大症があったとして
も、前立腺がんが併存する場合があり
ますので、やはり精密検査をしたほう
がいいのですけれども、肥大症でもか
なりQOLが悪くなりますから、専門医
の受診がよいかと思います。
　池脇　いずれにしてもそこで専門医
に診てもらう。ただ、受けた側からす
ると、場合によっては生検もあると言
われると、ではMRIで選別できないか

という質問のように思うのですけれど
も、MRIの位置づけはどうなのでしょ
うか。
　宮嶋　いきなり生検、いきなり前立
腺に針を刺す検査というのは抵抗もあ
ると思うので、我々としては前立腺
MRIをお勧めいたします。前立腺MRI
というのは４つの撮像法がありまして、
T１強調画像、T２強調画像、それか
ら造影のT１強調画像、そして拡散強
調画像。いわゆるX線ではなくて、核
磁気共鳴を使ったマルチパラメトリッ
クMRIと我々は呼んでいますが、これ
を現在使っています。
　池脇　先生のお立場からすると、紹
介で来た前立腺がん疑いの方は、全例
MRIということなのでしょうか。
　宮嶋　そうですね。ほぼ全例MRIを
行って、がんと疑わしき病変があると、
患者さんにとっては説得力もあります
し、それからMRIを基盤に置いて生検
を行うことによって、がんの検出率は
向上していますので、生検をするにし
ても、しないにしても、MRIを一度撮
影することが推奨されると思います。
　池脇　画像の解像度はだいぶ進歩し
てきた、向上してきたということです
ね。
　宮嶋　今、３テスラのMRIが登場し
てきて、かなり解像度がよくなってき
ている。そういう現状にあるからだと
思います。
　池脇　生検とはいっても、ブライン

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （211）  5150 （210） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   51 2020/02/14   14:54



んだけではなくて、前立腺肥大も一つ
の要素であると。前立腺肥大は加齢現
象といってもいいもので、PSAが基準
値を超えていて、MRIで全くきれいな
前立腺というか、がんを疑うようなも
のがない場合、肥大症によるPSA上昇
ということもあるのでしょうか。
　宮嶋　あると思います。ただ、半々
なので、系統生検をやるかどうか、こ
のあたりは患者さんとよく相談して決
めています。
　池脇　前立腺肥大とはいっても、そ
こにがんが出てくることもあるとおっ
しゃっていましたから、しないという
判断はけっこう慎重にしなければいけ
ないですね。
　宮嶋　そうですね。結局、悪性度の
低いがんはなかなか検出しにくいとい
う報告もあります。
　池脇　最後に、男性型の脱毛治療薬
をのんでいるとPSAが低く出ると聞き
ました。

　宮嶋　そうですね。ですので、低い
といって安心しないで、今ご自身の
PSAの値を２倍した値が実際のPSAの
値だと考えていただければと思います。
　池脇　そうすると、それをのんでい
る方は前もってやめてから検診に臨む
のではなくて、場合によってはのんだ
まま数字を倍にしてもいいということ
ですね。
　宮嶋　それでけっこうだと思います。
　池脇　ぜひとものみたいという方も
いらっしゃるでしょうから、そういう
やり方もあると。
　宮嶋　はい。
　池脇　PSA検診で早期の発見が増え
ていると考えてよろしいのでしょうか。
　宮嶋　はい。早期の発見が非常に増
えていまして、日本人のがんの罹患率
でも前立腺がんは非常に増加傾向にあ
るのが現状です。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

順天堂大学練馬病院小児科先任准教授
大　友　義　之

（聞き手　山内俊一）

　小児の夜尿症について、特に薬物療法の最近の知見をご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

夜尿症の薬物療法

　山内　小児の夜尿症について、特に
薬物療法の最近の知見をご教示くださ
いということです。
　まず、基本的には夜尿症というのは
治るものと考えてよろしいのでしょう
か。
　大友　夜尿症の定義自体は、夜間寝
ている間に無意識に漏れてしまうとい
うものをすべてくくって夜尿症と呼ん
でいます。75％の方は夜しか漏れてい
ませんので、そういう方は年齢ととも
にだんだんよくなっていくと思ってい
ます。５歳まではおもらしとかおねし
ょとか呼んでいるものが、５歳の段階
でまだ続いていたら夜尿症という診断
にはなるのですけれども、それは年齢
とともに治っていくと思っています。
　その半面、1/4ぐらいの患者さんは
昼間の尿失禁が合併しています。そう
いった患者さんたちは基礎に病気があ

るかもしれません。それが解消しない
と昼の尿失禁が続いたり、あるいは夜
の漏れ、夜尿のほうも解消しないとい
う方もいらっしゃいます。
　山内　狭い意味の夜尿症、特別な器
質的な障害はなさそうだと、ただ、こ
ういった方々でも治り切らないケース
はあるのですね。
　大友　疫学調査でわかっていること
は、月に一度漏れているものも異常と
とらえれば、日本人で１％弱ぐらいの
大人の方は、毎晩ではないですけれど
も、夜尿が治り切らないまま大人にな
って、苦しまれている方はいらっしゃ
います。
　山内　けっこうな数ですね。治療の
ほうに移りますが、まず最初、簡単に
生活指導ということになりますが、こ
れは規則正しい生活で、眠る前にはあ
まり水を飲まないでとかでよろしいの
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