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【Ⅰ.緒 言】 

近年高齢化社会を迎えて前立腺癌（以下 PC)が増加

している。我々は過去4年8ヶ月間に前立腺針生検法

を221例に行って82例(37.1%)にPCを検出した。更に

PCと関連すると思われる事項について検討したのでこ

こに報告する。 

 

【Ⅱ.検査方法】 

前立腺組織を採取するにあたりバイオテックガンを

用いた。経直腸的に、経会陰的に前立腺の左右両葉か

ら平均3片づつ、明らかに病変が疑われる場合は直接

その部位から組織片を採取した。麻酔は前者ではキシ

ロカインゼリー5～10ml を直腸内に塗布し、後者では

1%キシロカインを2～3ml 穿剌部位の皮下に注射した。

しかし直腸癌手術後で肛門を縫合閉鎮していた1例の

症例はエコー下で行った。 

 

【Ⅲ.症 例】 

前立腺針生検法を行った症例は 221 例でうち 80 例

は他医療施設からの紹介で大多数は一般泌尿器科疾患

としての紹介である。又PC腫瘍マーカーである前立腺

特異抗原(ProstateSpecific Antigen以PSA)が3.1以

上(cufoff値3.0ng/ml以下正常）の症例は214 例、残

り7例はいづれもPSA値3.0以下であったが直腸指診

(DRE)で異常所見をみたものでこの内 2 例に低分化型

腺癌が検出された。即ちPSA2.0、61歳、2.7、66歳の

症例であった。221例の前立腺針生検を行い82例(37.

1%)PCを検出した。 

1) 年齢（表1、図1) 

50歳代12例、60歳代63例、70歳代97例、80

歳代45例、90歳代4例で70歳代にピークがあり

最年少は 52 歳（前立腺肥大症以下 BPH)、最年長

は95歳（中分化型腺癌）である。 

2) 前立腺針生検法施行例の年度別癌検出推移（表2、

図2) 

平成8年34例施行し、うち9例がPC、以下そ

れぞれ9年40例うち19例、10年48例うち19例、

11年51例うち22例、12年8月迄48例うち13例

のPCが検出され年々僅かながらPC症例が増加傾

向にある。 

 

3) 症例の地域別及び癌検出率（図3) 

針生検法は図3にみる如く道南一円に及び、函

館市の123例は別として郡部で多い順に森、砂原

及び鹿部町の16例、七飯町13例、上磯、大野町

の10例、厚沢部、江差、上ノ国町の10例、松前、

福島町の10例と症例数の数に一致して松前、福島

町を除いていずれもPCが30%以上検出された。尚

分母には針生検症例数、分子にPC症例数を示した。 

4) 癌診断82症例の年齢、病理組織学的分化度（表3) 

PC陽性を年代でみると50歳代12例中3例、60

歳代63例中17例、70歳代97例中36例、80歳代

45例中24例、90歳代4例中2例にそれぞれPCが

検出された。表でみる如く70歳代にピークがあり

各年齢共、PC病理組織学的分化度は高分化型、中

分化型が多かった。尚其の他の2例は72歳直腸癌

の前立腺転移性腺癌、87歳大腸癌の前立腺転移性

腺癌である。 

5) 針生検221例の初診時の主訴（表4) 

表4でみる如く排尿困難、頻尿、尿閉の順に多

いがこれはBPHや他の膀胱頚部疾患の時にもごく

普通にみられる症状であるが肉眼的血尿が意外と

多いと云う印象を受けた。又PC82例の初診時の主

訴でも表5に示すようにこれらとほぼ同じような

傾向がみられた。 

6) 前立腺触診所見と癌検出率（表6) 

直腸指診（以下DRE)による前立腺触診所見で石様

硬、骨様硬で不整の場合はやはり41例中29例(7

0.7%)とPC例が多 いのは当然の事と思われるが1

2 例が良性疾患であった。前立腺が全体として硬

いと云う所見よりも局所硬結のみられた症例に P

C が多く、これはその硬結部位に穿刺針がうまく

的中するためと考えられる。いずれにせよDREで

局所硬結は見逃せない所見と思われた。触診上所

見あり139 例中 65 例(46.7%)に PC が検出された

が74例(53.3%)が良性、特変なし81例中16例(1

9.7%)に PC が検出された。PSA を測定しなければ

見落された症例である。又DREで特変なし81例の

中で PSA が最も低かったものは 4.1ng/ml でこれ

は71歳のBPHの症例であり、最も高かった症例は

45.8ng/ml、58歳の中分化型腺癌の症例である。直

腸癌で肛門を縫合しDREが出来なかったPSA4.1ng
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/mlで72歳の症例はエコー下で前立腺を穿刺し高

分化型腺癌であった。 

7) PC82例のレントゲン所見（表7) 

ルーチンの尿路レントゲン所見では膀脱頚部の

挙上が19例と一番多く、次いで腰椎、仙骨部の骨

形成性変化が12例であり、前者は良性のBPHでも

みられるごく一般的所見であるが膀脱底部と前立

腺突出部との境界がBPHではなだらかなカーブを

描くのに対しPCでは不整の事が多かった。PC82例

中46例(56%)にルーチンの尿路レントゲン検査で

何らかの所見がみられた。又PCと診断された症例

には必要に応じて骨盤部CT、MRI等も行ったが今

回の調査には入れていない。PC82 例中 29 例に骨

シンチグラフィーを行い22例(26.8%)に骨転移性

病変をみた（表8)。腰仙椎に病変を認めたもの1

3 例、多発性骨病変 6 例であり、骨シンチグラフ

ィーはPC治療上年齢、DRE、レントゲン所見及び

PSA 値の高いものを選んで行った。骨転移性病変

を認めた22例をPSA値でみてみると8.lが2例、

17.l～30、4例残り16例はいずれもPSA値が41.

7以上と高く最も高かった症例は2510と云う高値

を示したものが2例認められた。 

8) PC82例の既往並びに合併症（表9) 

過去に経尿道的前立腺切除術（以下TUR-P)を受

けたもの 5 例（いずれも当時の組織診断は BPH)、

両側水腎症5例、腎のう胞5例、前立腺結石4例

と主に泌尿器科疾患の合併が主であった。高齢者

に多い PC である以上は既往症や合併症も表にみ

るように高齢者特有の疾病である事は当然の事と

云えよう。 

9) PSA値からみたPC及び良性の頻度（表10) 

我々が用いているPSA測定キットは「Abビーズ

PSA栄研」で検査法は125Iを用いたインムノラジオ

メトリック(IRMA)法によるもので3.0ng/ml 以 下

を正常としている。原則としてPSA3.1以上の症例

に針生検法を行った訳であるがDREで異常所見を

みた7例は3.0以下のものである。PSA3.1以上2

14 例でみてみると PSA3.l～15 の所で針生検 134

例に行われ過半数を占めていた。そしてこの 134

例中22例(16.4%)がPCであった。所謂PSA4.0～1

0.0 のグレーゾンの所が我々が PSA を判断する時

にいつも問題となる所であって、112 例(83.5)の

良性が検出された事からも前立腺針生検法が必要

となる訳である。しかし当然の事ながらPSA値が

高値になるにつれて PC 例が増加する事は事実で

あって40.1以上では針生検38例中34例(89.4%)

が PC であり、47.1 以上では全例がPCであった。

PSA3.0以下の7例は前述した如くいづれもDREで

異常所見をみたものであるが2例の低分化型腺癌

を検出した。この2例のPSAは1例が2.0、61歳、

1 例は 2.7、66 歳の症例である。我々の針生検法

を行った221例でPSA最低値はl.2、65歳良性例、

最高値は2510、70歳高分化型腺癌の2例である。

又症例の中に 2 回針生検を行っても良性、3 回目

で中分化型腺癌が検出された症例もあった。ちな

みに前者のPSA は18.8、後者のそれは14.8 であ

る。尚我々は最近グレーゾンのPSA偽陽性を少く

する目的でPSA密度、PSA-ACT、PSA F/T等もとり

いれておるが未だ症例が少く今回の調査からは省

いた。我々は今回の調査でPSA値とPC病期、cle

ason scoreを含めた検討は行っていない。 

 

10) PC82例の治療（表11) 

内科的ホルモン療法 67 例、前立腺全摘除術 11

例及び来院せず4例で、全摘除術の症例は全て76

歳以下の症例であった。最年少は54歳、最年長は

76歳、残り9例は58歳～69歳の症例である。我

が国では早期癌は勿論の事、PCに対し手術療法が

主流をなしている感があるが欧米では放射線療法

とホルモン療法が盛んに行われる傾向にある。 

 

【Ⅳ.考 按】 

高齢化社会を迎えPCは年々増加傾向にある。1970年

代迄はPCの診断にDREが有力な手段であったが、時代

とともに下部尿路レントゲン検査の進歩、エコーCT、M

RI等が行われるようになって来た。1979 年Wang ら 1)

によるPSAの報告以来、これの研究開発が進みPCの早

期発見のスクリーニングとしてPSA を用いるようにな

った。PCの腫瘍マーカーとして前立腺由来の酸フオス

フアターゼやトーセミノプロテインが知られているが、

近年 PC の診断や治療経過の把握には PSA 測定が最も

有力な検査法と考えられる。本検査は僅か2.0ml の採

血ですみ、手軽に検査出来る利便さがある。PCは主に

60 歳以上の男性に多く、欧米では 70 歳以上の男性の

約 50%に発生すると云われているが、我が国では生活

の欧米化に伴い年々増加し泌尿器科関連悪性腫瘍の第

1位を占めるようになっている。PSAは1979年Wangら

によって抽出されたヒト前立腺由来のタンパク質でこ

れは他の臓器や組織には存在せず、前立腺組織の腺導

管内腔上皮や前立腺分泌物のみに局在している特殊な

糖タンパク質。分子量は33,000～34,000、240 個のア

ミノ酸と 4 個の糖側鎖により構成されている。PSA 測

定用キットは現在 20 種類ほどあって各施設でそれぞ

れ好みによって使用されているが、我々はAb-PSA栄研

IRMA法を用いている。Wangの報告以来我国でもPSAに

関する報告も多く、1987年塚本ら2)はPSAの臨床的意
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義についての詳細な報告がある。我々の調査でPSA 値

が異常を示した214例中3.1～15の所に134例が含ま

れ22例(16.4%)のPCが陽性であった。しかし良性も1

12 例(83.5%)認められ PSA 値の評価がいつも問題とな

る所である。PSA だけに限ってみれば PSA 値の上昇に

伴って PC 症例が多くなるのは当然の事であるが 40.1

以上になると38例中34例(89.4%)がPCであり、我々

の調査でも47.1以上は全てがPCであった。しかしや

はり従来のDREやレントゲン検査、エコー等もPC診断

に有力な手段である事には変りはなく、これらを上手

に組合せて最終診断には針生検法によるものである事

を痛感した。PSA 値は PC のみで上昇するとは限らず、

大きな前立腺肥大症、前立腺炎でも高値を示すが、炎

症性の場合は経過と共に PSA は変化するが PC の場合

は上昇する事はあっても低値を示す事はあまり経験し

ていない。これらの事を考慮して最近ではPSA 値を前

立腺体積で割ったPSA密度、FreeのPSA値とTotal P

SA値の比をみるPSA F/T比、PSAは血中ではα1アンチ

キモプシンと結合しているPSA-ACTと遊離型PSAの総

和、即ちTotal PSAとしている測定されているのでPC

の時に PSA-ACT が高値を示す事から最近では PSA-ACT

を PC の早期発見に役立てようとする試みがなされて

いるが我々も最近PSA-ACTを測定している。これのcu

t off値は1.1とかなり低い所に設定されているが、

いずれにせよ前立腺肥大症でもPSA 値が高値を示す事

があるので注意が肝要である3)。今井ら4)は前立腺疾患

の症状として最も多い排尿障害集団検診と前立腺の集

団検診の必要性を述べているが、DRE、経直腸前立腺エ

コー及びPSA の組合せと針生検が大切であると述べて

いる。PCの早期発見には泌尿器科のみならず他科の医

療施設でのPSA 測定の意義を更に啓蒙する必要があり、

この事については昨年の本学会に於いて高木ら 5)も述

べており我々の所でも前立腺針生検法を行った221 例

中 80 例(36.1)が他科医療施設からの紹介であったが

全てがPSA 値が異常であったと云う症例ではなかった。

尚今回の我々の症例検討でPCの病期、cleason score

については検討を行わなかった。 

 

【Ⅴ.結 語】 

 我々は過去4年8ヶ月間にPSA値(3.0ng/ml以下正

常）3.1以上の214例、DRE 上、異常所見を呈し、PSA

が3.0以下の7例計221例に前立腺針生検法を行い82

例(37.1%)に PC を検出した。針生検法を行った症例の

年齢別、年度別推移、地域別、初診時の主訴、DRE所見、

PSA値とPC陽性率について述べ、高齢化社会に向けて

PCの早期発見の重要性について述べた。又PSA値の測

定に関する最近の動きについても述べた。 
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