前立腺癌：患者の手引き
ESMO 診療ガイドラインに基づいた患者向け情報
日本語訳版発行にあたり
国を挙げて、がん対策が進められています。基本計画に沿い、様々な施策が計画・実施されて
いますが、その取り組むべき施策のひとつに、「診療ガイドラインの作成と普及」があげられて
います。
これまで、診療ガイドラインの作成は順調に進み、その数は 30 に達しています。しかしなが
ら、患者用診療ガイドラインや解説の作成は、これに大きく遅れ、いまだその 1/5 の数にすぎ
ません。“患者さんに、一刻も早く、より正確で、わかり易い情報を”、国外をも含む多くの関
係者の、そうした熱い思いに支えられて作られたのが本刊 [ESMO/Anticancer Fund Guides
for Patients 日本語訳]です。ぜひとも身近においていただき、満足できるがん治療の選択のた
めに、大いにご活用いただきたい、そう熱望しております。
最後になりましたが、ご協力いただいた皆様、特に、ご英断賜った Rolf A. Stahel 会長をは
じめとする ESMO（欧州臨床腫瘍学会）の皆様、翻訳・刊行にご尽力いただいた日本癌治療学
会教育委員会、編集委員会の先生方、事務局の皆様に、心よりの謝意と敬意を捧げ、再度、本刊
が多くの方に活用されることを祈念して、巻頭の一文とさせていただきます。
日本癌治療学会
理事長 西山正彦

この度、ESMO （欧州臨床腫瘍学会）の発行する“ESMO Guides for Patients” を
「ESMO 患者の手引き」として日本語訳し、日本の癌患者さんに提供することになりました。
最近の癌治療の発展はめざましく、癌患者さんにとっては数多くの治療法の選択が可能になっ
てきています。患者さんにとっては朗報です。しかし、いっぽうでは大量に発信される情報の中
で、癌に携わる医療従事者と患者さんとの間での知識のギャップが問題になっています。あふれ
かえる情報の中で、癌に対する正確な情報を整理し、自分に最適な治療法を見つけ出すことは本
当に難しいことであろうと思います。このような情報の海の中で迷っている癌患者さんに対する
ガイド役として、この「ESMO 患者の手引き」は作成されています。
この手引きは“ESMO/Anticancer Fund Guides for Patients” を、出来るだけ忠実に日
本語訳することにしてあります。ヨーロッパと日本では、保険制度を含む医療事情が若干異なっ
ていますので、この手引きがそのまま日本の患者さんに当てはまらないこともあろうと思います。
もし判断に困ることがありましたら、主治医の先生に直接お聞きいただければと思います。
この手引きが日本の癌患者さんにとって有用な案内役となることを期待しています。
最後に、この手引きの作成に尽力いただいた日本癌治療学会教育委員会、そして編集委員会の先
生方に心から感謝したいと思います。
日本癌治療学会
編集委員会 委員長 小川修
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前立腺癌：患者用の手引き
ESMO 診療ガイドラインに基づいた患者向け情報
翻訳 香川大学医学部
平間裕美、林田有史、佐倉雄馬、筧善行
この患者用手引きは、患者さんとご家族が、前立腺癌がどのような病気であるかをより理
解し、前立腺癌の状態に応じた最善の治療を受けることができるように、がん克服基金
（Anticancer Fund）により準備されたものです。患者さんには、ご自身の前立腺癌の病
状や病期によって、どのような検査や治療が必要であるかを担当医に聞いていただくことを
お 勧 め し ま す 。 こ こ に 掲 載 さ れ て い る 医 学 的 な 情 報 は 欧 州 臨 床 腫 瘍 学 会 (European
Society for Medical Oncology: ESMO)の前立腺癌診療ガイドラインに基づいたものです。
この患者用手引きは ESMO の協力のもとで作成され、ESMO の許可のもと配布されていま
す。この手引きは医師により執筆され、専門医向け診療ガイドラインの主要な著者を含む、
ESMO 所属の二名の腫瘍医によって監修を受けています。また、ESMO のがん患者ワーキ
ンググループの代表者にも監修を受けています。

がん克服基金（Anticancer Fund）に関する情報を更に知りたい場合は以下のサイトへア
クセスして下さい： www.anticancerfund.org
欧州臨床腫瘍学会（ESMO）について更に知りたい場合は以下のサイトへアクセスして下さ
い： www.esmo.org

＊が付いた用語に関しては、巻末に注釈があります。

【日本語版を翻訳した日本癌治療学会より注記】
この手引きは欧州臨床腫瘍学会（ESMO）により 2014 年に作成されたものを、ESMO との契
約に基づき、日本癌治療学会が原文に忠実に日本語に翻訳したものです。
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この手引きは Dr. Ana Ugarte(the Anticancer Fund)により執筆され、Dr. Svetlana Jezdic(ESMO)と Prof.
Louis Denis (欧州前立腺癌連合: The European Prostate Cancer Coalition と ESMO がん患者ワーキング
グループ) 、Prof. Raphael Catane (ESMO がん患者ワーキンググループ)に監修を受けています。
ESMO の診療ガイドラインの最新版の変更を反映してアップデートされています。アップデートは Dr. Ana
Ugarte (the Anticancer Fund) に よ り 行わ れ 、 Dr. Svetlana Jezdic (ESMO)、Prof. Alan Horwich
(ESMO)、 Prof. Raphael Catane (ESMO がん患者ワーキンググループ), Prof. Louis Denis (欧州前立腺癌連
合: The European Prostate Cancer Coalition と ESMO がん患者ワーキンググループ), Anita Waldman
(ESMO がん患者ワーキンググループ) and Zorana Stokic (がん患者ワーキンググループ)らによって監修を受
けています。
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前立腺癌についてのまとめ
前立腺癌の定義
 前立腺癌は前立腺の組織から発生します。前立腺は男性生殖器の腺組織で、膀胱の下
側・直腸*の前面にあります。前立腺の腺は 2 つの対称な葉から構成されています。
 前立腺が肥大化する良性の疾患である前立腺肥大症*と混同しないようにしましょう。
診断
 前立腺癌の兆候として、頻尿・排尿困難・夜間排尿回数の増加・尿意切迫感などがあり
ます。
 身体検査や前立腺で産生される蛋白質*である前立腺特異抗原*（PSA）を血液で調べる
ことが診断につながります。
 診断を確定するためには前立腺の組織を生検*して顕微鏡で調べることが必要です。
前立腺癌の病期に従った治療
 臨床病期Ⅰと臨床病期Ⅱの前立腺癌は、腫瘍が前立腺内にとどまっており、限局癌ある
いは早期癌と呼ばれます：
o 癌が非常に早期に診断された場合は治療による利益よりも治療によっておこる合
併症が重要視され、‘監視と待機’のアプローチが選択肢としてあります。腫瘍
が増大する兆候がなければ、治療介入を行わず定期的な検査を継続します。
o 上記以外の場合は、手術や放射線療法*が同等の治療効果を示します。しかしこ
れらの治療はそれぞれに合併症・副作用が異なりますので、リスクと効果を話あ
って決める必要があります。さらにホルモン療法*を組み合わせることもありま
す。
o 単独でのホルモン療法*は、高齢の患者さんや放射線*や手術に適さないあるいは
受けたくない患者さんに行われます。
 臨床病期Ⅲの前立腺癌は、腫瘍が前立腺を取り囲む膜（被膜）の外側まで広がっており、
局所進行前立腺癌と呼ばれます：
o 放射線療法*とホルモン療法*を組み合わせた方法が標準的です。
o 一部の患者さんには、手術治療も選択肢の一つとなります。
 臨床病期Ⅳの前立腺癌は、癌がさらに広範囲に進行しており進行前立腺癌あるいは転移
性前立腺癌と呼ばれます：
o ホルモン療法*が標準治療です。
o 癌に関連した症状の緩和に手術や放射線療法*が行われることもあります。
治療後のフォローアップ
 癌が再発したかどうかを判断するために、定期的な PSA*検査が行われます。PSA*値
の上昇だけでは癌の再発は確定できないため、生検*や CT スキャン*検査の結果などを
総合的にみて判断します。
 治療後の経過観察*中は治療による合併症や副作用を評価すること、精神的なサポートや
日常生活へ戻るための情報提供も行われます。
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前立腺癌の定義
前立腺癌は前立腺の組織から発生します。前立腺は男性生殖器の腺組織で、膀胱の下側・直
腸*の前面にあります。前立腺癌は高齢の男性に発生するとされています。前立腺肥大症*は
前立腺の細胞数が増加するため、前立腺が肥大化しますが体のほかの場所に広がったりする
ことがありません。尿道など近接する構造を圧迫することで症状を引き起こします。良性の
疾患である前立腺肥大症*と前立腺癌を混同しないようにしましょう。

尿管
リンパ節
直腸

精嚢

膀胱
前立腺

射精管

精管
尿管
陰茎
精巣

男性の生殖器と尿路の解剖：前立腺、精巣、膀胱など。
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前立腺癌は珍しくない？
前立腺癌は男性のもっとも頻度の高い癌です。欧州では生涯で 10 人中約 1 人が前立腺癌に
罹患します。北欧のいくつかの国と地中海側の地域では前立腺癌の頻度が低いと言われてい
ます。
欧州において 2008 年の時点で 38 万 2000 人が前立腺癌に罹患していると推定され、人
口 10 万人あたり 65 名（最小はギリシャの 18 名で最大はアイルランド１２６名まで幅が
あります）が前立腺癌の診断を受けています。この罹患率の違いは国によって前立腺癌検診
が行われる頻度が異なることによります。
前立腺癌は初期には症状が全くありませんが、一方で 55-69 歳の健康な男性でも前立腺特
異抗原*（PSA*）という血液検査で発見されることがあります。PSA*検査による検診は前
立腺癌による死亡率を 20％下げると言われていますが、まだ議論が有るところです。前立
腺癌は比較的ゆっくり進行しますが、診断時に症状が有る場合は病状が進行しています。こ
の検診方法の有用性は広く研究されており、前立腺癌の死亡率をわずかに減らしますが、多
くの患者が過剰な治療をうけ、生活の質（QOL）を不必要に下げていると信じられていま
す。
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前立腺癌はなぜ発生するのか？
現在前立腺癌がなぜ発生するのかはわかっていませんが、いくつかの危険因子*がわかって
います。一つの危険因子*は癌発生の危険性を増加させますが、癌が発生するための必要条
件でも十分条件でもありません。一つの危険因子はそれ自体だけでは癌の原因とはなりませ
ん。
これらの危険因子*を持つ男性でも前立腺癌にならないことがありますし、危険因子*が全く
無い方でも前立腺癌が発生することもあります。
前立腺癌の主な危険因子*は：


年齢：前立腺癌の発生リスクは加齢に大きな影響を受けます。50 歳以降ではリスク
は年々指数的に増加します。正確な理由は不明ですが、細胞の加齢や DNA*における
一連の変化が指摘されています。



人種：先進国では白人とアジア人に比べて黒人は前立腺癌の発生する確率が高いこと
がわかっていますが、理由は不明です。



遺伝子：最近の研究では、いくつかの遺伝子が前立腺癌の発生と関係することがわか
っていますが、それらが関係している患者さんは明らかに少数です。現在、それらの
遺伝子検査が前立腺癌の発生リスクの予測に役立つかどうかを調べる研究がおこなわ
れています。



前立腺癌の家族歴：前立腺癌の発生しやすい家系があることがわかっており、父親や
兄弟に前立腺癌の既往がある男性は前立腺癌になりやすい素因があります。



食事：食事や生活習慣が前立腺癌の発生に関わっているかどうかははっきりしません。
いくつかの研究では、牛肉/羊肉などの赤肉や乳製品を多くとるとわずかに前立腺癌
発生のリスクが高くなるとされています。一方で、トマトに含まれるリコペンや、肉
や魚など海産物、卵・穀物に含まれるミネラル*のセレニウムは前立腺癌のリスクを
わずかに減らすことが示唆されていますが、今後もより多くの検証が必要とされてい
ます。肥満は前立腺癌のリスクを増加させます。



生活習慣：喫煙は前立腺癌の発生リスクをわずかに増加させる可能性がある一方、運
動はわずかにリスクを減少させるようです。



ホルモン：テストステロン*の血中濃度が高いと前立腺癌のリスクは増加します。成
長に関連するいくつかのホルモンも発癌と関連するとされますが、さらなる研究が必
要です。

他にも前立腺癌のリスクを高めることが疑われている因子がありますが、現在はっきりとは
わかっていません。残念なことに前立腺癌のリスクに大きな影響をもつ年齢・人種・遺伝
子・家族歴は変えることができないものばかりです。
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前立腺癌はどのように診断されるのか？
前立腺癌の進行は緩徐であり、症状は病気が進行した時のみ現れます。進行
した場合の症状は頻尿・排尿困難・夜間排尿回数の増加・尿意切迫感等の排
尿症状があります。まれな症状としては、尿や精液中へ血が混じったり、骨
痛、膀胱機能障害などが有ります。これらの症状は排尿症状に比べ前立腺癌
に特徴的なものではありません。
したがって、このような症状や年齢、家族歴などの危険因子*が有る男性は
検診を受けたほうがよいでしょう。

症状があったり、定期通院中に検診を希望される患者に対して血液中の
PSA*の値や直腸診検査が行われ、前立腺癌が疑われることがあります。しかし PSA*の値
や直腸診の所見だけでは確定診断はできないので前立腺生検*、病理組織学的な検査が必要
となります。
1. 直腸診検査
直腸診は前立腺の大きさや硬さ、刺激への反応性、境界の明瞭性などを調べる検査です。前
立腺は直腸*の前方に位置するので、医師は手袋に潤滑剤をつけて指で診察を行います。直
腸診だけでは前立腺癌の半分を見逃してしまいます。そこで、前立腺癌が疑われていること
をきちんと説明されている患者、あるいは検診を希望される患者には PSA*検査と組み合わ
せて行うようにしましょう。
2. PSA* テスト
PSA*は前立腺特異抗原（prostate-specific antigen）*の略称で、前立腺から分泌される
蛋白質*です。PSA*検査では血液中の PSA*の値を測定します。正常でも血液中に PSA*は
存在しますが、値が上昇していれば前立腺癌が疑われます。無症状の患者では PSA*値は変
化を評価するため期間をあけて何回か測定されます。癌を疑うような患者には前立腺生検*
が勧められます。ただ、PSA*が上昇する理由は前立腺癌だけではありません。前立腺の炎
症や、尿路感染症、前立腺肥大症*などの良性疾患も PSA*が上昇する原因となります。あ
る種類の薬や、前立腺生検*、直腸診、自転車の運転、性交渉なども PSA*を上昇させます。
そのため、PSA*を測定する前にはこれらの PSA*上昇の原因と
なるようなことは避ける必要があります。
3. 生検
前立腺癌の確定診断には癌細胞のサンプルを検査する必要があり
ます（生検*）
。細胞の分析を行うために前立腺から前立腺組織のサンプルを取ってくる必要
があります。生検の組織を取るためには直腸*または会陰*から針を刺す方法と尿道*から採
取する方法があります。


直腸から採取する方法：直腸*を通して生検*を行う前には、直腸*内をきれいにする
ため浣腸*を行います。感染のリスクを下げるために抗生物質*を投与して、局所麻酔
*または全身麻酔*下に行なわれます。生検*部位に正確に針を進めるために経直腸超
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音波*が一般的に使用されますが、時には医師の指をガイドにして生検*を行うことも
あります。針はガイドに沿って直腸*壁を通して前立腺に挿入され、組織を採取しま
す。経直腸的生検*は約 30 分程度かかり、前立腺生検*の中では最も頻繁に行われる
方法です。


会陰から採取する方法：会陰*からの生検*は局所麻酔*または全身麻酔*下に行なわれ
ます。医師が患者の直腸*に指を挿入して前立腺を固定してサンプルを採取します。
会陰*には小さな皮膚切開が行われそこから針を前立腺に挿入します。サンプルを採
取したのち、切開部からの出血を止めるためにガーゼで圧迫止血を行います。この方
法は約 15－30 分程度かかります。



尿道から採取する方法：尿道を通して組織を採取する際には、全身麻酔*、脊椎麻酔*
または局所麻酔*で行われます。膀胱内視鏡を尿道*から挿入して直接前立腺を観察す
ることができます。切除ループを用いて前立腺の切除片を採取します。経尿道的な生
検*は 30-45 分程度かかります。

定形的には前立腺の違う場所からいくつかのサンプルが採取されます。そうすることで医師
が前立腺癌の存在する部位や広がりを判断することができます。
感染を防ぐ目的で生検の前に抗生物質*が使用されます。手術により前立腺癌やリンパ節*が
摘除された場合には、再度組織検査が行われます。
生検*が必要かどうかの判断は、直腸診の所見、前立腺の大きさ、人種、年齢、合併症、癌
の家族歴、患者の価値観、前立腺生検*を以前に受けたことが有るかどうか、PSA*値など
を加味して決定されます。PSA*が上昇して初回の生検で癌が見つからなかった場合は、再
度生検が必要かどうかを決めるために PCA３検査という新しい尿の検査が行われることが
あります。
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最適な治療を受けるためにはなにが重要なの
か？
主治医は最適な治療法を決めるため、患者さんと病気の両方の
様々な側面を考える必要があります。
患者についての関連情報









既往歴
癌の家族歴、特に前立腺癌
主治医による臨床診察*の結果
全般的な健康状態
白血球*/赤血球*/血小板*を調べたり、肝機能/腎機能/骨の状態に問題がないかを確
かめる血液検査の結果
患者さんの年齢や期待余命
心疾患、呼吸器*疾患、糖尿病などの合併症
起こりうるリスク、合併症、治療成功率を考慮した治療方法の中での患者の希望

癌についての関連情報

 生検*の結果
前立腺癌の確定診断は生検*の後に得られます。細胞を調べるための前立腺組織のサンプルは前
立腺から採取します。前に述べたとおり、組織採取は経直腸*的、経会陰*的、経尿道*的に採取
します。
サンプルを検査すると、病理医は主にグリソン分類を用いて癌細胞の悪性度*を決定します。グ
リソン分類は、どのぐらい正常細胞に似ているかによって 1 から 5 のスケールで決められます。
1 は癌細胞が正常の前立腺細胞と非常に似ていることを意味します。
5 は癌細胞が無構築に広がっており、前立腺組織とは全く似ていないことを意味します。
2、3、4 は１と 5 の間を表しています。

1 や 2 は最近では用いられなくなりました。
グリソンスコアは大部分を占めるグレードに、もっとも悪いスコアを加えて決定されます。
グリソンスコアが 6 以下はよく分化*しており低悪性度です。一般的に予後*は良好です。
グリソンスコアが 7 は中等度の分化*を示しており中悪性度です。予後*も中間です。
グリソンスコアが 8-10 は分化*度が低く、高悪性度です。予後*は不良です。

時に前立腺生検*の結果は確定的とならず、繰り返し生検*を行う必要があります。

Prostate Cancer: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2014.1

Page 10

This document is provided by the Anticancer Fund with the permission of ESMO.
The information in this document does not replace a medical consultation. It is for personal use only and cannot be modified,
reproduced or disseminated in any way without written permission from ESMO and the Anticancer Fund.



病期分類

主治医は癌の広がりと予後*を判断するために病期分類を用います。TNM 分類が一般的に使
われます。腫瘍のサイズと周りの組織への浸潤を組み合わせたもの（T）、リンパ節*転移
（N）、体の他の臓器への遠隔転移*（M）は次に述べる病期の決定に使われます。
病期分類は治療法の適切な決定の基礎となるものです。病期が進むと予後*も悪くなります。
病期分類は 2 回行われることがあります。臨床診察*と放射線画像検査後に 1 回行われ、手
術を受けた後にもう一度行われます。手術が行われた場合は切除した腫瘍の検査結果で病期
が変わるかもしれません。
下の表は前立腺がんの病期を表しています。
病期
I

II
III

IV



定義
腫瘍は前立腺の２葉のうち 1 葉にある。それらは PSA が高いために行わ
れた生検*で偶発的に発見されたものである。癌はリンパ節*や他の臓器へ
転移していない。
腫瘍は 2 葉にまたがって前立腺全体に広がっているが前立腺を包む被膜を
破ってはいない。癌はリンパ節*や他の臓器へ転移していない。
腫瘍は前立腺外から精嚢（精嚢*の組成である分泌液をためてく前立腺の上
にある 1 対の腺組織）に広がっている。癌はリンパ節*や精嚢*以外の他の
臓器へ転移していない。
腫瘍は精嚢*以外の隣接する臓器（直腸*、骨盤壁）へ浸潤している。また
は近接臓器への浸潤が無くてもリンパ節*や骨などの多臓器へ転移してい
る。
リスク分類

癌の悪性度を予測するために限局性前立腺癌は、腫瘍の大きさ/グリソンスコア/PSA 値に
基づいて、低リスク/中リスク/高リスクに分類される。低リスク前立腺癌は前立腺の 1 葉
に限局しており、グリソンスコアは 7 未満、PSA*が 10ng/ml 未満です。中リスク前立腺
癌は腫瘍が 2 葉にまたがる、またはグリソンスコア 7、または PSA*が 11 から 19ng/ml
です。ハイリスク前立腺癌は、前立腺の近接組織に浸潤しており、グリソンスコアは 8 以
上または PSA*が 20ng/ml より高い場合です。
低リスクの場合は通常骨シンチ検査は推奨されません。骨シンチ検査の目的は癌の骨転移を
見つけるためです。中間リスクの場合は 2 つのオプションがあります。もし患者が放射線
治療*を受けるなら骨盤 MRI*検査を受けることが望ましいとされます。もし手術治療を受け
るなら、予後に応じてリンパ節*郭清の危険性と利益について相談が必要です。高リスクの
場合は骨シンチグラフィー*は施行されるほうがよく、骨盤の MRI*検査も検討したほうがよ
いでしょう。骨転移*の疑いがある場合、グリソンスコアが７以上でかつ PSA*が 10ng/ml
以上であれば骨シンチグラフィー*は施行されます。
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治療方法はどのようなものがあるか？
治療は多職種の専門医療チームで計画されます。これは違う専門職の合同
会議を意味しており、集学的検討*や腫瘍症例検討会と呼ばれます。この
会議では、先ほど述べた関連情報に沿って治療計画が話あわれます。
治療方法は癌の病期や腫瘍の特性、治療の危険性などによって決められま
す。
たくさんの治療選択肢がありますが、どの治療が本当に適正なのかはまだ統一した見解があ
りません。以下に示す治療は、それぞれ良い部分/危険性/禁忌事項などがあります。治療の
結果について知るために、それぞれの予想される良いところと危険性を癌治療医に質問する
ことが重要です。ある種の治療法のなかにも複数の選択肢が存在することがあります。良い
ところと危険性を熟考したうえで、適切な選択が可能となります。
前立腺癌のステージ別治療計画
限局性前立腺癌の治療計画（ステージⅠおよびⅡ）

ステージＩおよび II の前立腺癌では、腫瘍は前立腺の片葉もしくは両葉にとどまり、周囲の
組織へは浸潤していません。リンパ節*や体の他の部位に、がんの転移を認めない状態です。
低リスクの患者において、待機療法*は話し合ったほうがよい治療オプションで、中間リス
クの患者では、手術またはホルモン療法*併用放射線療法*は重要な治療法となっています。
ホルモン単独療法*は高齢の患者や他の治療法が適切でないか、または希望されない患者に
提案されることがあります。
低または中間リスクのがん患者は、このグループに属します。このグループの患者において、
早期に治療を開始することで生命予後延長という面での利益が今までに示されていないため、
低リスク前立腺癌患者では、待機療法*は選択肢となるので主治医とよく相談しましょう。
中間リスクの患者における治療選択肢は、手術による前立腺全摘出術またはホルモン療法*
併用（血清テストステロン*のレベルを下げます）放射線外照射療法*または密封小線源療法
*があります。
超高齢の患者や深刻な健康上の問題がある患者、または治療を希望さ
れない患者に対しては、厳重に経過を観察*し、病勢進行に伴う症状
が出現した時点で、ホルモン療法*を提案することも可能です。
ホルモン療法*は、前立腺癌細胞を増殖させる作用をもつテストステ
ロン*と呼ばれるホルモンの濃度を下げることを目的とします。待機
療法*中、患者に病勢進行の兆候を認めた場合には、ホルモン療法を
開始することが勧められます。
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腫瘍の摘出または縮小を目的とした治療を下記に示します：






前立腺切除術は、外科的に前立腺を摘出します。腹腔鏡下*前立腺全
摘術は開腹手術と同等の結果が得られますが、排尿機能の回復はわず
かに遅いとされています。腹腔鏡*技術による神経温存は、性機能回
復の可能性を高めます。ロボット支援腹腔鏡下*根治的前立腺全摘術
は、疼痛や出血量、回復までの時間において開腹手術に比べて明らか
に有利です。しかし、外科医にとっては熟練したロボット手技を身に
付けるために時間がかかることが問題で、さらに開発されたば
かりの新しい技術ということから、長期成績はまだ評価されて
いないのが現状です。
放射線療法*は、がん細胞を殺すために放射線を利用した治療
です。がん細胞は正常細胞に比べて放射線の障害を受けると回
復しにくいため、放射線療法*は治療として使用されています。
放射線療法*としては放射線外照射療法*と密封小線源治療*の
二つの方法が利用可能です。放射線外照射療法*では、外部機器で放射線*を発生さ
せ腫瘍に照射します。合併症を予防するために、放射線*を前立腺の形状に一致させ
てより正確にあてられる原体照射技術を利用します。この技術を用いた治療には、
強度変調放射線療法*（IMRT）と定位放射線療法*があります。密封小線源療法*で
は、放射線*を発する小さな放射性線源を前立腺内に留置します。放射線療法*前の、
ホルモン療法*による 4-6 ヵ月の先行治療（ネオアジュバント）は、中間リスク前
立腺癌患者で考慮されます。
放射線療法*と前立腺切除術の有効性は同等です。この 2 つ方法から選択するために
は、両者の副作用を検討、議論される必要があります。これは、腫瘍外科医と放射
線腫瘍医*の両者の助けを借りて行われなければなりません。

局所浸潤性前立腺がんの治療計画（ステージⅢ）

ステージ III 前立腺癌では、腫瘍は前立腺外の精嚢*まで達している状態です。がんは、精嚢*
を除いて、リンパ節*や体の他の部位には転移していません。放射線療法*とホルモン療法*
の併用が、標準治療です。限定的ですが、手術が選択肢となり得る患者もいます。
高リスク患者は、このグループに分類されます。標準治療は、放射線療法*です。2～3 年間
のホルモン療法*併用放射線療法*は、単独放射線療法*と比較して生命予後延長を改善する
効果が示されたため、併用療法が推奨されます。単独ホルモン療法*は、推奨されません。
拡大リンパ節郭清を含む手術が治療選択肢の一つとなる場合もありえます。
上記治療が適さないか、治療を希望されない症状を呈さない患者の場合、待機療法*を選択
することも可能です。がん進行の兆候がみられたら、ホルモン療法*を開始します。
治療効果を確実なものとするために、複数の異なる治療法が同一の治療計画の中で併用され
ることがあります。ネオアジュバント療法は、主となる治療の前に行われる治療です。アジ
ュバント療法は、主となる治療と同時および／または後に行う治療です。
放射線療法*で治療された高リスク前立腺癌患者では、放射線療法*開始前に 4～6 ヵ月間の
LHRH*アゴニストによるネオアジュバントホルモン療法が推奨されます。さらに、アジュ
バントホルモン療法*は、2～3 年間推奨されます。
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治療中、性機能保持の希望が強い患者では、アジュバントホルモン療法*として LHRH アゴ
ニストではなく連日内服のビカルタミド*150mg の連日内服に変更することも可能ですが、
ビカルタミドに関するデータがまだ不十分であることをよく理解しておく必要があります。
前立腺全摘術後に即時の放射線療法*が考慮されることもありますが、全例には推奨されま
せん。術後腫瘍残存が示唆される、あるいは切除断端への腫瘍の露出や前立腺周囲組織への
浸潤が見られる患者では、アジュバント放射線療法*の利益と不利益に関して適切に伝えら
れなければなりません。前立腺全摘術をされた患者では、アジュバントホルモン療法*は推
奨されません。
進行性前立腺がんの治療計画（ステージⅣ）

腫瘍は、精嚢*以外の隣接組織（たとえば直腸*、筋肉や骨盤壁）に浸潤したり、隣接組織浸
潤の有無にかかわらずリンパ節*や骨を含む全身の他の部位へ広がっている状態です。ホル
モン療法*が、標準治療となります。手術と放射線療法*により、腫瘍に起因する症状を緩和
することもできます。
第一選択治療は、ホルモン療法です。他の治療選択肢としては、出血や尿閉などの症状を緩
和させる目的でホルモン療法*併用外照射療法*や手術が有用なこともあります。
ホルモン療法
ホルモン療法*の目的は、血液中のアンドロゲン*（この場合、テストステロン*のことを意
味します）の濃度を低下させることです。テストステロン*は、がん細胞の増殖を促します。
ホルモン療法*は、外科的（左右の精巣を切除する両側精巣摘出術*）あるいは非外科的
（LHRH アゴニスト薬の投与）に行われます。外科的に行われる場合、テストステロン*を
産生する臓器である精巣を切除し、外科的去勢と言われます。非外科的に行われる場合、
LHRH アゴニストを投与することで、脳に作用し精巣でのテストステロン*産生に関与して
いる LH（黄体形成ホルモン）というホルモンの放出を抑えます。これは化学的去勢と呼ば
れます。結果として、ホルモン療法*を行うと血液中のテストステロン*値の濃度が低下しま
す。
転移性前立腺癌の初期ホルモン療法としては血液中のアンドロゲン濃度を低下させる外科的
去勢か化学的去勢かが第一選択になりますが、その効果と治療に要する経費を勘案して、ど
ちらかを選択することになります。
間歇的ホルモン療法*は、ホルモン療法*を施行する期間（通常 6～9 ヵ月）と、ホルモン療
法*を施行しない期間（ホルモン療法*を施行する期間に対応します）からなります。経過観
察中に病気の再燃の基準を満たしたとき、ホルモン療法*が再開されます。短期成績では間
歇的治療は継続的ホルモン療法*と同等の効果であることが示されましたが、長期成績の結
果が待たれます。
ホルモン療法における特徴的な効果について、詳しく説明します：
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フレア：LHRH アゴニスト*を用いた治療の初期に起こる「フレア」現象があります。
LHRH アゴニストはアンドロゲン*受容体を刺激し、初期には血液中のテストステロ
ン*濃度が増加するために起こる現象です。これにより、がんが一過性に増殖するこ
とがあります; そして、患者に骨転移*がある場合、骨痛が出現します。脊椎転移*の
場合には、腫瘍量の増加が少量であっても、脊髄圧迫や麻痺を起す事さえあります。
このフレア現象を予防するために、抗アンドロゲン剤*を 2～3 週間投与されること
があります。最近開発された LHRH アンタゴニスト*は、一過性のテストステロン*
上昇を抑制するための抗アンドロゲン剤*を用いなくてもテストステロン*値の低下
に貢献するようです。

去勢抵抗性癌
ホルモン療法*中に、去勢抵抗性癌へ進むことがあります。ホルモンによって治療されたが
んが、ホルモンに抵抗を示すようになり始めると、このような状態になります。去勢治療抵
抗性となった患者でも、アンドロゲン*を抑制するホルモン療法*は継続します。それらの候
補としては抗アンドロゲン剤*、副腎皮質ステロイド*、エストロゲン剤*とアビラテロンの
ような CYP17 阻害剤*（アンドロゲン合成における重要な酵素を阻害）が挙げられます。
化学療法*はホルモンに対する初期反応が乏しいで患者や酷い症状のある患者が良い適応か
もしれません。プレドニゾン*を併用した 3 週毎ドセタキセル*は、有症状の去勢抵抗性癌
患者に推奨されます。ドセタキセル*治療を行っても進行し続ける患者では、プレドニゾン*
併用アビラテロンまたはエンザルタミドを、その治療歴がなければ考慮した方が良いでしょ
う。プレドニゾン*併用カバジタキセル*とミトキサントロン*は、ドセタキセル*の治療効果
がなくなった患者で考慮される薬です。プレドニゾン*併用カバジタキセル*は、プレドニゾ
ン*併用ミトキサントロン*と比較して生存期間を延長することが示されましたが、その副作
用についてはよく検討されなければなりません。
骨転移*
老化の影響で、男性は骨粗鬆症になり骨折しやすくなります。そのリスクは、アンドロゲン
*除去により増えます。骨塩量*は、骨折リスクの指標となります。骨塩量の密度が低いと、
骨折のリスクは増加します。骨塩量*は、毎年測定した方が良いでしょう。密度が低下した
場合には、ゾレドロン酸*が治療選択肢となります。骨転移*自体でも、骨折の原因となりま
す。脊椎骨折のための脊髄圧迫は重大な合併症ですが、画像により早期診断ができたら、治
療による改善が期待できます。
単発の外照射療法*による治療は、去勢抵抗性癌（アンドロゲン*除去に抵抗）で中等数の有
痛性骨転移*のある患者に施行されます。
放射性同位元素治療/ストロンチウム-89*、ラジウム-223*、サマリウム-153*を用いた
骨標的療法は、去勢抵抗性癌で有痛性骨転移*のある患者に考慮されます。その方法は、骨
に集積する放射能を持つ分子の静脈内*投与が基本となります。注射の後、分子は骨に集積
し、局所を放射能*で照射します。
緩和的放射線療法*や従来から使用されている鎮痛薬で効かない骨痛を持つ患者においては、
ゾレドロン酸*またはデノスマブ*の使用を考慮されなければなりません。
Prostate Cancer: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2014.1

Page 15

This document is provided by the Anticancer Fund with the permission of ESMO.
The information in this document does not replace a medical consultation. It is for personal use only and cannot be modified,
reproduced or disseminated in any way without written permission from ESMO and the Anticancer Fund.

デノスマブ*は、ゾレドロン酸*よりも転移に伴う骨関連事象の発生を遅らせることが示され
ました。しかし、いくつかの副作用はゾレドロン酸*よりも高頻度に報告されました。どち
らの薬も、患者の予後の延長効果は示しませんでした。
脊髄圧迫は椎骨転移*に伴う前立腺がんの悲惨な合併症ですが、早期発見は治療成功のため
に重要です。脊髄圧迫を発見するためには、脊椎転移*があり背部痛を訴える患者に対して
は、脊椎の MRI*を考慮されなければなりません。
その他の治療
ワクチン
シプロイセル-T*は、治療ワクチンです。がんの治療を目的とし、予防としては使われませ
ん。
患者自身の血液から取り出された白血球*を精製し、前立腺癌細胞から産生される前立腺酸
性ホスファターゼ（PAP）*というタンパク質*にさらします。その後、その白血球を患者に
注射で戻します。戻された細胞は、体内でがんを攻撃するために他の免疫系細胞を誘導しま
す。
ワクチンは転移性前立腺癌で使用されます。特に化学療法*をまだ施行していない患者に対
して、化学的または外科的去勢の効果が得られない場合、または効果がなくなってきた場合
に使われます。
救済局所療法
凍結療法*と高密度焦点式超音波療法（HIFU）*は現在標準治療ではないので、さらなる研
究が必要です。
凍結療法*
この治療は、限局性前立腺癌を凍結させることで治療します。大きな前立腺を持つ患者では、
適応とならない場合があります。
麻酔*を行い、超音波*ガイド下に施行されます。長期成績はまだ明らかになっていません。
他の治療後にがんの再発を認めた患者に対して、勧められる時があります。
初期治療としては推奨されておらず、むしろ現在まだ開発中の治療と考えられています。
高密度焦点式超音波療法* (HIFU)
この治療では、直腸*にプローベを挿入し収束させた高エネルギーの音波を前立腺に照射し、
熱により非常に正確に組織を殺傷します。
この治療では、前立腺全体ではなく腫瘍を狙います。片葉にとどまっている局所前立腺癌に
対して、推奨されます。初期治療としては推奨されておらず、むしろ現在まだ開発中の治療
と考えられています。
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治療で起こり得る副作用・合併症はどのようなものがあるか？
手術
手術による前立腺の摘除は、勃起に関与する構造や神経への損傷により、尿失禁、インポテ
ンス、不妊などの合併症があります。
放射線療法
尿失禁、インポテンス、膀胱や直腸への障害、疲労、尿道狭窄*、リンパ管閉塞*による体液貯留
*、組織の腫脹などの合併症があります。
密封小線源療法*では、放射性線源の留置により患者から放射能が発生します。放射線*のいくら
かは体表面まで届くかもしれないので、妊婦や子供との接触を避けなければならない期間があり
ます。

放射性同位元素/骨標的療法
血液と尿は、しばらくの間放射能汚染があります。医者と看護婦は、安全対策に関してのア
ドバイスを提供します。
ホルモン療法
ホルモン療法*に関連した副作用に、性欲低下、インポテンス、ほてり、気分変動、骨粗鬆
症、筋力低下、乳房の病的発達（女性化乳房）、インシュリン抵抗性*と体脂肪の増加があり
ます。患者は、これらの副作用が起こらないかを観察されなければなりません。
 アビラテロン*：この薬の特徴的な副作用は、高血圧、体液貯留*と組織腫脹（浮腫
*）、疲労、尿路感染症、不整脈*と肝障害です。
 エンザルタミド*：頭痛、ほてり、高血圧、背部痛、呼吸感染症、不安、下痢、疲労、け
いれん、血尿、組織浮腫（浮腫*）に関与します。
化学療法*




ドセタキセル：ドセタキセルの使用に関連した副作用には、好中球減少症*、疲労、
脱毛、下痢、末梢神経障害*、末梢浮腫*と爪変性*があります。
ミトキサントロン： 疲労、脱毛、吐き気、嘔吐、下痢、リンパ球減少症*と血小板減
少症*に関わります。
カバジタキセル：その使用に関連した副作用は、疲労、下痢、血尿（尿の中に血）、
貧血、好中球減少*、脱毛、末梢浮腫*（体液貯留*による組織の腫張）です。
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ゾレドロン酸
ゾレドロン酸の使用による副作用には、貧血、発熱、浮腫*（体液貯留*）、疲労、筋肉痛
（筋肉の痛み）があり、更に顎骨壊死を含みます。顎骨壊死の危険性を減らすために（残念
なことに、なしには出来ませんが）、定期的に歯科的ケアを行い口腔衛生を良好に保つこと
が推奨されます。ゾレドロン酸*を静脈内*投与されている患者のなかには、限定的にクリン
ダマイシンのような抗生物質*の使用が適応になる人もいます。その場合、毎日 4 回クロル
ヘキシジンを含む抗菌性のマウスウォッシュの使用も行います。
デノスマブ*
デノスマブ*と関連した最も一般的な副作用は、背部痛、たまに水膨れを伴う皮膚発疹、血
尿と排尿困難、筋肉と骨の痛みです。
シプロイセル-T*
発熱や、ワクチンを精製するために細胞を採取した部位とワクチンが投与された部位の炎症、
時として同部位の感染症兆候がみられることがあります。他の副作用としては、吐き気、頭
痛、背部痛、体の別の部位の痛みも挙げられます。
凍結療法*
隣接組織や神経が凍結されると、尿失禁、インポテンス、ろう孔（つまり、直腸*と膀胱間
の異常な通路）が起こります。
高密度焦点式超音波療法* (HIFU)
副作用は、尿失禁とインポテンスです。
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治療後はどのような経過をとるのか？
合併症のない治療はありません。しかし、新技術によって減らすことは
可能です。
インポテンス、失禁、不妊症など治療に伴う合併症は、包み隠さず患者
と話し合わなければなりません。
メインの治療により合併症が異なります。例えば：
性機能の大部分は手術に影響されます。膀胱や直腸機能は放射線外照射療法と密封小線源療法か
ら影響を受けます。

医師とのフォローアップ*
治療終了後、医師は以下に注意したフォローアッププログラムを提案します：




できるだけ早く再発病変*を発見します。
治療にともなう合併症を評価し、合併症に対して治療をします。
日常生活への復帰に向けて、精神的な支えと情報を提供します。

経過観察*のための腫瘍専門医による診察では、以下の内容を含みます：



病歴聴取（患者の病歴の概要）
、症状の確認、身体検査。
PSA*値は、根治治療後定期的に測定します。

手術後は、前立腺癌細胞が除かれるため、血液中の PSA*は検知されないことが予想されま
す。しかし、時に血液中に PSA*がまだ残っていることもあります。このような場合、主治
医は再検査を行うために数週間待つことを勧めるかもしれません。
放射線療法*後、劇的に PSA*レベルが低下することはありません。徐々に低下し、2 年後
に PSA*値は最低レベルに達します。最近では、放射線療法*を受ける多くの患者（大多数
とまではいきませんが）に対して、放射線療法*に先行しホルモン療法*も施行されます。こ
の場合、放射線*開始前に PSA*は検知されないか非常に低値を示します。また放射線療法*
後も PSA*が低値のままなので、経過観察中*は前立腺で産生される前立腺酸性ホスファタ
ーゼ（PAP）*と呼ばれる別のタンパク質*を測定することができます。
PSA*値は、時間とともにわずかに変動します。PSA の微増はがんの再発*（またはがんが
治癒されていないこと）を意味するものではありません。しかし、再発の兆候である場合も
あるので、経過観察されなければなりません。
局所治療後、PSA*がベースラインの値にとどまっている間は定期的な直腸診（DRE）操作
は推奨されません。
前立腺床*の生検*は、根治的前立腺切除術を受けた前立腺癌患者では施行しないほうが良い
でしょう。放射線療法*後の前立腺生検*は、救済治療（例えば HIFU、凍結手術*、救済手
術）を考慮している前立腺癌患者でのみ行われます。
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PSA*値がある期間にわたって増加の傾向をとる以下に示すような場合（生化学的再発）に
は、追加治療が推奨されます：


監視療法の患者； PSA*が倍になるのに要する期間が 3 年未満となったり、PSA*
速度（期間における PSA*レベルの変化量）が 1 年で 0.75ng/ml を超えたり、ま
た、前立腺生検*でがんの病勢増悪を示す兆候がみられた場合。



根治的前立腺切除術（前立腺の摘出）を受けた患者；PSA*値が、術後に感度以下に
低下しない場合や、感度以下に低下した後に連続 2 回以上の測定で PSA*が測定感
度（> 0.3ng/ml）以上に増加する場合。



他の治療*（例えばホルモン療法*の有無にかかわらず放射線療法*）を受けた患者；
PSA*レベルが感度以下またはかなり低値となった後に PSA*値が 2ng/ml 以上上昇
した場合。

これらの所見は、前立腺生検*によるがんの存在や CT スキャン*での異常所見などと総合的に評
価されなければなりません。
放射線療法*後に食欲不振*、下痢、吐き気、嘔吐や体重減少のような症状のある患者では、潜在
的な炎症性腸疾患*、結腸直腸癌、放射線性腸疾患*を除外するための評価が行われなければなり
ません。

日常生活への復帰
がんが再発するかもしれないと考えながら生活することは困難です。今日知られていること
では、体重増加を避け、定期的な運動を行うこと以外では、治療終了後の再発*リスクを低
下させるために推奨される特定の方法はありません。がん自体や治療による影響から、日常
生活への復帰が容易でない患者もいます。
前立腺癌に罹る高齢患者では、治療前からインポテンス、排便や排尿に障害がある可能性が
あります。一般的に、彼らは精神面と身体面で完全に回復をします。しかし時に、正常まで
回復するまでに治療後 2 年かかることもあります。正常に回復するという意味は、治療前
の状態に戻ることを意味します。それは、不幸にも治療前から元々あったインポテンス、排
便・排尿障害を含みます。
がんが再発したら？
一旦完治したように思われたがんが再び顕在化することを再発*と言いますが、再発後の治
療は再発*の広がり具合により決まります。
局所再発の部位としては、前立腺癌は前立腺隣接組織（排尿に関与する筋肉、直腸*、骨盤
壁）や、精嚢*があります。前立腺領域のリンパ節*や領域外のリンパ節*に、がんが転移す
る可能性もあります。
前立腺癌は、体の他の部位へ出現することもあります。これを、遠隔転移*と言います。
腫瘍の再発*と判断した後、新たな治療を開始するためには、腫瘍のサイズ、リンパ節*転移
の状況、グリソンスコアと病期を考慮に入れなければなりません。
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異常な PSA*値の上昇は、PSA*再燃または時に生化学的再燃として知られていますが、が
んが再発したことを示唆します。この場合、画像検査のような他の検査を施行するほうが良
いでしょう。
時に、PSA*の明らかな上昇なしに病状が進行します。このような場合には、神経内分泌変
化*を来たしているかどうかは、生検*や、ニューロン特異的エノラーゼやクロモグラニンA
の血液検査により確認しましょう。神経内分泌変化はホルモン療法への反応が低いからです。
前立腺癌において神経内分泌変化のある患者では、ホルモン療法*よりもむしろ化学療法*を
選択したほうが良いでしょう。
再発*に対する治療の選択肢は、患者が今までにどんな治療を施行されたかにより決まりま
す。
前立腺全摘術後は、血液中 PSA*値を測定します。PSA*再燃では、元々前立腺のあった部
位への早期救済放射線療法が推奨されます。
局所の病勢進行による症状や遠隔転移*または PSA*値が倍になるのに要する期間が 3 か月
未満の場合を除いて、即時のホルモン療法*は PSA*再燃患者では通常推奨されません。
間歇的ホルモン療法*は、ホルモン療法*を施行する期間（通常 6～9 ヵ月）と、ホルモン療法*
を施行しない期間（ホルモン療法*を施行する期間に対応します）からなります。経過観察中に
病気の再燃の基準を満たしたとき、ホルモン療法*が再開されます。間歇的ホルモン療法はまだ
研究中の治療法ですが、短期成績では、間歇的治療は継続的ホルモン療法*と比較しても劣って
いないこと、生活の質に関する利益があることが示されています。
最初のホルモン療法*に抵抗を示した場合、次に行うホルモン療法*としての選択肢には抗アンド
ロゲン剤*、副腎皮質ステロイド*、エストロゲン剤*と CYP17 阻害剤*があります。

ホルモン療法*への反応が不良な患者や化学療法*による酷い副作用の既往がある患者では、
薬の使用についてよく検討したほうが良いでしょう：
ドセタキセル（プレドニゾン*またはプレドニゾロン*との併用）は、去勢抵抗癌の治療とし
て、生命予後の延長効果があります。
カバジタキセル*は、ドセタキセル治療歴のあるホルモン抵抗性前立腺癌を治療するために
プレドニゾン*と併用して使用される抗がん剤です。
ドセタキセルが禁忌の場合や、カバジタキセル*による予期される副作用が許容できない場
合に、ミトキサントロン*（プレドニゾン*またはプレドニゾロン*と併用）が使用できます。
それは前立腺癌に対して有効な薬ですが、生命予後は延長しません。
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用語の定義
CT スキャン
臓器を X 線でスキャンしその結果をコンピューターで処理し、臓器の画像を構成する X 線
撮影装置。
CYP17 阻害剤
アンドロゲン合成に重要である CYP17 酵素を阻害する薬剤。アンドロゲンの合成を阻害し
ます。アビラテロンは CYP17 阻害剤の１種です。
DNA
デオキシリボ核酸の略語。DNA は遺伝情報を伝える役割があります。
HIFU／高密度焦点式超音波療法
体内の異常な細胞や組織がある領域に高エネルギーの音波を直接照射する治療法。音波によ
って熱が発生し、これにより細胞を殺傷することができます。HIFU は、前立腺がんを含む
数種類のがんとその他の疾患に対する治療の分野で研究されています。
IMRT／強度変調放射線療法
三次元放射線療法の一種で、腫瘍の大きさや形状を示した画像をコンピューターで作成して
用います。腫瘍に対して強度の異なる細い放射線ビームを様々な角度から照射します。この
種の放射線療法では、腫瘍付近の健常組織の損傷が軽減されます。
LHRH アゴニスト／黄体形成ホルモン放出ホルモンアゴニスト
男性及び女性の性ホルモンをコントロールする黄体形成ホルモン放出ホルモン（LHRH）を
刺激する薬物。
LHRH アンタゴニスト黄体形成ホルモン放出ホルモン／LHRH アンタゴニスト
男性及び女性の性ホルモンをコントロールする黄体形成ホルモン放出ホルモン（LHRH）を
抑制する薬物。
MRI／磁気共鳴画像法
医療で用いられる画像技術。磁気共鳴現象を利用する。異なる組織間の構造の違いをより分
かりやすくするために造影剤が注射されることがあります。
PAP／前立腺酸性ホスファターゼ
前立腺酸性ホスファターゼ。前立腺で作られている酵素。前立腺がんの男性で高値となるこ
とがあります。PAP とも呼ばれます。
PSA／前立腺特異抗原
前立腺特異抗原は、前立腺で産生されるタンパク質です。PSA は前立腺がんやいくつかの
前立腺疾患で上昇します。PSA の血液検査で前立腺がんを発見することができます。
悪性度
がん細胞に関する顕微鏡観察所見の異常と、増殖および転移速度の予測に基づく、腫瘍につ
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いての表現。悪性度の評価法はがんのタイプにより異なります。
アビラテロン
他の部位に転移し、ホルモン療法に反応しなかった前立腺がんの治療で、プレドニゾンと併
用される薬物。他の種類のがんに対する治療薬としても研究されています。酢酸アビラテロ
ンは、テストステロンなどのアンドロゲン（男性ホルモン）が体内で作られる量を減らす作
用があります。これにより、成長にアンドロゲンを必要とするがん細胞の増殖を抑止できる
可能性があります。酢酸アビラテロンは抗アンドロゲン薬の一種です。
アンドロゲン
男性の特徴の発生や維持を促進するホルモン。
会陰
女性は肛門と外陰部の間に、男性は肛門と陰嚢の間にある体の領域。
エストロゲン
体内で作られるホルモンの一種で、女性の性的特徴の発達と維持や長い骨の成長を助けます。
エストロゲンは工場で人工的に合成することもできます。避妊法として使用されることもあ
れば、更年期症状や月経障害、骨粗鬆症などの病態に対する治療にも用いられます。
エンザルタミド
他の部位に転移し、ドセタキセルなどによる他の治療に反応しなかった前立腺がんの治療に
用いられる薬物。エンザルタミドは、一部の前立腺がん細胞に存在するアンドロゲン受容体
と呼ばれる蛋白に結合します。これらの蛋白は、アンドロゲン（男性ホルモン）に結合し、
がん細胞の増殖を引き起こしえます。これらの蛋白を阻害することで、がん細胞の増殖を抑
制できる可能性があります。エンザルタミドは抗アンドロゲン薬の一種です。
炎症性腸疾患
結腸および直腸の炎症性の疾患を総称した用語。炎症性腸疾患には潰瘍性大腸炎とクローン
病が含まれます。
化学療法
がん細胞を殺傷するもしくは増大を抑制する薬剤を使った抗癌治療。一般的にこれらの薬は
静脈よりゆっくり注入されますが、経口投与や、がんの場所によっては手足へ直接注入され
たり、肝臓へ注入されたりすることもあります。
カバジタキセル
転移が見られ、ドセタキセルによる治療がすでに実施されたホルモン抵抗性前立腺がんの治
療にプレドニゾンと共に使用される薬剤。他の種類のがんに対する治療薬としても研究され
ています。樺地滝セルは細胞分裂を停止させることによって細胞増殖を阻害し、がん細胞を
殺すことができる可能性があります。
浣腸

肛門から大腸への液体の注入。
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危険因子
疾患発生の危険性を増大させる物事。がんの危険因子の例として、年齢、ある種のがんの家
族歴、喫煙、放射線や特定の化学物質への暴露、特定のウイルスや細菌への感染、特定の遺
伝子変化などが挙げられます。
経過観察
治療後の患者の健康状態を観察すること。臨床研究や臨床試験に参加する被験者の、研究中
および研究後における健康状態の一定期間に渡る追跡も含まれます。
血小板
凝血作用をもつ小さな細胞成分。血小板が少ない人は出血の危険が高くなります。血小板が
多い人は、凝血塊が血管を閉塞させることによって起こる脳卒中などの重篤な血栓症や、血
小板機能不全による出血の危険が高くなります。
血小板減少症
血液中の血小板数が異常に少ない状態。
骨塩量
一定量の骨の中に含まれるミネラル分（大部分はカルシウムとリンである）の量を示す指標。
骨粗鬆症（骨量の減少を特徴とする病態）の診断や、骨粗鬆症に対する治療の奏功の程度の
確認、骨の折れやすさの予測などに骨塩量の測定値が用いられます。がんに対する治療を受
けている患者では、骨塩量の低下がみられることがある。BMD、骨密度、骨量とも呼ばれ
ます。
抗アンドロゲン剤
アンドロゲン（男性ホルモン）が前立腺やその他の組織の細胞に存在するアンドロゲン受容
体と結合しないようにする薬剤。抗アンドロゲン剤による治療は前立腺がんの成長を止める
ことができる可能性があります。前立腺がんを治療するのに用いられる抗アンドロゲン剤と
してフルタミド、ビカルタミド、エンザルタミド、ニルタミドがあります。
抗生物質
バクテリアや他の微生物によって引き起こされる感染症の治療に用いる薬剤。
好中球減少症
好中球（白血球の一種）の数が正常よりも少なくなった状態。ウイルス感染、放射線療法、
化学療法のあとで見られることがあります。細菌や真菌感染に対する免疫学的バリアを弱め
ます。
再発
通常、がんや疾患が存在しなかったもしくは検出できない期間がしばらく続いた後に、再び
発生したがんや疾患（多くは自己免疫疾患）のこと。最初に発生した（原発）腫瘍と同じ部
位に発生する場合や、別の部位に発生する場合があります。再発がん、再発疾患とも呼ばれ
ます。
サマリウム-153
骨のがんや転移性骨腫瘍（原発腫瘍から骨に転移したがん）の治療に用いられる放射性物質。
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サマリウム 153 は、サマリウムと呼ばれる元素の放射性同位体である。骨の内部に集積す
る性質があり、そこで放射線を放出することで、がん細胞を殺傷できる可能性があります。
放射性同位元素の一種です。
シプロイセル-T
転移した前立腺がんの治療に用いられる薬物。前立腺がんの患者の免疫系細胞から作られま
す。前立腺がん細胞に認められる蛋白と成長因子を結合させ、この蛋白を用いて患者の免疫
系細胞に処理を施します。この細胞を患者に注入し体内に戻すと、T 細胞による前立腺細胞
の殺傷を促進できる可能性があります。シプロイセル-T はワクチンの一種で、養子免疫療
法の一種でもあります。
集学的検討
患者の病状や治療法の選択肢について、異なる分野を専門とする複数の医師が検討および議
論を行って進行する形式の治療計画アプローチのこと。がん治療における集学的検討には、
腫瘍内科医（薬物によるがん治療を担当）、腫瘍外科医（手術によるがん治療を担当）、放射
線腫瘍医（放射線によるがん治療を担当）などが参加します。腫瘍症例検討会とも呼ばれま
す。
食欲不振
何らかの原因により食欲が減少した状態。
神経障害
神経系のあらゆる病態。脳、脊髄、神経を含みます。
神経内分泌変化/神経内分泌分化
正常な前立腺には神経内分泌細胞が多少存在します。これらの細胞は正常な成長や分化、前
立腺の機能に関係するホルモンや生成物を分泌します。前立腺がんにおいて、これらの細胞
は増加することがあり、ホルモン受容体を持っていないためホルモン療法に抵抗性を示しま
す。
シンチグラフィー
体内の構造物の画像を作成（スキャン）する検査法で、がん細胞の存在する領域も描出され
ます。シンチグラフィーは疾患の診断、病期の判定、病状の監視などに用いられます。まず、
少量の放射性化学物質（放射性核種）を静脈内に注射するか、もしくは患者に飲み込んでも
らいます。この放射性核種は血流に乗って移動していきますが、その種類に応じて異なる臓
器に到達します。次に、台の上に横たわった患者の周囲で特殊なカメラを備えた装置を移動
させ、放射性核種から放出される放射線を検出していきます。この結果をもとに、放射性核
種が集積した領域を示す画像がコンピューターによって作成されます。このような領域には、
がん細胞が存在する可能性があります。放射性核種スキャンとも呼ばれます。
静脈内の
静脈の中へ、静脈の中の、の意味。静脈内という用語は通常、静脈内に挿入した針や管を通
して薬剤などの物質を投与する方法を指して用いられます。I.V.とも呼ばれます。
ストロンチウム 89
ストロンチウムという金属元素のうち放射性を有するもので、成長中の骨の一部に取り込ま
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れる性質があります。一部のがんによって生じる骨の痛みに対する治療の分野で研究されて
います。
生検
病理医による検査のために細胞または組織を採取すること。病理医はその組織を顕微鏡で調
べたり、その細胞または組織に対して他の検査を実施したりします。生検の手技には様々な
種類があります。最も一般的なものとしては以下のものがあります：（1）切開生検、組織
のサンプルだけを採取する方法；（2）摘出生検、しこりや疑わしい領域の全体を摘出する
方法；（3）針生検、組織や体液のサンプルを針を用いて採取する方法。太い針を使用する
場合は、コア生検と呼ばれる。細い針を使用する場合は、穿刺吸引生検と呼ばれます。
精巣摘出術
片側または両側の精巣を摘出する手術。
精嚢
長さ 5cm ほどの一対の管状腺で、精管膨大部の中で巻いて存在します。
赤血球
最も一般的案血球。血液を赤く見せる物質。酸素の輸送が主な役割です。
前立腺床
前立腺が位置する膀胱の下にあるわずかにくぼんだ場所。前立腺がんが進展しやすい場所で
す。
前立腺肥大症
前立腺組織の過剰増殖によって尿道と暴行が圧迫されて尿の流れが妨げられる良性の（がん
ではない）病態。

正常な前立腺

肥大した前立腺／良性前立腺過形成（BPH）
膀胱

膀胱

尿

尿
尿道

尿道

正常な前立腺と良性前立腺過形成（BPH）。正常な前立腺は膀胱からの尿の流れを妨げることはあり
ません。一方肥大した前立腺は膀胱と尿道を圧迫し、尿の流れを妨げます。
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ゾレドロン酸
がんが原因で高カルシウム血症（血液中のカルシウム濃度が高くなった状態）を起こした患
者の治療に用いられる薬物。さらに、多発性骨髄腫の治療、骨折の予防、がんが骨に転移し
た患者における骨痛の軽減などにも他の薬物と併せて使用されます。ビスフォスフォネート
系の薬物です。
体液貯留
組織中から液体を出せず、体全体もしくは局所で過剰に蓄積する状態。
待機療法
治療を差し控えながら、症状が出現または変化するまで患者の状態を綿密に監視していくこ
と。待機療法は、進行が遅い病態に対して実施されることがあります。治療のリスクが得ら
れる利益よりも大きい場合にも用いられます。待機療法の実施中に、患者に対して特定の試
験や検査が行われる場合があります。待機療法は、前立腺がんに対して実施されることがあ
ります。待機的管理の一種です。
タンパク質
アミノ酸で構成される重要な栄養分。タンパク質は人間を含む多くの生物にとって不可欠で
す。細胞間の輸送・伝達、化学変化、細胞の構造維持の役割を持ちます。
断端
がんの手術で切除した組織の切り口や辺縁。病理医が切除した組織の切り口にがん細胞を認
めない場合は、断端は陰性またはきれいと表現され、がんが全て取り除かれたことを示唆し
ます。病理医が切除した組織の切り口にがん細胞を認める場合は、断端は陽性または浸潤有
りと表現され、全てのがんが取り除かれていないことを示唆しています。
超音波
高エネルギー音波を内部の組織または器官に反射させ、反響を作り出す機器。反響パターン
は超音波機器の画面でソノグラムと呼ばれる体組織の画像として見ることができます。超音
波検査とも呼ばれる。
直腸
大腸末端の数インチで、肛門に最も近い部分。
爪変性
爪の一部が破壊され、大きな損傷がある状態。
定位放射線療法
外照射療法の一種で、専用の装置を用いて患者の姿勢を固定しつつ腫瘍に対して正確に一回
で高用量の放射線を照射するもの。通常の手術では治療できない脳腫瘍やその他の脳障害の
治療に用いられています。他の種類のがんに対する治療法としても研究されています。放射
線手術、定位放射線手術とも呼ばれます。
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テストステロン
主に精巣（男性生殖系の一部）から分泌されるホルモンのひとつ。ひげや低い声、筋肉の発
達など、男性の性特徴の発生や維持に必要です。テストステロンは製造ラボで生成すること
も可能で、特定の病状の治療に用いられています。
転移
体のある部位から別の部位へがんが拡がること。拡がったがん細胞によって形成された腫瘍
は、転移性腫瘍または転移巣と呼ばれます。転移性腫瘍には最初の腫瘍でみられるものと類
似した細胞が含まれます。
デノスマブ
特定の骨の異常の予防または治療に用いられる薬物。骨に転移した固形腫瘍による骨折など
の骨の問題を防止するために用いられます。また、手術で除去できない骨巨細胞腫を患って
いる特定の患者の治療にも使用されます。また、骨折のリスクが高い閉経後の女性の骨粗鬆
症（骨量と骨密度の減少）を治療するために用いられます。デノスマブは他の病態や別の種
類のがんに対する治療薬としても研究されています。この薬物は RANKL と呼ばれる蛋白
に結合し、RANKL が特定の骨細胞（骨がん細胞を含む）の表面に存在する RANK という
別の蛋白に結合するのを防ぎます。これにより骨折を防止し、がん細胞の増殖を抑止できる
可能性があります。
凍結療法
病気にかかっている組織（がん細胞を含む）を超低温で凍結させ破壊する低侵襲治療。
ドセタキセル
ドセタキセルはタキサンとして知られている抗がん剤に属します。ドセタキセルは細胞が分
化増殖するために必要な内部骨格を破壊する能力を阻害します。骨格がそのままだと細胞は
分裂することができず、最終的に死に至ります。ドセタキセルは血球のような非がん細胞に
も影響を及ぼすため、それが副作用の原因となることがあります。
尿道
膀胱と体の外部をつなぐ管。男性では尿道は尿と同様に精液を運びます。
肺の
肺に関係があること。
白血球
感染症に対する体の防御に関与している免疫系の細胞。
ビカルタミド
他の部位に転移した前立腺がんの治療薬と併用して使用される薬剤。ビカルタミドは前立腺
がん細胞に発現しているアンドロゲンレセプターと呼ばれるタンパク質と結合します。アン
ドロゲンレセプターは男性ホルモンと結合し、がん細胞が成長する原因となります。ビカル
タミドはアンドロゲンレセプターを阻害することで、がん細胞の成長を妨げます、これは抗
アンドロゲン剤の 1 種です。
腹腔鏡手術
Prostate Cancer: a guide for patients - Information based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2014.1

Page 28

This document is provided by the Anticancer Fund with the permission of ESMO.
The information in this document does not replace a medical consultation. It is for personal use only and cannot be modified,
reproduced or disseminated in any way without written permission from ESMO and the Anticancer Fund.

外科器具を小さな切開を通して腹腔もしくは骨盤内に挿入し、カメラをみながら行う手術。
副腎皮質ステロイド
副腎の外層で産生されるステロイドホルモン。工場で人工的にも合成されます。副腎皮質ス
テロイドは身体に多数の様々な影響を及ぼし、様々な状態の治療に用いられます。副腎皮質
ステロイドは、ホルモン補充療法として、免疫系の抑制に、そしてがんおよびその治療の副
作用の治療に用いられる場合もあります。副腎皮質ステロイドはまた、ある種のリンパ腫と
リンパ性白血病の治療にも用いられます。
浮腫
皮膚もしくは体腔への異常な体液の蓄積。
不整脈
心拍数やリズムや心拍動に関する異常。心臓の拍動が早すぎたり遅すぎたり、不規則なこと。
分化
未分化な細胞が高分化な細胞になる生物学的プロセス。分化は一般的なプロセスで、細胞の
形、サイズ、活性、潜在能力を変化させることができます。分化型腫瘍細胞は外観が正常細
胞に近く、増殖速度も緩やかな傾向がありますが、未分化もしくは低分化型腫瘍細胞は外観
が正常細胞とは大きく異なり増殖速度も早いです。
プレドニゾロン
ステロイド系に属する薬剤。体で炎症を引き起こす物質の放出を妨げたり、テストステロン
値を下げるために使用されます。
プレドニゾン
炎症や免疫反応を抑制する薬剤。白血病やリンパ腫の治療で他剤と併用して用いられます。
関節炎や特定の皮膚病、アレルギー、副腎ホルモンの補充、食欲不振、貧血の治療に用いら
れます。治療に用いられるグルココルチコイドです。
放射線
放射線は空間を移動するエネルギーと定義されます。放射線の例としては UV（紫外線）、X
線があり、それらは医療で一般的に用いられます。
放射線療法
位置が一定であるがんに対して放射線を用いる治療。
ホルモン療法
治療としてのホルモン剤の使用される療法。
麻酔
麻酔薬によって人工的に引き起こされた、患者が痛みを感じず、反射が消失し、ストレスを
感じない可逆的な意識の焼失。
ミトキサントロン
ホルモン剤に反応しない進行性前立腺がん、成人急性非リンパ性白血病、進行性または慢性
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多発性硬化症の治療に用いられる薬物。他のがんの治療においても研究されています。抗腫
瘍抗生物質という種類の薬物です。
密封小線源治療
放射線療法の一種で、針、シード、ワイヤー、カテーテルなどに密封した放射性物質を直接
腫瘍の内部または周辺に留置するものです。組織内照射療法、内部照射療法、放射線近接照
射療法とも呼ばれます。
ミネラル
ミネラルは地球の外殻に天然に存在する固体化学物質です。人体において、酵素の生成、心
臓のリズムの制御、骨の形成などに重要な役割をもちます。食物から摂取したり、体内で生
成されたりします。
ラジウム-223
骨に転移し、他の治療法では改善しなかった前立腺がんの治療に用いられる薬物。他の種類
のがんに対する治療薬としても研究されています。塩化ラジウム 223 はラジウム 223 と
いう放射性物質を含んでいます。ラジウム 223 は骨の内部に集積する性質があり、そこで
放射線を放出することでがん細胞を殺傷できる可能性があります。塩化ラジウム 223 は放
射性医薬品の一種です。
予後
ある疾病の起こりうる転帰またはたどりそうな経過のことで、回復や再発の可能性のことで
す。
良性
健康を損なう恐れがないこと。がんではないこと。良性腫瘍は増大するかもしれませんが、
体の他の部位までは広がりません。非悪性ともいいます。
臨床試験
調査研究の一種で、新しい医学的な試みが人々にどのくらいよく効いているのかを検証する
ことです。これらの研究によって、スクリーニング、予防、診断、疾患の治療などの新しい
方法を試験します。臨床研究とも呼ばれています。
臨床診察
病気の徴候を調べるための身体診察。
リンパ管閉塞
通常組織からの体液の移動、必要な場所への免疫細胞の輸送を行うリンパ管の閉塞。
リンパ節
リンパ組織の丸い塊で、周囲は結合組織の被膜に覆われています。リンパ節ではリンパの濾
過が行われているほか、リンパ球の貯蔵場所にもなっています。リンパ節はリンパ管に沿っ
て分布しています。リンパ腺とも呼ばれます。
リンパ球減少症
血液中のリンパ球（白血球の一種）の数が正常よりも少なくなった状態のこと。
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