
マブの注射を併用した試験では、プラ
セボという偽薬では４カ月後のEASI75
が23％に対して、実薬だと69％ですの
で、明らかに有意差がついています。
　池田　すごい差ですね。
　佐伯　かなりよく効く薬と言ってい
いと思います。
　池田　まだ市販されて時間がたって
いないのですが、気になるところは副
作用ですね。どのような副作用が出て
いるのでしょうか。
　佐伯　大きな副作用はあまりないと
言っていいと思います。特に注意しな
ければいけないのは、アレルギー性結
膜炎や眼瞼炎など、目の回りに少し炎
症が起きる方がいます。ただ、程度は
軽症から中等症が多く、経過を見る、
あるいは抗アレルギー薬の点眼液でう
まく対処できる方が多いと思います。
　池田　結膜炎が起こっても、そのく
らいの治療法で様子を見ていると、ま
た消えてしまうのでしょうか。
　佐伯　そういう方が多いと思います。
　池田　おもしろいのは、結膜炎とい
うとアレルギー症状のようなのですが、

なんで起こるのでしょうか。
　佐伯　なかなか難しくてよくわかっ
ていません。この薬は喘息にも保険が
通っていますが、アレルギー性結膜炎
には効かない、あるいは症状が増悪す
る方もいます。アトピー性皮膚炎の方
は涙液が減っているような報告もあっ
て、デュピルマブを投与すると、より
涙液が減りやすいとか、そういうこと
を指摘する眼科医もいます。アレルギ
ー性結膜炎の詳しい発症機序はまだよ
くわかっていないというのが実際のと
ころかと思います。
　池田　何か複雑な反応なのですね。
　佐伯　実は喘息の方にはこの薬の治
験でアレルギー性結膜炎は出ていない
のです。
　池田　アレルギー疾患であるけれど
も、アトピー性皮膚炎と喘息単身の方
とはちょっと違うのですね。
　佐伯　そういうことです。同じ薬を
使っても副作用に違いが出てきたりし
ます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学病理学講座教授
鷹　橋　浩　幸

（聞き手　池田志斈）

　前立腺がんのグリソンスコア（Gleason score）についてご教示ください。84
歳男性、高血圧にて定期的に通院中、尿閉にて定期外に受診されました。緊急
で泌尿器科を紹介、受診され、後日生検で上記スコア４＋５にて、男性ホルモ
ン除去療法が開始されました。
 ＜大阪府開業医＞

前立腺がんのグリソンスコア

　池田　グリソンスコアの質問が来て
います。これはいつごろから使われて
いるのでしょうか。
　鷹橋　グリソンスコアというのは、
その名のとおり、1966年にアメリカの
病理医のDr. Gleasonという方が考案し
た、前立腺がんに特化した悪性度の評
価法です。
　池田　66年に初めて提案されて、随
分時間がたっていますが、世界的な広
がりはどのようになっているのでしょ
うか。
　鷹橋　当初はアメリカを中心に広が
っていたのですが、だんだんと世界的
に認知されるようになり、日本では
1990年以降、主にこの分類が使われる
ようになっています。

　池田　その間、世界で使われるため
には改訂がされていると思うのですが、
どのようなスピードで改訂されている
のでしょうか。
　鷹橋　1977年と1979年にDr. Gleason
自身によって２度改訂が行われました。
その後2005年、そして直近では2014年
に国際泌尿器病理学会という学会のコ
ンセンサス会議を経て改訂されて現在
に至っています。
　池田　広がりつつ改訂もされている
のですね。
　鷹橋　はい。
　池田　質問の患者さんでは、スコア
４＋５とあるのですが、この表現も含
めて、どのようなスコアリングシステ
ムなのでしょうか。
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　池田　このスコアと、例えば臨床的
なPSAの値や臨床病期が、どのくらい
進んでいるのか、相関があるのでしょ
うか。
　鷹橋　大まかにいえば相関がありま
す。今おっしゃった臨床病期、そして
血清のPSAの値、そしてこのグリソン
スコアの組み合わせによってリスク分
類が行われています。
　今の日本では、低リスク、中間リス
ク、高リスクの３つに分けて、そのリ
スクに従って治療法を決定していく流
れになっています。
　池田　これは病期、PSA、グリソン
スコアを単純に足したり、そのような
イメージなのでしょうか。
　鷹橋　例えば臨床病期が２で、かつ
グリソンスコアが６以下、血清のPSA
の値が10以下、そういった組み合わせ
によって、これは低リスク、これは中
間リスク、高リスクというように分か
れます。
　池田　病期とPSAとグリソンスコア
と、それぞれがランダムに違う場合が
ありますよね。
　PSAが10を超えていた場合とか、低
い場合とか、それを単純に足したりす
るのでしょうか。
　鷹橋　低リスクの場合は、今申し上
げましたように、臨床病期が２Aまで、
かつグリソンスコアが６以下、そして
血清のPSAの値が10以下、という条件
ですので、この３つを満たせば低リス

クの症例となります。高リスクの場合
には、血清のPSA値が20以上、グリソ
ンスコアが８以上、臨床病期が進んで
いるもの、その条件の一つでも満たせ
ば、これは高リスクです。
　池田　高リスクの場合は条件のどれ
かを満たせば、ということですね。グ
リソンスコア単独で高い場合も高リス
クになってしまうのですね。
　鷹橋　はい。
　池田　このスコアリングシステム、
特にグリソンスコアもそうですが、ほ
かのPSA、病期も併せて行うのは、予
後の判定に役に立つのですね。
　鷹橋　そうですね。
　池田　この質問の方はグリソンスコ
アが９ですので、男性ホルモン除去療
法を始められたということですが、今
のグリソンスコアの分け方だと、６以
下は軽症というか、あまり悪性度が高
くない。それから、中リスクが７ぐら
い、高リスクは８以上となっています
が、ずっとこのように行われるのでし
ょうか。
　鷹橋　今まではその分類で行ってき
たのですが、2014年の改訂で、一つは
グリソンスコア７、これは多くの場合
グリソンスコア３＋４＝７の場合と、
４＋３＝７があります。この２つに実
は予後に差があるというエビデンスが
出てきて、これを２つに分けます。
　池田　イメージとしては、３＋４の
場合はグリソンスコア３のものが多い

　鷹橋　これは前立腺がんに特化した
悪性度の評価法で、まずがんの取りう
る形を、グリソン分類図というものに
従ってその分化度と浸潤度から１～５
のグリソンパターンに分けます。我々
病理医ががん巣を見たときに、一番多
いものを第１パターンとし、それを評
価します。次に多いものを第２パター
ンとし、この２つの評価を行います。
　例えば、第１パターン、がん巣を見
たときに一番多いのがグリソンパター
ンの３であれば第１パターンは３、２
番目に多いものが４であればグリソン
パターン４、これが第２パターンとな
ります。よってこの場合は３＋４＝７
というスコアになります。
　池田　イメージとしては、先生方が
標本をつくって、顕微鏡で見、その横
にスコアの図のようなものがあって、
一致するかどうかを判定するのでしょ
うか。
　鷹橋　そうですね。その分類図に従
って、この形なのでこれは４、この形
なのでこれは５とか、そういった方法
で、一番多いものと２番目に多いもの
を足してスコアを出します。
　池田　この質問のスコア４＋５とい
うのは、パターン４のものが多くて、
５はそれに準じて多く、例えば、一番
多いパターンが１～５に分類されると
いうことですね。
　鷹橋　そうです。
　池田　簡単にいうと、１というのは

どのようなものなのでしょうか。
　鷹橋　１は非常に分化型で、ほとん
ど浸潤をしない、局所にとどまってい
るような性質のものです。２、３、４
と数値が高くなっていくごとに、だん
だんと悪性度が増してくる。ですので、
グリソンパターン５は一番悪性度の高
い部類になります。
　池田　では一番高いスコアは５＋５
で10、一番低いのが１＋１で２ですね。
　鷹橋　そうです。
　池田　もう一つ気になるところは、
前立腺のバイオプシーはランダムにた
くさん取りますよね。その場合はスコ
アがいっぱいになるのでしょうか。
　鷹橋　そうです。例えば12本、針生
検をして、そのうち５本にがんがあっ
たとします。そうしますと、今のやり
方だと、その５本の１本１本について
グリソンスコアを出します。ですので、
５本のうち、３＋４＝７、４＋３＝７、
４＋４＝８、そういったやり方で５本
に対しておのおのにスコアをつけるこ
とになります。
　池田　それで、その平均を取るので
しょうか。
　鷹橋　その場合は一番高いもの、４
＋４＝８が一番高ければ、その症例を
グリソンスコアとするという決まりに
なっています。
　池田　一番悪性度の高いものが、そ
の人のグリソンスコアなのですね。
　鷹橋　そうですね。
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　池田　このスコアと、例えば臨床的
なPSAの値や臨床病期が、どのくらい
進んでいるのか、相関があるのでしょ
うか。
　鷹橋　大まかにいえば相関がありま
す。今おっしゃった臨床病期、そして
血清のPSAの値、そしてこのグリソン
スコアの組み合わせによってリスク分
類が行われています。
　今の日本では、低リスク、中間リス
ク、高リスクの３つに分けて、そのリ
スクに従って治療法を決定していく流
れになっています。
　池田　これは病期、PSA、グリソン
スコアを単純に足したり、そのような
イメージなのでしょうか。
　鷹橋　例えば臨床病期が２で、かつ
グリソンスコアが６以下、血清のPSA
の値が10以下、そういった組み合わせ
によって、これは低リスク、これは中
間リスク、高リスクというように分か
れます。
　池田　病期とPSAとグリソンスコア
と、それぞれがランダムに違う場合が
ありますよね。
　PSAが10を超えていた場合とか、低
い場合とか、それを単純に足したりす
るのでしょうか。
　鷹橋　低リスクの場合は、今申し上
げましたように、臨床病期が２Aまで、
かつグリソンスコアが６以下、そして
血清のPSAの値が10以下、という条件
ですので、この３つを満たせば低リス

クの症例となります。高リスクの場合
には、血清のPSA値が20以上、グリソ
ンスコアが８以上、臨床病期が進んで
いるもの、その条件の一つでも満たせ
ば、これは高リスクです。
　池田　高リスクの場合は条件のどれ
かを満たせば、ということですね。グ
リソンスコア単独で高い場合も高リス
クになってしまうのですね。
　鷹橋　はい。
　池田　このスコアリングシステム、
特にグリソンスコアもそうですが、ほ
かのPSA、病期も併せて行うのは、予
後の判定に役に立つのですね。
　鷹橋　そうですね。
　池田　この質問の方はグリソンスコ
アが９ですので、男性ホルモン除去療
法を始められたということですが、今
のグリソンスコアの分け方だと、６以
下は軽症というか、あまり悪性度が高
くない。それから、中リスクが７ぐら
い、高リスクは８以上となっています
が、ずっとこのように行われるのでし
ょうか。
　鷹橋　今まではその分類で行ってき
たのですが、2014年の改訂で、一つは
グリソンスコア７、これは多くの場合
グリソンスコア３＋４＝７の場合と、
４＋３＝７があります。この２つに実
は予後に差があるというエビデンスが
出てきて、これを２つに分けます。
　池田　イメージとしては、３＋４の
場合はグリソンスコア３のものが多い

　鷹橋　これは前立腺がんに特化した
悪性度の評価法で、まずがんの取りう
る形を、グリソン分類図というものに
従ってその分化度と浸潤度から１～５
のグリソンパターンに分けます。我々
病理医ががん巣を見たときに、一番多
いものを第１パターンとし、それを評
価します。次に多いものを第２パター
ンとし、この２つの評価を行います。
　例えば、第１パターン、がん巣を見
たときに一番多いのがグリソンパター
ンの３であれば第１パターンは３、２
番目に多いものが４であればグリソン
パターン４、これが第２パターンとな
ります。よってこの場合は３＋４＝７
というスコアになります。
　池田　イメージとしては、先生方が
標本をつくって、顕微鏡で見、その横
にスコアの図のようなものがあって、
一致するかどうかを判定するのでしょ
うか。
　鷹橋　そうですね。その分類図に従
って、この形なのでこれは４、この形
なのでこれは５とか、そういった方法
で、一番多いものと２番目に多いもの
を足してスコアを出します。
　池田　この質問のスコア４＋５とい
うのは、パターン４のものが多くて、
５はそれに準じて多く、例えば、一番
多いパターンが１～５に分類されると
いうことですね。
　鷹橋　そうです。
　池田　簡単にいうと、１というのは

どのようなものなのでしょうか。
　鷹橋　１は非常に分化型で、ほとん
ど浸潤をしない、局所にとどまってい
るような性質のものです。２、３、４
と数値が高くなっていくごとに、だん
だんと悪性度が増してくる。ですので、
グリソンパターン５は一番悪性度の高
い部類になります。
　池田　では一番高いスコアは５＋５
で10、一番低いのが１＋１で２ですね。
　鷹橋　そうです。
　池田　もう一つ気になるところは、
前立腺のバイオプシーはランダムにた
くさん取りますよね。その場合はスコ
アがいっぱいになるのでしょうか。
　鷹橋　そうです。例えば12本、針生
検をして、そのうち５本にがんがあっ
たとします。そうしますと、今のやり
方だと、その５本の１本１本について
グリソンスコアを出します。ですので、
５本のうち、３＋４＝７、４＋３＝７、
４＋４＝８、そういったやり方で５本
に対しておのおのにスコアをつけるこ
とになります。
　池田　それで、その平均を取るので
しょうか。
　鷹橋　その場合は一番高いもの、４
＋４＝８が一番高ければ、その症例を
グリソンスコアとするという決まりに
なっています。
　池田　一番悪性度の高いものが、そ
の人のグリソンスコアなのですね。
　鷹橋　そうですね。
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の９段階の評価になりますので、その
９段階の中で予後が似ているものを 
１～５にまとめ直したものがグレード
グループ分類ということになります。
　池田　もっとシンプル化しているの

ですね。
　鷹橋　そうです。同様の予後を示す
であろうものをグループ化しているの
です。
　池田　ありがとうございました。

のですね。
　鷹橋　そうです。
　池田　３がメインであると。次に４
が多い。４＋３はちょっと悪性度の高
いほう、４がメインで、３が少ない。
そういうイメージなのですね。
　鷹橋　そのとおりです。ここに差が
あることがエビデンスとして出されて
きたのです。ですので、これは分けた
ほうがいいという流れになってきてい
ます。
　池田　８以上というのも差があるの
でしょうか。例えば９とか10とかあり
ますよね。
　鷹橋　これもグリソンスコアの８と
９、10の間には予後の差があるという
エビデンスが出てきて、これらも分け
たほうがよいと提唱されています。そ
のやり方はグレードグループ分類とい
う新しい方法です。
　この分類法ではグリソンスコアが６
以下の群がグレードグループ１、グリ
ソンスコア３＋４＝７がグレードグル
ープ２、グリソンスコア４＋３＝７が
グレードグループ３、グリソンスコア
８のものがグレードグループ４、グリ
ソンスコア９、10、これがグレードグ
ループ５。つまりグレードグループの
１～５に集約されて、今後はこういっ
た分類が広まっていくだろうといわれ
ています。
　池田　このグレードグループ分類と
臨床経過を比較していくのでしょうか。

　鷹橋　そうですね。
　池田　いつごろからあるのでしょう
か。
　鷹橋　グレードグループ分類という
のは2014年のコンセンサス会議で合意
されまして、2016年、４年前に出され
たWHOの分類に掲載されました。現
在、全世界的に広がってきているとこ
ろです。
　池田　近年はグレードグループ分類
を使って臨床経過を追っているのです
か。
　鷹橋　今のところはグリソンスコア
とこのグレードグループ分類を併記す
ることになっています。
　池田　どちらかに特化するのではな
くて、両方併記しておいて臨床経過を
見ていくのですね。
　鷹橋　そうですね。
　池田　まだどちらがいいとかコンセ
ンサスは得られていないのでしょうか。
　鷹橋　グレードグループ分類は、結
局のところは、グリソンスコアを読み
かえて、それを区分けしているだけで、
本質的には同じものなのです。グルー
プ化することにより、今後はそういっ
たグループ化をしていくことを検証す
ることになると思います。
　池田　イメージとしては、グレード
グループ分類になると少し細かくなる
のでしょうか。
　鷹橋　グリソンスコアというのは理
論的には１＋１＝２から、５＋５＝10
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の９段階の評価になりますので、その
９段階の中で予後が似ているものを 
１～５にまとめ直したものがグレード
グループ分類ということになります。
　池田　もっとシンプル化しているの

ですね。
　鷹橋　そうです。同様の予後を示す
であろうものをグループ化しているの
です。
　池田　ありがとうございました。

のですね。
　鷹橋　そうです。
　池田　３がメインであると。次に４
が多い。４＋３はちょっと悪性度の高
いほう、４がメインで、３が少ない。
そういうイメージなのですね。
　鷹橋　そのとおりです。ここに差が
あることがエビデンスとして出されて
きたのです。ですので、これは分けた
ほうがいいという流れになってきてい
ます。
　池田　８以上というのも差があるの
でしょうか。例えば９とか10とかあり
ますよね。
　鷹橋　これもグリソンスコアの８と
９、10の間には予後の差があるという
エビデンスが出てきて、これらも分け
たほうがよいと提唱されています。そ
のやり方はグレードグループ分類とい
う新しい方法です。
　この分類法ではグリソンスコアが６
以下の群がグレードグループ１、グリ
ソンスコア３＋４＝７がグレードグル
ープ２、グリソンスコア４＋３＝７が
グレードグループ３、グリソンスコア
８のものがグレードグループ４、グリ
ソンスコア９、10、これがグレードグ
ループ５。つまりグレードグループの
１～５に集約されて、今後はこういっ
た分類が広まっていくだろうといわれ
ています。
　池田　このグレードグループ分類と
臨床経過を比較していくのでしょうか。

　鷹橋　そうですね。
　池田　いつごろからあるのでしょう
か。
　鷹橋　グレードグループ分類という
のは2014年のコンセンサス会議で合意
されまして、2016年、４年前に出され
たWHOの分類に掲載されました。現
在、全世界的に広がってきているとこ
ろです。
　池田　近年はグレードグループ分類
を使って臨床経過を追っているのです
か。
　鷹橋　今のところはグリソンスコア
とこのグレードグループ分類を併記す
ることになっています。
　池田　どちらかに特化するのではな
くて、両方併記しておいて臨床経過を
見ていくのですね。
　鷹橋　そうですね。
　池田　まだどちらがいいとかコンセ
ンサスは得られていないのでしょうか。
　鷹橋　グレードグループ分類は、結
局のところは、グリソンスコアを読み
かえて、それを区分けしているだけで、
本質的には同じものなのです。グルー
プ化することにより、今後はそういっ
たグループ化をしていくことを検証す
ることになると思います。
　池田　イメージとしては、グレード
グループ分類になると少し細かくなる
のでしょうか。
　鷹橋　グリソンスコアというのは理
論的には１＋１＝２から、５＋５＝10
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