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はじめに
前立腺癌診療ガイドライン（GL）は，平成 15〜16 年度の厚生労働科学研究費補助金による医療技術評価総合研
究事業の一環として，日本泌尿器科学会が主体となって前立腺癌の診療に係わる一般泌尿器科医，放射線腫瘍医を
対象に作成された．既に平成 18 年 5 月に日本泌尿器科学会!
編（全 233 頁）として発刊されており，その要約を以
下に記す．
診療 GL 作成班の主任研究員は守殿貞夫（日本泌尿器科学会理事長・神戸大学）が担当し，全体構成は大島伸一
（国立長寿医療センター）
，EBM 資料収集は平尾佳彦（奈良県立医科大学）
，疫学は鈴木和浩（群馬大学）
，診断は荒
井陽一（東北大学）
，外科治療は藤元博行（国立がんセンター）
，放射線療法は頴川 晋（東京慈恵会医科大学）
，薬
物療法は赤座英之（筑波大学）
，待機療法および緩和医療は原 勲（神戸大学）が分担した．さらに GL 作成の指導
・評価は長谷川友紀（東邦大学社会医学講座）が担当し，研究協力者として日本泌尿器科学会関連から 30 名，公衆
衛生・文献探索領域から 4 名，日本放射線腫瘍学会から 8 名および日本癌治療学会から 2 名が参加した．また，構
造化抄録の作成には日本泌尿器科学会を通じて，文末に記す全国 46 施設から 317 名の泌尿器科医が参加し，初稿に
対する外部評価には本 GL 作成班以外の泌尿器科専門医が加わり， まさに本ガイドラインは日本泌尿器科学会が，
日本癌治療学会，日本腫瘍放射線学会などの協力を得て総力を結集して作成したものといえる．

EBM に基づいた診療ガイドライン作成作業について
EBM（evidence-based medicine）は「個々の患者の医療判断の決定に，最新で最善の根拠を良心的かつ明確に，
思慮深く利用すること」と定義され，また，診療ガイドラインは「特定の臨床状態における適切な保険医療につい
て，臨床医と患者の判断を支援するために，系統的に開発された声明」とされている．しかしながら，情報通信シ
ステムがいかに発達したとしても，多忙な日常診療のなかで最新かつ最善の根拠を求めて膨大な知見を全て収集し
て判断することは困難であり，臨床医が治療方針を患者と共に臨床意志決定するために系統的に整備された道具が
求められる．このための道具がまさに EBM であり，特定の疾患についての EBM を集約したものが診療 GL といえ
る．従って，EBM や診療 GL は地域や時代の変遷によって変化するものであり，エビデンスを作成する学問的な作
業と異なり，どちらかというと力仕事の要素が強い．また，目まぐるしく発展する診療分野では，定期的な改訂作
業が求められ，GL 作成には統一した手順を踏襲する必要があるといわれている．
ガイドラインの原案の作成にあたっては欧米で評価の定まった三つのガイドライン，すなわち National cancer
institute（NCI）の前立腺癌に関する Physicians data query（PDQ）
，European association of urology（EAU）の作
成したガイドライン，American cancer society が作成した National comprehensive cancer network（NCCN）を基
に原案を作成し，これらのガイドラインが作成された時点（1999 年）における前立腺癌の診断と治療に関する現状
をまず明らかにした．
1999 年以降の知見および本邦における独自性をガイドライン原案に組み入れるため，最初に領域毎に臨床的な
疑問を抽出し，形式を統一して臨床上の想定質問（クリニカルクエスチョン）を設定した．文献検索のためのクリ
ニカルクエスチョンを選定したが，ガイドラインをより見やすくするためにクリニカルクエスチョンを見直し改訂
する作業も行われ，最終的に疫学 13，
診断 17，
外科治療 18，
放射線療法 45，
薬物療法 11，
待機療法 6，
緩和医療 4 のク
リニカルクエスチョンが設定された．
クリニカルアンサーとしての回答を導く文献を検索するために， キーワードを整理し文献探索式を設定したが，
文献検索は作成した原案以降（1999 年以降）の論文に限定した．疫学領域については，本邦特有の記述が多くなる
ため，欧米のガイドラインとは別にクリニカルクエスチョンおよびキーワードを設定し，独自に作成した．PubMed
の文献検索は，選択したキーワードを基に MeSH の major topics を利用し，検索式を設定し文献検索を行い，全て
の検索式は今後の改訂に備えて，すべて成書に記載した．作業の効率化と今後の文献入手の容易さを考え，検索す
る雑誌を泌尿器科 9 誌，腫瘍関係 10 誌，放射線治療 3 誌，総合医学誌 4 誌の計 26 誌に限定した．全体で 4,662 文
献を抽出し，さらに各小班で重要と思われる 1033 論文を選定した．探索した文献に関して，全国的 46 施設，317
名の泌尿器科医により批判的吟味が加えられ，文献毎にエビデンスレベル（表 1）を付した様式を統一した構造化
抄録が作成された．これらを基にクリニカルクエスチョンに対するエビデンスレベルを集約して A〜D までの推奨
度をつけてアンサーを作成した．A は行うよう強く勧められる，B は行うよう勧められる，C は行うよう勧めるだ
けの根拠が明確でない，D は行わないように勧められるとなっている，とした．なお，成書に引用された論文の構
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造化抄録は，全て電子媒体で作成し，前立腺癌診療 GL に CD-ROM が添付されている．
この診療 GL では上記の作業手順を順守したが，いくつかの問題が指摘された．日本における前立腺癌診療ガイ
ドラインということで，文献収集に当たっては本邦での文献を重視したが，エビデンスレベルの観点から海外の文
献が主体になり，現段階では本ガイドラインは必ずしも本邦の実情を反映していない点があること，また，外科治
療などでは無作為比較試験で評価しにくい課題は，当然のことながらエビデンスレベルが低いもの，もしくはエビ
デンスとなる論文がない，本ガイドラインでは推奨度の決定に関しては，エビデンスレベルの高低を含めて分担研
究グループが総合的に判断した．なお，エビデンスレベルの付け難い疫学領域に関しては推奨度を記さないことに
した．本文において文献番号の末尾に記す（ ）内のローマ数字は，表 1 の Evidence Level を示す．

表 1 Evi
denceLevel
（抗ガン剤適正使用ガイドライン作成委員会の基準）
レベル
I
．
I
I
．
I
I
I
．

I
V．
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内容
複数の無作為化比較試験のメタアナリシス，または複数の無作為化比較試験のエビ
デンス
少なくとも 1つの無作為化比較試験のエビデンス，または複数のよくデザインされ
た非無作為化比較試験のエビデンス
少なくとも 1つの他のタイプのよくデザインされた準実験的研究のエビデンス，ま
たは比較研究，相関研究，症例比較試験など，よくデザインされた非実験的記述によ
る研究
専門委員会の報告や意見，あるいは有識者の臨床経験

A

疫学

1．罹患率・死亡率
………………………
前立腺癌は他の癌に比べ高齢者に多く，全世界での前立腺癌年齢調整罹患率
（年齢調整罹患率：!
10 万人!
年）
は 19.8 であり，肺癌（37.5）
，胃癌（24.5）に次いで 3 番目である．地域差が大きく，一般的に先進国の罹患率
は発展途上国に比べ 3 倍以上高い．わが国の男性の年齢調整罹患率（基準人口は昭和 60 年のモデル人口）は，
前立腺癌では 19.9 と，胃癌，肺癌，結腸癌，肝臓癌，直腸癌に次いで 6 番目であるが，2020 年には肺癌に次い
で男性癌の 2 番目になると予測されている1）．
全世界での年齢調整死亡率は 8.2 であり，肺癌（33.7）
，胃癌（19.1）
，肝癌（14.2）
，大腸・直腸癌（10.7）に次
いで 5 番目である．わが国における 2001 年の男性の年齢調整癌死亡率は，前立腺癌は 8.4 であり，肺癌，胃癌，
肝臓癌，結腸癌，膵癌，食道癌，直腸癌についで 8 番目に高く，男性における癌死亡原因の 4.2％ を占めている2）．

2．危険因子
………………
前立腺癌には剖検によって発見されるラテント癌が存在し，加齢にしたがって頻度が高くなる．しかし，上
一
述した臨床癌の罹患率と対照的に地域差が少ない3）．一般的にラテント癌の多くは臨床癌にならずに経過し，
部は緩徐な経過をたどって臨床癌に進展すると考えられている4）〜6）．
前立腺癌と前立腺肥大症は，発生母地，発症年齢が重なることから，同一個人に同時に発生することがある．
排尿障害で外来を受診した症例から 4〜7％ に前立腺癌が発見されたことが，日本および海外より報告されてお
り7）8），何らかの排尿症状を訴えて外来受診した症例では，PSA 値測定，直腸診による前立腺癌の鑑別診断が必
要である．
前立腺癌の決定的な危険因子はいまだ不明であるが，いくつかの有力な危険因子は同定されている．現時点
で最も確実な危険因子は遺伝的要因であり，家族内における罹患患者数の多さと家族内罹患患者の若年発症性
が危険率を高める9）．前立腺癌が男性ホルモン依存性癌であることから男性ホルモンの存在は発生に必須であ
る．外的な要因としては，確実な証拠はないものの，動物性脂肪を摂取する機会の多い欧米国の食生活が前立
腺癌の危険性に関与することが示されている10）．食品に関しては，豆類・穀物の摂取は前立腺癌罹患率と負の
相関関係があり，砂糖，ミルク，油脂に正の相関が示唆されている11）．化学予防としてセレニウム，β カロチン，
ビタミン A，E，D，C，イソフラボン，リコペンなどの成分が前立腺癌の発生を予防する物質として研究され
ている12）〜15）．

3．前立腺癌検診
……………………
二次予防としての前立腺癌検診は，PSA 検査の有用性が高いことから，簡便かつ精度の高い一次検診として
実施されている．米国癌学会および米国泌尿器科学会のガイドラインでは，検診による利益と不利益を説明し，
希望者に対しては 50 歳以上（黒人，前立腺癌の家族歴を有する人には 45 歳あるいは 40 歳）で PSA 値測定お
よび直腸診による検診を推奨している16）17）．一方，米国予防医学研究班やアメリカ内科学会は，現時点では，
ルーチンの検診を推奨すべきエビデンスも，また推奨しないエビデンスもないことを理由に，検診とその後の
治療に関して受診者に情報提供を行い，受診をするか否かは自己判断すべきとしている18）19）．
前立腺癌検診の導入による死亡率減少効果は，アメリカ合衆国，ミネソタ州オルムステッド郡の疫学研究20），
カナダにおけるケベック州の疫学データ21），オーストリアのチロル地方における介入研究22）のデータなどから
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示されている．現在，大規模無作為比較対照試験として，米国の PLCO（Prostate, Lung, Colorectal and Ovar（European Randomized Study of Screening for Prostate
ian）Cancer Screening 研究23），ヨーロッパでの ERSPC
24）
が進行中である．
Cancer）

わが国においては，全国で市町村検診における前立腺癌検診の実施率が増加している．同時に，人間ドック
においても PSA を中心とした前立腺検診が行われており，施行数が増加している．前立腺癌検診での癌発見率
は，PSA 測定のみによる前立腺癌検診では，50〜54 歳では 0.09％，
55〜59 歳では 0.22％，
60〜64 歳では 0.42％，
65〜69 歳では 0.83％，70〜74 歳では 1.25％，75〜79 歳では 1.75％ と報告されており25），検診導入による，早期
癌発見率の上昇も確認されている26）．検診受診間隔についても PSA 基礎値に基づく設定が可能であり，費用対
効果比の改善も検討されている27）28）．
前立腺癌検診は，現時点では PSA 検査の偽陰性，偽陽性，前立腺生検による見逃し，検査法の精度上の問題，
治療による合併症など，受診者に不利益が生じる可能性もある．しかし，検診の是非に関する見解が学会によっ
て異なる米国において，50 歳以上の男性の約 3!
4 が自己の PSA 値をチェックしている現状を考慮した場合，今
後罹患率・死亡率の上昇が確実に予測されている本邦でも，前立腺癌検診のメリットとデメリットをパンフ
レット等で対象住民に広く啓発活動を行い，受診希望者に対して最適な前立腺癌検診システムを提供する体制
が整備されることが望ましいと考えられる．

4．前立腺癌全国登録プログラム
………………………………………
日本泌尿器科学会では前立腺癌全国登録プログラムを前立腺癌取扱い規約第 3 版（2001 年 4 月発行）に CDROM 版として添付し，本邦における前立腺癌の疫学から診断，治療および予後に関して広く調査するシステム
を立ち上げた．2000 年に診断された 4,529 症例の前立腺癌が 173 施設から登録され，その臨床的特徴が 2005
年に報告された29）．今後，登録施設の増加と，登録症例のフォローアップデータの集積により，日本における前
立腺癌の正確な動向把握が期待される．
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B

診断

1．直腸診，PSA，経直腸超音波検査
………………………………………………
直腸診による異常所見は，
検者の経験によっても左右されるが，
全前立腺癌症例の 15〜40％ に認められる．無
．
症状で前立腺癌を疑わせない人々に直腸診を行った場合， 癌が発見されるのは 0.1〜4％ に過ぎない30）31）（Ⅳ）
PSA は前立腺腺上皮から分泌されるカリクレイン様セリンプロテアーゼである．
臨床的には前立腺特異的で
はあるが前立腺癌特異的ではないため，
その値は前立腺肥大症や前立腺炎，
その他の良性前立腺疾患でも上昇す
（Ⅲ）
．
ることがある．
前立腺癌の独立した予測因子として PSA は直腸診や経直腸超音波検査よりも優れている32）
現在多くの PSA 測定キットが市販されているが，国際標準となるものは存在しない．前立腺癌の生検陽性率
（Ⅲ）
．
触知不能前立腺癌の診断に関
は PSA が 4〜10ng!
ml で 25〜30％，10ng!
ml 以上で 50〜80％ と上昇する33）
しては，PSA が 10ng!
ml 以上，おそらく実際には 4ng!
ml 以上で生検を行うべきというのが共通認識であろう．
PSA の基準値を低く設定することの注意すべき点は，臨床的に意味のない癌の発見を，いかにして避けるか
ということである．現時点では，触知不能だが臨床的に意味のある前立腺癌を見つけるのに最適な PSA の値を
推奨できるような長期成績はまだ得られていない．
前立腺癌の早期発見のために PSA の特異度を高めるべく次のような PSA の工夫が報告されている．すなわ
ち，PSA density，移行領域での PSA density，年齢階層別 PSA, PSA molecular form, PSA velocity, PSA 倍加時
間，などである．ここに述べた PSA の工夫は特に 4〜10ng!
ml の間における前立腺癌と前立腺肥大症との鑑別
．
にある程度役立つと思われる． しかしこれらの一般診療への適用については合意が得られていない34）35）（Ⅲ）
このような前立腺の早期診断における PSA の利用拡大は，T1c という新たな臨床病期を生み出した．この
T1c とは，直腸診や画像所見は正常であるが PSA が高値のために行った生検で発見された癌を指す．臨床病態
や病理所見の検討によると T1c 癌の 11〜26％ は臨床的に意味のない癌であるが，18〜49％ は局所浸潤癌であ
．
るという36）（Ⅲ）
経直腸超音波検査は，1）癌が疑われる領域の同定，2）前立腺生検の正確さの向上，という点で大きな能力
を持つ．直腸診と PSA とが正常であれば経直腸超音波検査だけで癌を見つけるのはほとんど不可能である．カ
ラードプラーもまだ試行段階であり，癌の発見や病期診断におけるルーチン検査とはなっていない．
スクリーニングにおいて，直腸診，PSA，経直腸超音波検査の 3 者の組み合わせにより陽性反応的中率
（PPV）
が 20〜80％ になる．この 3 者のうち 1 つの異常だけでは生検陽性率は 6〜25％ だが，2 つに異常があると 18〜
，38）（Ⅲ）
．
60％ となり，3 つすべてが異常だと 56〜72％ にまで高まる37）（Ⅱ）
直系家族（父または兄弟）に前立腺癌患者が 1 人以上存在する場合には PSA 検査を受けることにより早期に
．
前立腺癌を検出する可能性が高まる39）（Ⅱ）

2．前立腺生検
…………………
病理診断には経直腸超音波ガイド下の 18G 針による前立腺生検がスタンダードとなっている40）（Ⅲ）
．経直腸
生検と経会陰生検とがあるが，麻酔法，生検部位，合併症，などに特徴があり，どちらが優れているとはいえ
，42）43）（Ⅲ）
．触知可能な結節がある場合，狙撃生検が適応となる．しかし，もし患者が根治的治療
ない41）（Ⅱ）
の対象候補者で，より診断率を高めるためには系統的生検が勧められる．最近では癌発見率向上の観点から前
．このようにして得られた生検検
立腺の外側によりシフトした 6 個所以上の生検へと移行しつつある44）45）（Ⅲ）
体は早期前立腺癌の最好発部位である辺縁領域の後外側を含んでいる．
1 回目の生検が陰性だが引き続き癌の存在を疑わせる状態が持続する場合，再生検での癌発見率は約 20％ と
5

報告されている46）47）（Ⅲ）
．しかし，再生検の明確な基準は確立されていない．High grade PIN や atypical small
acinar proliferation（ASAP）が検出された場合，50〜100％ と高率に癌が併存するとされており，再生検が勧
められる48）49）．

3．病期診断
………………
前立腺癌の初回診断時の病期診断は直腸診と PSA 測定，骨シンチグラムに加えて CT!
MRI，特別な場合には
胸部レントゲンも行われる．
（1）T―病期診断
最初に行うべきは病巣が被膜内にとどまっているか（T1，T2）
，被膜を越えているか（T3，T4）を見極める
ことで，これが以後の治療方針の選択に大変重要である．直腸診は局所浸潤を過小評価しがちであり，直腸診
．しかし，より詳細な原発巣の評価は，それが
と病理学的病期との一致率は 50％ 以下と報告されている50）（Ⅲ）
治療方針の決定に直接影響する場合や根治的治療が予定されている場合に限って推奨される．
PSA は病期が進むに従って上昇する．しかし，個々の PSA の値からその人の最終的な病理学的病期を正確に
予測するには限界がある．PSA と生検組織における Gleason スコア，臨床病期の組み合わせは，最終的な病理
．経直腸超音波検査はルーチンな病期診断法としては腫瘍進展の把
学的病期を予測するのに有用である51）（Ⅲ）
．精!生検は，もし精!に浸潤があった場合に治療内容が変わる
握の正確さに問題があり勧められない52）（Ⅲ）
かもしれない患者に対しては考慮されるべきである．このほか，多個所生検の結果のより詳細な分析（陽性検
体数，グレードと癌病巣の拡がり，被膜穿通）が有用かもしれない．
．MRI は被膜外浸潤や精!浸潤など局所
CT は腫瘍の局所浸潤の評価には信頼性が十分とはいえない53）（Ⅳ）
進行病期の同定に有用性が報告されている54）55）．しかし，術前病期診断における MRI のルーチンな使用につい
ては意見が分かれている．
（2）N―病期診断
リンパ節の評価は，それが治療方針の決定に直接関わってくる場合にのみ適応があり，これは通常根治的治
療を希望している患者が対象となる．PSA 高値，T2b または T3 例，低分化癌，神経周囲浸潤などを有する場
．PSA 測定だけでは個々の患者のリンパ節転移の有無の予測
合はリンパ節転移のハイリスク例となる56）（Ⅳ）
はむずかしい．リンパ節転移の存在の予測は PSA，直腸診，腫瘍のグレードの組み合わせによって信頼性が高
まる56）．
このことは逆に，リンパ節転移の低リスク群（10％ 以下）についても当てはまる．PSA が 20ng!
ml 以下で
T2a 以下，かつ Gleason スコアが 6 以下ならば根治治療を行う前のリンパ節の評価を省略してもまず心配はな
．
い56）（Ⅳ）
リンパ節の評価における最適の方法は開放手術または鏡視下手術によるリンパ節郭清術である．CT も MRI
もその 0〜70％ という低い感度のためその利用は限られている54）．
（3）M―病期診断
前立腺癌死亡例の 85％ には椎体転移が認められる57）．骨転移の存在とその進展は個々の患者の予後を的確
．骨シンチグラフィ上の
に反映する．骨シンチグラフィは骨転移を検出する最も感度の良い方法である58）（Ⅲ）
．骨以外にも前立腺癌は種々の臓器へ転移してい
骨病変の半定量的評価は予後と相関するとされている59）（Ⅲ）
く．実際の転移部位は遠隔リンパ節，肝，肺，脳，皮膚等である．軟部組織への転移が疑われた場合には一般
診察，胸部レントゲン，超音波検査，CT，MRI などすべての手段が適応となり得る．
治療前の PSA が 100ng!
ml 以上の場合には，それだけでほぼ 100％ の確率で転移病巣の存在を意味する60）
（Ⅳ）
．その一方では，稀ではあるが PSA が低値でありながら骨転移を有する例も存在する．PSA20ng!
ml 以下
．PSA が 10ng!
ml 未満かつ無症状で，高または中分化癌である場合に
では約 99％ で骨転移を認めない61）（Ⅲ）
．
は病期診断目的での骨シンチグラフィは不必要と報告されている62）（Ⅲ）
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治療総論

1．治療方法の変遷
………………………
現在前立腺癌に対して広く施行されている治療法は 1．
外科治療 2．
放射線治療 3．
薬物治療（内分泌療法）
4．
待機療法の 4 つである．それぞれの治療法の詳細については各項目を参考にしていただくとして，ここでは
治療法の概論について述べる．歴史的には 1941 年に Huggins らが進行性前立腺癌患者に対し去勢術を施行し
自他覚所見の改善を認めたのが最初である．以来内分泌療法は前立腺癌に対する Gold standard として広く施
行されてきた．しかしながら内分泌療法は長期間施行すると，前立腺癌の内分泌依存性が消失し臨床的に再燃
をきたすという欠陥を有していた．従来，前立腺癌は診断時には進行性であることが多かったのであるが，1990
年頃から PSA が前立腺癌の診断に用いられるようになり限局性の前立腺癌が多く発見されるようになってき
た．こうした限局性の前立腺癌に対し根治を目的として導入されたのが前立腺全摘除術である．今日では限局
性前立腺癌に対する標準的な治療法として広く普及している．また放射線治療の進歩も著しく放射線治療と前
立腺全摘除術は並列した標準的治療法として呈示される．待機療法は癌の診断がついていながら治療の実施を
先送りにすることであるが，前立腺癌に固有の治療法と言える．待機療法は前立腺癌の治療が外科治療，放射
線治療，内分泌療法いずれの場合においても性機能に大きな影響を与えること，PSA という感度のよい腫瘍
マーカーがあるため病勢の判定がしやすいこと，前立腺癌の中には極めて生物学的悪性度の低いものが存在す
るなどの条件があって初めて可能な治療法と言える．

2．文献評価上の問題点
……………………………
このガイドラインを作成するにあたり，極力日本で行われた，日本人を対象とした臨床研究の結果を取り入
れるように努力した．しかしながら，大部分の臨床研究は海外で行われたもので，それらの結果をもとに推奨
するべき治療法や推奨のグレードを決定した．現在のところ，海外で行われた研究結果をそのまま日本人に当
てはめることが妥当であるという確証はない．実際日本人の前立腺癌に関しては，いわゆる臨床的意義のある
癌の頻度，あるいは潜在癌からの臨床癌への進展速度は異なるとのデータがある．したがって，本ガイドライ
ンで用いた推奨や解釈については，充分注意が必要であることをここに強調しておく．

3．外科治療
………………
（1）外科治療におけるエビデンス
外科治療では前立腺および精!を一塊として摘出し膀胱と尿道とを吻合する根治的前立腺全摘除術が標準術
式であり，一般に閉鎖リンパ節の郭清術を同時に施行する．到達経路としては恥骨後式が最も一般的であるが，
経会陰式や腹腔鏡による前立腺全摘除術も施設によっては施行されている．
外科治療に関しては，無作為臨床試験（RCT）が実施しにくい等の要因により，エビデンスの評価は一般的
に低くなる．この点に関しては RCT 以外の比較研究や観察的な疫学研究によっても多くの知見が明らかにさ
れるとは言われているもののやはり十分な検討が必要であろう63）．また本邦の前立腺癌と欧米の前立腺癌が同
等の性質を有しているか，という点も考慮する必要がある．
（2）外科治療のエンドポイント
外科治療の対象となる前立腺癌の予後は一般的に良好であるため一般的なエンドポイントである生命予後が
指標になりにくい．このため PSA failure が代替目標として使用されているが PSA failure が本当に代替目標と
7

して適切かという点については議論の余地がある．PSA 再発が本当に代替目標として適切かという点について
，65）（Ⅲ）
，66）（Ⅳ）
と考えられるが，low-intermediate risk では PSA 再発をエンド
は high risk では妥当64）（Ⅳ）
，70）（Ⅳ）
．この点では摘除後に残
ポイントとして解析しても，生命予後に関係しないとの主張もある67）〜69）（Ⅲ）
存腫瘍の増殖スピードを表しているとされる PSA doubling time（PSADT）の方がより妥当なエンドポイント
，67）（Ⅲ）
．
かもしれない66）（Ⅳ）
（3）前立腺全摘除術の根治性
，現状の前立腺全摘除
限局性前立腺癌に対する前立腺全摘除術は根治の可能性の高い治療法であり71）72）（Ⅱ）
術の安全性および術後再発に対し放射線治療や内分泌療法を併用できることも考慮すると本術式は長期生存を
期待できる治療法と考えてよい．しかし Gleason スコア 2〜4 の症例では，待機遅延内分泌療法と 10 年疾患特異
，73）（Ⅲ）
．また近年の放射線治療の成績向上からも，最
的生存率で差が認められないと報告されている71）（Ⅱ）
．
終的に待機遅延内分泌療法，放射線治療と比較して優位であるとの断定的な結論はできない74）（Ⅱ）
（4）前立腺全摘除術の根治性
期待余命が 10 年以上で PSA＜10ng!
ml，Gleason スコア 7 以下，かつ T1c-T2b までが，前立腺全摘除術の理
，この場合にはおおよそ 5 年 PSA 非再発率は 70〜80％，10 年 PSA
想的な適応基準であると考えられ75）〜79）（Ⅲ）
． 合併症として問題となるのは術後の尿失禁と性機能不全である．
非再発率は 50〜70％ 程度である80）〜84）（Ⅲ）
一方，Gleason スコア 8 以上，あるいは PSA20ng!
ml 以上，さらには T3 症例に対して，あるいは高齢者の局
．もちろん，それらすべてが本治療
所前立腺癌を前立腺全摘除術の適応外とする理由は証明できない85）〜87）（Ⅲ）
，89）
の適応とはならないことは明白であるが，期待余命，QOL なども考慮し対応することが肝要である88）（Ⅳ）
（Ⅲ）
．これらの外科的治療にあたっては，合併症の程度を許容範囲内にするために十分な外科的技術が要求さ
，91）（Ⅲ）ことを
れる．この手術における経験や慣れは治療成績，術後合併症，後遺症に関与している90）（Ⅱ）
考慮すると，広範な局所切除と外科的合併症のバランスを取ることのできる経験豊富な泌尿器科医が行うべき
．
であろう92）（Ⅱ）
（5）ネオアジュバント内分泌療法
，推
3 カ月間のネオアジュバント内分泌療法による治療成績の改善は RCT により否定されており93）〜95）（Ⅱ）
奨されない．しかし，より長期のネオアジュバント内分泌療法ではどうか，あるいは単独治療で限界のある局
所進行前立腺癌に適応することで生存率の向上が得られるかなどについては検討の余地がある．
（6）手術手技
現在，主に行われているのは恥骨後式前立腺全摘除術，会陰式前立腺全摘除術，腹腔鏡下前立腺全摘除術で
，どの方法が最も推奨されるかという点についてはエビデンスが確立し
あるが，それぞれに短所があり96）（Ⅲ）
ていない．
断端陽性率に関しては恥骨後式では尖部に，会陰式では膀胱頸部に，腹腔鏡では側後方に断端陽性がみられ
．恥骨後式に特有の問題としては出血が多いこと，術後，鼠径ヘルニアの
ることが多いとの報告がある97）（Ⅲ）
，会陰式では直腸の合併症が特徴的である98）〜101）（Ⅲ）
．腹腔鏡下前立腺全摘除術は経験
頻度が高いこと98）99）（Ⅲ）
，103）（Ⅱ）
，104）（Ⅲ）
，105）（Ⅲ）
．
が浅い段階では合併症を起こす頻度が比較的高いと報告されている102）（Ⅲ）
尿禁制は前立腺全摘除術における大きな問題ではあるが，恥骨前立腺靱帯あるいは膀胱頸部温存を推奨する
エビデンスはなく，
膀胱頸部温存は被膜浸潤陽性のような癌の場合には切除断端陽性の危険が指摘されてい
（Ⅲ）
．
大規模な予後調査では医療者側が思っているほど，
尿禁制が良くないことが指摘されている107）
（Ⅲ）
．
る106）
，
さらに性機能の温存に関しては予想以上に温
神経温存に関しては安全な適応基準は確立しておらず108）（Ⅳ）
．
存されていない点が明らかにされている109）（Ⅰ）
リンパ節郭清に関しては日本人のノモグラムが確立されることで，郭清を省略できる症例が同定可能かもし
「
．拡大郭清により予後が向上するか」
という点に関しては，そもそも前立腺全摘除術の対象とさ
れない110）（Ⅲ）
れた症例の病態により結論が異なる可能性が高い．RCT ではあるが，low grade，low stage の症例が多かった
．一方，high risk の症例が多い研究では拡大リンパ節郭清
研究では拡大郭清は意味がないとされている111）（Ⅱ）
，結論は導
術に意味があり，外腸骨・内腸骨・閉鎖リンパ節を郭清することが望ましいとの報告もあり112）（Ⅲ）
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けない．
（7）術後経過観察・再発診断
補助療法を施行していない前立腺全摘除術後においては PSA 再発のカットオフは 0.2ng!
ml とすべきである
．一般的には PSA 再発は再発の最初のイベントと解釈され
という意見が多く，現実的と思われる67）69）113）（Ⅲ）
る．PSA が検出できないレベルで再発・転移が起こりうることが報告されているが，これは非常に稀で，未分
．したがって PSA 再発が認められない場合には直腸診な
化型の腫瘍にしか起こらないと考えてよい68）114）（Ⅲ）
．
どの追加検査は不要である68）114）〜116）（Ⅲ）
（8）再発後治療
前立腺全摘除術においてリンパ節が陽性であった場合，臨床的再発（PSA 再発ではない）の段階で内分泌療
法を開始した群よりも，即座にアジュバント療法を開始した群の方が予後が良好であったことが RCT で報告
．pT3（−4）N0 M0 症例に対するアジュバント放射線治療は，PSA 再発のリスクを下げる
されている117）（Ⅱ）
．しかし pT3 N0 M0 症例でも Gleason スコア 7―10 かつ pT3b 症例や術前 PSA 高値
可能性がある118）〜120）（Ⅲ）
．また切除
（25ng!
ml 以上）であった場合にはアジュバント放射線治療が無効になる可能性が高くなる121）（Ⅲ）
断端陽性症例でも Gleason スコア≧8 かつ術前 PSA＞10.9ng!
ml ではアジュバント放射線治療を行っても再発
．
リスクが高いと報告されている122）（Ⅲ）
放射線治療をアジュバントとして行うか，PSA 再発後に救済治療として実施するかについては，アジュバン
トが良いとする報告123）（Ⅲ）と，PSA 再発まで待っても結果は同等とする報告124）（Ⅱ）があり，結論は一定し
ていない．

4．放射線治療
…………………
（1）放射線治療の変遷
放射線治療は照射方法により外照射と内照射に大きく分けられる．前立腺癌に対する放射線照射療法はコン
ピュータ技術の長足の進歩とあいまって，革新的変遷をとげてきた．根治術と同様局所療法であるため，最良
．しかし，最近では
の適応は局所限局癌であり前立腺全摘除術と同等の成績が得られるとされている125）（Ⅲ）
1980 年代半ばから 90 年代にかけて欧米で施行された大規模な無作為割付試験の長期成績に基づき，内分泌療
法を併用（ネオアジュバント・アジュバント）することにより局所進行癌ですら全生存率の改善が認められた
，133）（Ⅲ）
，134）〜136）（Ⅱ）
．適応となる対象および治療
との認識から治療戦略の概念が大幅に変化した126）〜132）（Ⅱ）
オプションが拡大されたことに伴い，最適な治療法を選択するため PSA や Gleason スコアあるいは臨床病期等
，138）（Ⅱ）
，139）（Ⅲ）
「
．リスク」
の因子を用いて個々の症例を「リスク」分類することが提唱されている137）（Ⅲ）
は通常，低，中，高リスクと大きく 3 段階に分類されることが多いが，その定義にコンセンサスがあるわけで
はなく，個々の検討により詳細は異なることに留意されたい．
また近年では治療成績のみならず，コスト，合併症・副作用，毒性，生活の質も考慮した上で一次治療法を
選択する傾向にあり，こうした観点からの検討も重要である．このほか，放射線療法は緩和医療や他の一次療
法後の再発に対する治療法として選択される場合も多い．
（2）外照射療法
本邦で可能な外照射療法には通常のリニアック，三次元原体照射（3D-CRT）
，IMRT（intensity modulated
radiation therapy）
のほか，粒子線治療があるが施行可能な施設に限りがあり保険適応になっていない．通常の
．また，
光子線の外照射のみで局所制御を得るためには，分割照射法では 70Gy 以上の線量が必要となる140）（Ⅱ）
有害事象発現率を抑えつつ十分な線量を有効に投与するための様々な治療技術が開発されている．
照射範囲に関しては，前立腺のみでよいか，全骨盤照射を併用するべきかについては結論をみないものの，
Radiation Therapy Oncology Group 9413 の検討では，全骨盤照射にネオアジュバントおよび同時内分泌療法を
．
用いた群での非再発生存率の有意な向上が報告されている135）（Ⅱ）
アジュバントとしての内分泌療法の期間については，概して高リスクの症例では長期（＞24 カ月）が必要と
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される．中リスクの症例では 6 カ月の短期でも効果が得られるとされ，低リスクのものでは不要と考えられて
，133）（Ⅲ）
，134）〜136）（Ⅱ）
，137）（Ⅲ）
．しかし，どのような内分泌療法を用いるべきなのか，至適
いる126）〜132）（Ⅱ）
な治療期間はどれくらいかなどに関しては今後の検討が必要である．
（3）組織内照射療法
現時点で本邦でも可能な内照射療法の代表的なものとして，125 I による密封小線源永久挿入治療法，および
192 Ir による高線量率組織内照射がある．125 I による永久挿入密封小線源治療法は放射能を有する金属製の
チップを超音波ガイド下に前立腺に埋め込むやりかたでアメリカでは広く施行されている．本邦では 2003 年 3
， 142）（Ⅱ）
．
月に認可された． 低リスクでは単独で， 中・高リスクでは外照射と併用されることが多い141）（Ⅲ）
内分泌療法との併用効果については，無作為割付による治療成績の比較検討はいまだ行われていない．これは
密封小線源永久挿入治療単独での最良の適応対象は，もともと内分泌療法の併用効果が少ないと考えられてい
る低リスク症例であることなどによる．192 Ir による高線量率組織内照射は通常外照射と併用され局所限局性
前立腺癌に加え，局所浸潤性前立腺癌を対象としている．内照射，外照射ともに合併症としては直腸障害，排
尿障害，性機能障害が挙げられる．
（4）放射線治療後の再発
，144）（Ⅲ）
，145）
放射線治療後の臨床的再発，生化学的再発の評価法は多くの議論のあるところである143）（Ⅳ）
（Ⅳ）
，146）（Ⅱ）
．前者では特に治療後の生検の意味合いについて，後者では血清前立腺特異抗原（PSA）測定の
間隔・時期，有意変化のとらえ方に多くの議論が集中している．

5．薬物治療
………………
（1）前立腺癌における内分泌療法
前立腺癌に対し内分泌療法を凌駕する化学療法は現時点では存在しない．各種内分泌療法の近接効果は著明
であるが，その効果の持続が進行例では 2〜3 年であること，また，erectile dysfunction（ED）や libido の低下
など性関連の副作用147）148）（Ⅱ）が問題となり，その適応には限界がある．
内分泌療法として最初に行われたのは外科的な去勢術である．その後女性ホルモン製剤が使用されたが，心
血管系の副作用のため今日では用いられることは少ない．最も一般的な内分泌治療としては，luteinizing
hormone-releasing hormone（LH-RH）アゴニストおよび抗アンドロゲン剤の併用あるいは単独療法が行われ
る．LH-RH アゴニストとしては，goserelin あるいは leuprorelin の 1 カ月および 3 カ月製剤が使用されている．
antiandrogen としてはステロイド性と非ステロイド性が日本で承認されている．LH-RH アゴニスト使用におい
ては，投与初期に起こる一過性のテストステロン値上昇に伴うフレアアップ現象による尿路閉塞，転移巣に由
来する骨痛，脊髄圧迫などが懸念される場合は抗アンドロゲン剤の併用を考慮すべきである．LH-RH アゴニス
トの有効性は去勢術と同等と考えられるが，抗アンドロゲン剤単独療法の有効性は LH-RH アゴニストと比較
すると有意差は認めないものの低いとされている．しかしながら非ステロイド性抗アンドロゲン剤は性関連の
副作用が少ないため対象によってはこれらの単独療法の有用性が指摘されている．また，局所限局性あるいは
浸潤癌において，根治的手術・放射線療法・慎重な経過観察を受けた症例に対する bicalutamide の補助療法と
しての有用性の検討では有意な PSA doubling time の延 長 と objective progression risk の 低 下 が 認 め ら れ
．生存期間延長の効果については現在大規模な検討が行われている．
た149）〜151）（Ⅱ）
化学内分泌療法が Stage IV に対して内分泌単独療法より有効かどうかの検討がなされている．
（2）Maximum androgen blockade（MAB）の妥当性
．一般には，転移を有する進行性前立
Stage Ⅲ〜Ⅳに対する内分泌療法の延命効果は証明されている152）（Ⅱ）
腺癌の標準治療は外科的（精巣摘除）または薬物的（LH-RH アゴニスト）去勢によるアンドロゲン遮断療法で
ある．外科的または薬物的去勢では精巣由来のアンドロゲンは抑制可能であるが，前立腺細胞内のアンドロゲ
ンのうち 40％ は副腎に由来すると報告されている．そのため去勢と非ステロイド性抗アンドロゲン剤を併用す
ることにより精巣および副腎双方のアンドロゲンを抑制する Maximum androgen blockade（MAB）の有用性が
10

示された153）（Ⅲ）
．以後 MAB は進行前立腺癌の治療として一般的な手段となってきたが，去勢単独と比較し長
期予後を改善するかどうかが論議の対象となっている．ステロイド性抗アンドロゲン剤を用いたものが含まれ
，
ている初期のメタアナリシスでは MAB 療法と去勢単独療法で生存期間に有意差なしと報告されたが154）（Ⅰ）
これらを除外したメタアナリシス（13 試験，2922 症例）では非再発期間，生存期間ともに有意に MAB 療法が
優れていることが示された．同様に，最近のメタアナリシス155）（Ⅰ）でも，非ステロイド系抗アンドロゲン剤
では，MAB 群に有意な生存率の上昇が認められた．
においては去勢術＋flutamide 投与群と去勢術＋placebo 投与群と
一方，SWOG による大規模な RCT 156）（Ⅱ）
の比較が行われ，Overall survival に有意差は認められなかった．以上の全ての RCT を含めた最近のメタアナ
リシスでは，2 年生存率では MAB 療法と去勢単独療法の差はないが，5 年生存率では MAB 療法が有意に優れ
．ただし，生存率の差はわずかであることから臨床的な真の利益は効
ていることが指摘されている157）〜159）（Ⅰ）
果，副作用，QOL，医療経済的側面を考慮して決定されるべきであるとされている．最近，抗アンドロゲン剤
として bicalutamide を用いて MAB と LH-RH アゴニスト単独の二重盲検試験の結果，Time to Progression に
おいて明らかな効果が報告された．
（3）再燃癌に対する薬物療法
再燃癌と判断された場合でも抗アンドロゲン剤のみを中止することで一過性に病勢の低下を認めることがあ
る
（anti-androgen withdrawal syndrome）
．抗アンドロゲン剤のみの中止，あるいは hydrocortisone などの組み
合わせにより 14〜60％ に PSA の低下および 0〜25％ に臨床的効果が得られる．しかし，PSA 低下効果は通常
2〜4 カ月であると報告されている．
内分泌療法再燃癌に対する抗癌剤単剤あるいは多剤併用療法による化学療法が試みられており，単独療法に
用いられる薬剤としては，estramustine phosphate，CPA，fluor-ouracil（FU），ETP，などがある．しかし，
今まで無作為化比較試験によって明らかな生存期間の延長が認められたものはなかった．最近，docetaxel
（TXT）とステロイド160）（Ⅱ）あるいは estramustine phosphate との併用療法161）（Ⅱ）が mitoxantrone とステ
ロイドの併用に比べて有意に生存率が改善したと報告された．なお，現在我国では estra-mustine phosphate
と FU が前立腺癌に対して保険適応となっているが，他の薬剤は認可されていない．

6．待機療法
………………
（1）待機療法の定義
広義の待機療法とは前立腺癌の確定診断がついている患者に対し，治療が必要になるまで治療を延期するこ
とを意味する．この場合二次治療として内分泌療法を想定した待機遅延内分泌療法と，放射線療法や手術療法
等の根治療法を二次治療として考える PSA 監視療法（狭義の待機療法）を区別して考える必要がある．本項で
はこの待機遅延内分泌療法および PSA 監視療法とを区別して記載するので注意されたい．
（2）進行性前立腺癌に対する待機遅延内分泌療法
進行性前立腺癌に対する待機遅延内分泌療法と即時内分泌療法の優劣についてはいまだ決着を見ていない．
ただ転移を有する前立腺癌の約半数は 18〜24 カ月で再燃し，30〜36 カ月で死亡することを考慮すると，転移性
前立腺癌において待機遅延内分泌療法を選択しても即時内分泌療法に対しその差はわずかである．National
cancer institute（NCI）の前立腺癌に関する Physicians data query（PDQ）や European association of urology
（EAU）
の前立腺癌ガイドライン双方とも転移を有する前立腺癌に対して待機遅延内分泌療法を推奨していない．
（3）限局性前立腺癌に対する待機遅延内分泌療法
次に限局性前立腺癌に対する手術療法と待機遅延内分泌療法との比較が検討された．北欧を中心とした限局
性前立腺癌に対する前立腺全摘除術と待機遅延内分泌療法の大規模な randomized controlled trial（RCT）の結
．
結論として前立腺全摘除術は中〜高分化型限局性前立腺癌患者の疾患特異的生存率を
果が発表された162）（Ⅱ）
改善したが，全体での生存率に差はなかった．しかし，その後観察期間を延長した成績では全体生存率，疾患
．
特異的生存率ともに前立腺全摘除術群で有意に良好であった163）（Ⅱ）
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1985 年から 1992 年までに報告された限局性前立腺癌に関する非無作為化臨床試験から待機遅延内分泌療法
に関するメタアナリシスの結果が報告された．828 例の症例が集積され，結果は 10 年疾患特異的生存率はグ
レード 1 とグレード 2 を合わせた場合 87％ であったのに対しグレード 3（Gleason スコア 8〜10）では 34％ と
．
このように限局性前立腺癌に対する待機遅延内分泌療法においては腫瘍のグレード
予後不良であった164）（Ⅱ）
が大きな予後決定因子となっていることが明らかにされた．
（4）限局性前立腺癌に対する PSA 監視療法
さらに今日では PSA によるモニタリングが一般的となっており，
より早期の前立腺癌に対し根治療法を即座
に施行した場合，
あるいは PSA による経過観察を行い浸潤性前立腺癌になる前に根治療法を施行した場合との
比較が検討されている．どのような症例が PSA 監視療法の適応になるかはいまだ一定の見解はないが，Gleason
スコアが 6 以下で PSA が 20ng!
ml 以下，臨床病期 T1―2 が一つの目安となるだろう．期待余命および針生検に
おける癌の広がりも考慮の対象となる．経過観察項目としては 3〜6 カ月ごとの直腸診と PSA のチェックが必
要であり，必要に応じて再生検を施行すべきである．二次治療に移行するタイミングとしては PSA の倍加時間
を考慮した報告が多く倍加時間が 2 年以内の症例については二次治療に移行している割合が多いようであ
．
る165）166）（Ⅲ）
PSA テストが普及するにつれ low risk の前立腺癌が多く発見される傾向が報告されている．しかし米国の
データでは PSA 監視療法を選ぶ人はむしろ減少してきている．この PSA 監視療法選択比率が減少した分は小
．治療法選択の変化の背景には，治療法選択に際し
線源治療と内分泌療法選択比率の増加となっている167）（Ⅲ）
ての医療側の要因と患者側の要因があると思われるが，QOL 調査を含めた今後の詳細な解析を待つ必要があ
る．各種治療法間の QOL の比較に関しての情報はまだ乏しいが，米国での 800 例あまりの横断的解析では，
PSA 監視療法群は前立腺全摘群にくらべ SF-36 の 8 つの下位尺度のうち身体機能と全体的健康感で有意に低
下していた．しかし，放射線外照射や内分泌療法群では 8 つの下位尺度のほとんどで前立腺全摘群より有意に
低下していた．このことから PSA 監視療法中の健康関連 QOL の低下が，必ずしも PSA 監視療法の選択率の低
．癌を告知された状態で，何も治療を開始しない不安感を
下の直接の原因になっているとは考えにくい168）（Ⅲ）
患者が抱くことが要因の一つとして考えられるが，PSA 監視療法を選択するか否かは医師側の説明に大きく依
，患者へのカウンセリングに有用な科学的情報，特に日本人での情報の蓄積が急務と考え
存するだけに169）（Ⅳ）
られる．現在日本人患者においても，小病巣・高分化癌と推定される症例に限って，一定の選択規準を設けて，
．
PSA 倍加時間をモニターしながら PSA 監視療法に関する feasibility study が進行中である170）（Ⅲ）

7．各治療法の適応基準
……………………………
（1）T1a N0，M0
①T1a，N0，M0，Gleason≦6
T1a の癌の多くが高分化型で前立腺に限局しており，大半が PSA 監視療法以外に特に治療を必要としない．
しかし，このような集団においても患者の年齢が低くなると（50〜60 歳）期待生存期間が長くなるため，前立
腺全摘除術や放射線治療等の根治療法を検討する必要がある．
②T1a，N0，M0，Gleason≧7
PSA 監視療法は選択肢の一つであるが患者の年齢が期待余命で 15 年以上ある場合には根治療法を考慮して
もよい．
（2）T1b-c, T2, N0M0
①T1b-c，T2 N0，M0，Gleason≦6，PSA≦20ng!
ml
根治療法（前立腺全摘除術，放射線療法）および PSA 監視療法が選択肢になる．いずれの場合でも治療開始
時で期待余命が 10〜15 年以上望める場合には根治療法として前立腺全摘除術もしくは放射線療法が，
期待余命
が 10 年以下の場合には内分泌療法や放射線療法が選ばれる．
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②T1b-c，T2 N0，M0，Gleason≧7，PSA≦20ng!
ml
Gleason8 以上の限局性前立腺癌に対して PSA 監視療法は不適である．期待余命が 10〜15 年以上望める場合
には根治療法（前立腺全摘除術，放射線療法）を考慮した方がよい．ただし低分化型局所前立腺癌において根
治療法が生存率に関し有意に良好であることを示した論文はない．
③T1b-c，T2 N0，M0，PSA≧20ng!
ml
PSA の値のみで治療方針を決めることはできないが 20ng!
ml を超えるとほとんどの論文で PSA 監視療法
は対象外である．画像上 T1b-c，T2 N0，M0 であっても PSA が 20ng!
ml を越える場合にはそれ以上の病期
（特に T3）である可能性が高いため手術の適応にあたっては慎重に考慮する．特に PSA が 100ng!
ml を超える
場合にはほとんどの症例で遠隔転移が存在すると言われているため根治療法のみで制御することは難しく，か
りに根治療法を行なったとしてもその後内分泌療法が必要となる確率は極めて高い．
（3）T3，N0，M0
画像上，もしくは DRE にて明らかに T3 と診断される場合の前立腺全摘除術の適応は切除断端，リンパ節へ
の微小転移等の観点から一般的には難しく特に T3b（精!浸潤）の症例の成績は不良である．しかしながら T3
症例でも手術により根治できる症例があることも事実であることから期待余命が 10 年以上期待出来る時には
選択肢の一つとはなりうる．ただしこれらの症例については近年内分泌療法を併用した放射線治療の良好な成
績が報告されているため今後のさらなる検討が期待される．
（4）T4，N0，M0，もしくは N1 もしくは M1
これらの進行性前立腺癌では局所療法では制御不能であるため期待余命に関わらず内分泌療法の適応となる．

8．外科治療と放射線治療の比較
………………………………………
今まで述べてきたように限局性前立腺癌に対しては根治療法として前立腺全摘除術と放射線治療の二つが存
在し，その優劣が問題となる．それぞれの治療法についてはたくさんの論文が存在するため，比較検討が今ま
でにされてきたが患者背景が異るうえに評価の方法（PSA failure ひとつをとっても治療法間での定義はまった
く異る）もまちまちであり多大な労力をつぎ込んだが結論は得られなかった．また前立腺癌は生物学的な悪性
度がそれほど高くないこと，局所療法がうまくいかなかった場合でも後に内分泌療法が施行できることなどか
ら全生存率で比較するには 10 年以上の経過観察が必要であることも両者の優劣をつけがたい一因である．真の
意味での優劣を比較するには大規模な RCT で全生存率をエンドポイントとした長期にわたる観察が必要であ
るが，現状を考えるとこのような RCT は非現実的でありまた結果の妥当性についても疑問が残る．また海外で
この点について結論が出たとしてもその結果が我々日本人にそのままあてはめることができるかどうかという
問題もある．
照射技術が発達していない時代においては照射線量は 60〜70Gy が主体をしめておりこの時代においては局
所前立腺癌に対する治療成績は外科治療の方が予後は有意に良好であった．前述したごとく照射技術の発達に
伴い 70Gy 以上の照射が可能である近年の外照射，あるいは内照射療法の成績は手術療法とほぼ同等と言われ
ている．ただ手術療法後の PSA failure に対し放射線療法を適応できるが放射線療法後の PSA failure に対し手
術療法を選ぶのは困難である．
放射線治療と手術療法のどちらを選択するかはむしろ副作用の問題が多くなる．手術療法においては尿失禁
と性機能障害が問題となり，放射線療法では直腸障害，排尿障害，性機能障害が問題となる．放射線治療では
晩発性の障害や 2 次発癌のリスクも若年者においては考慮されるべきである．
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9．緩和医療
………………
（1）前立腺癌における緩和医療
進行性前立腺癌でもホルモン療法等が奏効している場合には排尿困難，血尿や骨転移巣の痛み等癌に基づく
症状も緩和されていることが多い．問題は再燃した場合であり，抗癌剤等の追加治療を行ってみても最終的に
はほとんどの症例が緩和医療の対象となる．前立腺癌の緩和医療として重要な点は，1 骨転移巣の疼痛対策，2
脊椎転移による脊髄麻痺，3 排尿困難および血尿，4 尿管の閉塞に伴う腎後性腎不全などがあげられる171）．
（2）疼痛対策
疼痛性骨転移は，前立腺癌の大きな問題となりうる．鎮痛薬，放射線，ステロイド，骨親和性放射性核種，
硝酸ガリウムおよびビスフォスフォネートといった緩和治療のための多くの治療手段が実施されている172）．
鎮痛薬が果たす役割は大きく適切な薬剤の選択が必要である．一般的には WHO が提唱する 3 段階のアプロー
チが広く行われている．簡単に解説すると第 1 段階としては非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）を使用する．
第 2 段階としては弱オピオイドと NSAID を併用する．それでも疼痛の緩和が十分でない時は第 3 段階として
モルヒネ散あるいはモルヒネ徐放製剤を副作用対策を講じながら漸増する．癌性疼痛の管理については日本緩
和医療学会から Evidence-Based Medicine に則ったがん疼痛治療ガイドライン（2000）が出版されているので参
照されたい173）．痛みを訴える骨転移巣が比較的限局している時には骨痛緩和のための外部照射療法は，極めて
．多発性骨転移により痛みを訴える場合に，以前は全身あるいは半身照射が用いられること
有用である174）（Ⅱ）
があったが，前立腺癌のような造骨性転移をきたす場合ストロンチウム 89 のような放射性同位元素を用いるこ
との有効性が報告されている．しかしながら本薬剤は日本では認可が下りていない．外照射とストロンチウム
89 の randomized controlled trial（RCT）によると，疼痛緩和効果については局所または半身照射した場合の効
果とほぼ同じであったが，ストロンチウム 89 は局所照射と比較すると新たな骨転移による疼痛を有意に抑制し
．
た175）176）（Ⅰ）
前立腺癌の骨転移巣は造骨性であることが多く骨代謝および骨吸収能は亢進している．ビスフォスフォネー
ト製剤は破骨細胞の骨吸収能を抑制することにより疼痛の緩和や病的骨折の予防に役立つ．1 つの RCT ではビ
スフォスファネート製剤の静脈内投与により病的骨折等の合併症の発生頻度が有意に減少し，疼痛緩和にも有
．Systematic review によれば骨転移を有する前立腺癌では，診断された時点
用であったと報告された177）（Ⅱ）
で本剤の投与を開始し継続して投与することにより，生存率には寄与しないが骨転移に関連する合併症の頻度
を有意に減少するとしている．またビスフォスフォネート製剤は腸管から吸収されにくいため経口投与よりも
．
日本ではビスフォスフォネート経口剤は骨粗鬆症にしか適応
静脈内投与の方が良いと報告されている178）（Ⅰ）
がとれていないが，注射製剤は悪性腫瘍による高 Ca 血症に対して適応がある．
（3）脊髄麻痺
脊椎転移による脊髄麻痺に対する治療法としてはステロイド投与，放射線療法，手術療法があげられる．ス
テロイド投与は放射線あるいは手術の補助療法として用いられ，その効用は RCT にて検証されている179）
（Ⅱ）
．しかしながら無視できない副作用も認められており，大量あるいは常用量のステロイドを投与するかは
いまだ議論の分かれるところである．放射線療法としては 30Gy!
10fractions を照射することが多い．手術療法
としては前立腺癌の脊椎転移による脊髄圧迫の場合骨の脆弱性がないため椎弓切除術が主になる．放射線療法
．
単独と椎弓切除術との RCT があるが有効率については有意差が認められなかった180）（Ⅱ）
（4）局所症状
排尿困難を有している進行性前立腺癌患者に対する姑息的な意味での経尿道的前立腺切除術（TURP）に関し
ては，最近の報告によれば前立腺肥大症に対する TURP に比べ術後再度尿閉になったり再手術を必要とする頻
（Ⅲ）．
度は高いものの症状の改善には十分役立っていたということであり，
一考の余地はあるものと思われる181）
．
タンポナーデとなるような高度の血尿に対し姑息的な放射線療法が有効であったと報告されている182）（Ⅲ）
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（5）水腎症に対する対策
前立腺癌の進展に伴い尿路閉塞が出現する頻度は 3.3〜16％ と報告されており，尿路閉塞症状を伴わない前
．
前立腺癌の腫大による下部尿路閉塞から水腎症をきた
立腺癌に比較してその予後は有意に不良である183）（Ⅲ）
している場合にはカテーテル留置あるいは前項であげた TURP が適応となる．前立腺癌が直接膀胱に浸潤する
ことから尿管口の狭窄をきたす場合や，リンパ節転移による尿管の圧迫から水腎症をきたす場合には尿管ステ
ント，尿管皮膚瘻，経皮的腎瘻（percutaneous nephrostomy, PNS）が治療手段として考えられる．前立腺癌が
初発でこれから内分泌療法を考慮している場合，一時的にせよ病状が好転することが期待できるため積極的な
治療を試みるべきである．しかしながら，内分泌療法を含めた種々の治療法に対し抵抗性となった前立腺癌で
水腎症をきたした場合の予後は極めて不良であるため PNS の造設に関しては慎重に考慮すべきである184）
（Ⅲ）
．尿管ステント，尿管皮膚瘻，PNS 等の治療手段の優劣を比較検討した RCT はないが，尿管ステントもし
くは PNS が尿管皮膚瘻に比べ低侵襲である．特に超音波ガイド下の PNS 留置術は侵襲も少なく手技が簡便な
上，長期にわたる留置も可能であるため第一選択として考えるべきである．尿管ステントは体内に留置するた
．
め患者の利便性は高いが悪性腫瘍による尿管閉塞では再狭窄をきたしやすい185）（Ⅳ）

10．前立腺癌診療ガイドライン 2006 の質の外部評価
……………………………………………………………………
今回作成した前立腺癌診療ガイドラインの質の評価については，長谷川友紀班員（東邦大学医学部社会医学
講座）が AGREE 評価票を用いて評価したので，以下に国際的に統一された診療ガイドラインの質の評価法と
その評価結果を記載する．
（1）AGREE collaboration による診療ガイドラインの質の評価
今回，評価に用いられた AGREE（Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation）は，診療ガイドライ
ンの質を評価するフレームを国際的に統一することにより，診療ガイドラインの作成を円滑にし，質の評価を
通じて行政・実務家等の使用者がどの診療ガイドラインを用いるべきかの判断を可能にし，総体として診療ガ
イドラインの質向上を図る試みである．EU
（European Union）
，カナダ，米国等 12 カ国の研究者による共同事
業であり，EU，及び WHO（World Health Organization）から診療ガイドラインの評価手法として推奨されて
いる．
AGREE Collaboration では診療ガイドラインに焦点をあてたいくつかの試行研究を 1990 年代後半より行い，
以下の成果が報告されている．①診療ガイドライン作成プログラムを有する国・機関で作成された診療ガイド
ラインは，そうでない国・機関で作成されたものと比較して質が高い．②複数の国の同一疾患に対する診療ガ
イドラインの比較では，引用文献として自国の文献を引用する傾向があり，引用文献が共通して用いられるこ
とは比較的少ない．③引用文献は診療ガイドラインにより異なるにも関わらず，推奨内容は国が変わってもほ
ぼ共通であり，専門医の情報の流通の密度はきわめて高いことが想定される．また，推奨内容に最も大きな影
響を与えているのは，いわゆるメガスタディと呼ばれる大規模な臨床研究の結果と，有力な学会の見解であっ
た．④診療ガイドラインの評価項目は一定程度絞込みを図ることが可能であり，1 診療ガイドラインを 1 時間程
度で評価が可能な実用的な評価表は作成が可能である．しかし，評価項目により診療ガイドラインの質が向上
するか否かは未だ不明である．などが既に明らかになっている．
AGREE の評価方法は，上記④の研究成果として得られたもので，8 カ各国語に翻訳され日本語版も開発され
ている186）．評価項目は，以下に示す 6 領域 23 項目及び全体評価 1 項目の合計 24 項目からなる．各項目につい
て 4 点：
「強くあてはまる」〜1 点：
「全く当てはまらない」
，または「情報がない」の 4 段階で評価する．各項
目の点数は領域毎に集計される．これは診療ガイドラインのプロファイリングを行い，評価の低い部分には改
善の余地があることを示すものであり，領域毎の点数をさらに集計し全体評価を行うものではない．
以下に AGREE の評価各項目を示す．対象と目的の領域 1 として，1．
目的の具体的な記載，2．
取り扱う問題
の具体的な記載，3．
対象患者の具体的な記載．利害関係者の参加の領域 2 として，4．
専門家代表者の作成への
参加，5．
患者の価値観や好みへの考慮，6．
利用者の明確な定義，7．
想定利用者による試行．作成の厳格さの領
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図 1 AGREE評価票を用いた評価結果（年次別）

図 2 前立腺癌とその他の診療ガイドラインの評価結果

域 3 として，8．
エビデンスの系統的な検索，9．
エビデンスの選択基準の記載，10．
推奨決定方法の記載，11．
健
康上の利益・副作用・リスクの考慮，12．
推奨とエビデンスの明確な対応関係，13．
公表前の外部審査，14．
改訂
手続きの予定．明確さと提示の方法の領域 4 として，15．
推奨の具体性，16．
患者の状態に応じた選択肢の明示，
17．
重要な推奨の明確さ，18．
利用のツールが用意．適用可能性の領域 5 として，19．
推奨の適用による制度・組
織上の障害の考慮，20．
推奨適用に伴う費用の考慮，21．
モニタリング・監査の基準の提示．編集の独立性の領
域 6 として，22．
ガイドライン編集の独立性，23．
作成グループとの利害関係の記載が挙げられている．さらに
全体評価が，
「強く勧告する」
「
，勧告する（条件付きもしくは修正あり）
」
「
，勧告しない」
「
，自信がない」の 4 段階と
して評価される．
（2）AGREE instrument 日本語版を用いた診療ガイドラインの評価
日本では 1999 年度より厚生労働省研究費により学会による診療ガイドラインの作成が支援されているほか，
学会独自の診療ガイドライン作成も多く見られるようになってきている．最近では年間 20 本程度が作成され，
診療ガイドラインの作成はほぼ定着してきた感がある．2004 年までに作成された 53 診療ガイドラインについ
16

て AGREE 評価票を用いて評価した結果を図 1 に示す．総体として，最近のものでは改善傾向にあること，特
に作成手法において改善傾向が顕著であるが，編集の独立性，適用の可能性については依然として改善の余地
が大きいことが伺える．
（3）前立腺癌診療ガイドラインの評価
AGREE 評価票を用いた前立腺癌診療ガイドラインと，上記の 53 診療ガイドラインの評価結果を併せて図 2
に示す．
「作成の厳密さ」
「
，明確さと提示の方法」
「
，適用可能性」
「
，編集の独立性」
「
，合計」
では優れていたものの，
「対象と目的」
「
，利害関係者の参加」
ではむしろ劣っていることが伺える．AGREE 評価票では診療ガイドライン
中に明確な記載が存在するか否かで評価を行うため，おそらくタイトルから自明のこととして対象疾患，対象
患者などが明確に記載されていない可能性，また泌尿器科医師，放射線腫瘍医以外の参加に乏しかったため，
このような結果になった可能性がある．今後は，この診療ガイドラインの現場への導入，その結果医療内容に
もたらされた影響，泌尿器科医師以外の利害関係者によるレビュー等が課題であると考えられる．
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おわりに
本格的な高齢社会を迎えたわが国においては，近年，前立腺疾患に対する社会の認識が大きく向上するとと
もに，前立腺癌への関心が急速に高まっている．
地域基本検診の普及に伴う疫学研究の進歩，PSA を中心とする低侵襲な診断と系統的針生検の普及による正
確な診断の発展，種々の外科・放射線・薬物治療の発展と普及などにより，わが国の前立腺癌の診療は飛躍的
な進歩を遂げている．
この前立腺癌診療ガイドラインは，日本泌尿器科学会が日本癌治療学会と日本放射線腫瘍医学会の協力を得
て総力を結集して作成した大きな財産といえるものといえる．さらに診療ガイドライン作成に求められる標準
的な作業を忠実に実践したことにより，EBM に基づく診療ガイドライン作成のためのノウハウを学会として
会得したことは，今後，種々の泌尿器科領域疾患の診療ガイドラインの作成やその改訂作業に向かって大きな
財産を得たものと考える．
本診療 GL が日常診療の場で役立つものであると確信しているが，前立腺癌の診療は日進月歩で，日々，新た
な知見が蓄積されている．本ガイドラインの評価は既に始まっており，次期改訂に向っての早急な作業着手が
求められる．
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