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同一症例に３回以上施行した前立腺生検の検討

発 表 者 近藤 福次 （茨城県：県西総合病院 泌尿器科）

共同研究者 鈴木 るみ子、新舎 総恵、鈴木 由美子、瀧沢 貴子、藤原 正親、関戸 哲利
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【はじめに】
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本邦では、２０２０年以降男性の部位別癌罹患率

は、胃癌・肺癌を抜いて前立腺癌がトップにな

ると推計されております（がん・統計白書、

２０１２）。

前立腺腫瘍マーカー PSAが高値を示した場

合、原則針生検等により癌の有無を調べており

ますが、癌が検出されなかった場合には、経時

的にフォローアップし、さらに PSAが高値にな

れば再度組織検査をしております。しかし多数

回の生検でも癌の認められない症例がみられて

おります。

【目的】

�¡��_ !� ���#'dh5?Q]\' ���#¢$
�� ���#¤$[Y;®#�?�þ23kÌ*	Ï
��s!?y]\�±

� 	

U�ðÀMr?¬���M	Ïe}�h3®Mr
eN�?'ápù?Ï��^

�

そこで今回、同一症例に３回以上針生検を施

行した５症例を対象に、臨床的に検討してみま

した。なお一昨年の当学会において報告した過

去５年間の前立腺生検１０１件をベースにしており

ます。
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【対象および検討内容】

" #
 ���#¢$��g�[Y

kÌ*M	Ï¤���}�;¡Mr

j

j PSAÑ

ó	Ï[Y;Î�

PSA�velocity�PSAÑ;#����5

o~ZÁ�AÏ0;�.5

$%&'

対象は２００６年４月から現在まで約７年半の５

症例です。検討内容は PSA値（ng/ml）（以後単

位略す）、再生検までの期間、PSA−velocity(ng/

ml／年）（PSA値の年間上昇率）（以後単位略す）、

病理組織であります。
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多数回針生検は６か所生検で、生検前後でドッ

プラーにて血流を確認。全例麻酔なし。肉眼的

血尿を１例に認めましたが入院せず軽快。重篤

な合併症は１例も認められませんでした。
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生検を受けた回数・被検者数・癌判明者を見

ますと、カッコ内は前回報告数ですが、今回は

１回生検１２０人／癌判明８１人（６７．５％）、２回１１

人／癌判明３人、３回３人／癌判明１人、４回

２人／癌判明１人で、合計 １３６人／癌判明８６人

（６３．２％）でありました。

今回この３回生検、４回生検について検討し

てみました。癌の検出されなかった白丸の３例

は３回生検２例、４回生検１例で、３回目生検

２例、４回目生検１例ともに PSA２０以上で、再

生検までの期間は約１年。PSA−velocityは２．５７、

２．５９、１２．２でありました。
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次に癌の検出された２例では、PSA値２０．３、

６５．３で再生検までの期間は約１年。PSA−velocity

は、４．４３、１５．３でありました。

表にまとめますと、３回生検・４回生検で前

立腺肥大症の有無に有意の差はなく、PSA−

velocityで３回生検の１例に１２．２と高値を示し

ましたが、癌は検出されませんでした。この症

例の最近の PSA値は４０．４と上昇しております

が、MRI所見では異常を認めておりません。病

理所見については、白丸症例２例に炎症細胞浸

潤を認めております。

【結果】

B C

j¬�	Ï¬r×«r'�	Ï«r×sr

:T?174Ñ ���¸��n��Yh3.'A

Ï012S

�k��±i60ng/ml���YR�rAÏ05

jó	Ï[Y;Î�R's#

B C

j PSA�velocity :sr12.2�ng/ml/#:d
]>#�e²h3.ARÏ012S

�RM½«ì>�2S5

jo~½«iA;Ï012v��3«r

?RMüý��eì>3

３回生検２例、４回生検１例共に PSA値２０以

上でしたが、癌検出されず（前回報告：６０以上

では全例癌検出）、再生検までの期間は約１年で

した。

PSA−velocityについては、１例１２．２ng/mlと

高い増加率を示しましたが癌は検出されず。病

理所見では癌の検出されなかった２例に炎症細

胞浸潤を認めております。PSA高値の一因とも

考えられますが、上記症例では炎症所見も認め

られませんでした。

【考察】
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日本のがん罹患の将来推計で、２０２０年以降男

性では前立腺癌がトップになると推計されてお

ります。
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PSA検査は前立腺がんの腫瘍マーカーとして

採血検査で簡単に調べられるため、市町村の健

康診断や人間ドック、がん検診で広く行なわれ

るようになってきております。

しかし PSAは年齢により徐々に上昇。前立腺

がん以外の前立腺疾患（肥大症や前立腺炎）、か

ぜ等の炎症性疾患でも高値を示すため、その判

断が大切であります。

【今後の課題】
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PSA測定による前立腺癌早期発見は、生命予

後の改善が証明されております。一方、超高齢

社会を迎えた本邦で、増加する PSA高値者に対

して、どう判断し・どう診断し・どう対応して

いかなければならないのか。前立腺生検（多数

回生検等）も含めて、今後さらなる検討が必要

と思われます。特に３回以上の生検では、十分

な臨床的検討を行なった上で施行されるべきも

のと示唆されました。
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