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高齢者早期癌に対する無治療経過観察

前田 修，垣本健一，小野 豊

目黒則男，木内利明，宇佐美道之

大阪府立成人病センター泌尿器科

WATCHFUL WAITING FOR ELDERLY PATIENTS 
WITH LOCALIZED PROST A TE CANCER 

Osamu MAEDA， Ken-ichi KAKIMOTO， Yutaka ONO， 

Norio MEGURO， Toshiaki KINOUCHI and Michiyuki USAMI 

The Department 01 Urology， Osaka Medical Center 10r Ca仰 rand Cardiovascular Diseωes 

Watchful-waiting policy is an important treatment option for some patients with localized prostate 

cancer and it is widely recognized in Western countries in which the prostate cancer mortality rate is 5-

10 fold higher than that in]apan. Most men with well and perhaps moderately differentiated prostate 

cancer who have a life expectancy ofless than 10 years will die of other causes and it is not clear whether 

early primary hormone therapy improves survival and the quality of life compared to androgen 

suppression deferred until signs and symptoms of clinical progression. There is 0町 majorquestion as 

to whether patients who do not need radical treatment should undergo early primary hormone therapy 

in ]apan in spite of high cost and treatment-related adverse effects of hormone therapy. 

(Hi町 okikaKiyo 51 : 561-563， 2005) 
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緒白

前立腺癌擢患率，死亡率の高い欧米でおいても，無

治療待機療法は早期前立腺癌に対するひとつのオプ

ションであり，広く認知されているが，日本において

は取り入れている施設は非常に少なく，根治療法を施

行しない早期前立腺癌に対して即時内分泌療法をする

のが'慣例イiニしている.

そのような現状に対して，ここでは高齢者早期癌の

予後，早期前立腺癌に対する即時内分泌療法の有用性

と副作用，当院における無治療経過観察例を紹介し，

症例に応じた治療(無治療)の重要性について示す

高齢者早期前立腺癌の予後

欧米においては，高齢者や基礎疾患を持つ早期前立

腺癌患者を中心に無治療で経過観察し症状出現後に治

療を開始する遅延療法が早期痛に対するひとつのオプ

ションとして組み入れられている.特に北欧において

は， PSAがない時代より若年者の高分化癌にも無治

療経過観察が行われている.その背景には，特に高分

化癌では長期に無治療待機療法行っても癌死する症例

が非常に少なく，真に根治療法の恩恵、を受ける症例は

限られていることが挙げられる. Chodakら1)が無治

療経過観察報告例の meta引 lalysisを行い， Tla-T2b 

の高 中分化痛は癌死する症例はきわめて少ないこと

を報告している (Fig.1).ここで注意が必要なのは，

咽
〉

1.00 

0.75 
G田由 1
G問由2

'i! 0切
コω 

0.25 

0.00 。 5 10 

Y銅陪

.-:--Gr割 e3
・・.

15 

expected survival rate for 75巳.year世oldJapanese men 

Fig. 1. Results of conservative management of 
clinically localized prostate cancer ac“ 

cording to tumor grade (Chodak GW， et 
al. N Engl] Med 330: 242， 1994). 

この報告は， PSA時代前の症例に基づいた dataであ

ること，平均年齢が約70歳であること，前立腺癌死亡

率の高い欧米の dataであることであり， PSA時代の

75歳以上の日本人ということを考えれば，疾患特異生

存率はさらに向上すると考えられる.また厚生労働省

が発表した第18回生命表から算出した75歳の日本人男

子の期待生存率を Fig.1に同時に示すが， Tla-T2b 

の高 中分化癌は他病死する確立がきわめて高いこと

が理解できる.

即時内分泌療法の有用性，副作用および医療費

米国の一般病院の治療動向を反映している CaPSURE
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の報告21)では，限局性前立腺癌の7.5%，75歳以上に

限れば20%が，初期治療として無治療経過観察を選択

している.無治療経過観察症例は，経過観察中進行を

認めた際に治療を開始する.

l 即時内分泌療法と遅延内分泌療法

VACURGが去勢術，女性ホルモン剤，去勢十女性

ホルモン剤およびプラセボ群の 4群無作為比較試験の

結果，実測生存率に差がないと発表し3) 内分泌療法

の限界を指摘した.その後この試験の見直しがなさ

れ，内分泌療法は予後延長に寄与するが，遅延療法と

即時療法との聞に有意差を認めないと結論された.ま

たMRCにより遅延療法と即時療法の無作為比較試験

が行われたが，非転移癌ならびに転移癌とも実測生存

率に有意差を認めず，遅延療法を施行した非転移癌に

おいて癌死症例が有意に増加したという結果であっ

た4) ただし非転移癌の遅延療法群中癌死した症例

の半数以上が内分泌療法をまったく受けておらず，

Schroder5)はこれが癒死症例増加の原因と説明してい

る.

即時療法と遅延療法を比較した場合，即時療法の実

測生存率が有意に優れているのは限られた病態に過ぎ

ない可能性が示唆されている (Table1).現在即時療

法を支持するエピデンスとしては，前立腺全摘除術後

リンパ節転移症例に対する即時療法ならびに放射線治

療の際に一定期間内分泌療法を併用することのみであ

る.

2.副作用

内分泌療法の副作用と言えば，性機能低下やほてり

が代表例として挙げられるが， 75歳以上の高齢者では

性機能低下が QOLを低下させることはほとんどな

い しかし，基礎代謝低下に伴う体重増加，生活習慣

病の増悪あるいは骨粗軽症など長期間治療をすること

により，新たな疾患を併発する誘引になることを理解

しておく必要がある.特に高齢者では基礎疾患として

生活習慣病をもつことが多く，利益・不利益を考慮し

て内分泌療法の適応を決めることが重要で、ある.

Table 1. Immediate versus deferred hormonal 
therapy: Results of randomized trials. 

No. Actual 
Study Stage survival cases significance 

V ACURG study 13) 1903 Stage III & IV 

MRC4
) 938 MO ・Ml

EORTC308467) 234 pNト3

~~\~) (adjuvant for 
RT)8) 401 r~-~ ， G3 or 0<0.0001 T3-4' p 

MesPsxin)E町 (adjuvant aι 
tcr 98 TI-2 pN1 p=0.02 

RT: radiation therapy， Px: radical prostatectomy. 

3. 医療費

日本は薬剤費が高いために，薬物療法をすると医療

費は非常に高くなる.即時内分泌療法を CABの形で

施行した場合，毎月通院し， 3カ月に一度血液検査を

すると， 10年間に医療費は約1，270万円かかる.10年

間無治療で経過観察した場合は，約37万円である.高

齢者早期癌で高 中分化癌であればほとんどが他病死

し，癌死する可能性はきわめて低い.この病態に対し

て高額な医療費を費やすのは疑問であり，無治療経過

観察を取り入れるか，薬剤費を欧米並みの水準にする

かどちらかが必要である.

無治療経過観察の実際

l 適応

根治療法を施行しない症例中.症状のない症例が適

応となる.実際上は， 70-75歳を超える高齢者で高分

化癌あるいは低分化癌の成分のない中分化癌で， PSA 

10-20 ng/ml以下であれば，即時内分泌療法の必要

性に関しては疑問のあるところであり，無治療待機療

法が優先されるべきである.

2.方法

2-3カ月に l度 PSAを測定し， PSAの急上昇例

(PSA倍加時間が2年以内)や症状出現時に治療を行

う. PSAが変化しなくても，最低年に 1-2度は直

腸指診をしておく.

3.治療成績

当院において1995年以降に針生検にて前立腺癌と診

断された早期前立腺癌48例について無治療待機療法を

施行した.観察期間の中央値は37カ月 (9-83)，平

均年齢72.1歳 (59-84)，臨床病期 Tlc36例， T2a 10 

例， T2b 2例， Gleason score 6以下 28例， 7 18例，

8 2例， PSAの中央値は 8.6ng/ml(1.4-21.2)で

あった. PSADTの中央値は60カ月， 24カ月未満の

rapid riserは6例(12.5%)であった.無治療待機療

法を中止した症例は15例あり， 8例に内分泌療法， 4 

例に前立腺全摘除術， 3例に外照射が施行された.無

治療待機療法の継続率は 2年78%，5年57%であり，

経過中転移発生例はなかった.

4.無治療待機療法の QOL

無治療待機療法は前立腺全橋除術や放射線療法と比

較し，治療前の性機能，排尿機能ならびに排便機能は

比較的維持される. Steineckら6)は前立腺全摘除術と

watchful waitingとの無作為比較試験のなかで QOL

調査を行い，勃起障害，尿失禁は前立腺全摘除術で高

く，尿路通過障害は watchfulwaitingで高かったと報

告している.無治療待機療法では，病気に対ーする不安

に代表される精神や，肉体の状態が根治療法群に較べ

低下するといわれているが，この報告の中では不安や

抑うつの頻度，肉体的な健康度，主観的な QOLにつ
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いては両群間で同程度であったとしている.

結 呈五
回目

日本の年間の国民医療費は約30兆円に達し，国民所

得の約 8%を占める.これ以上の医療費の増加は期待

できない状況である.このような状況のもと限られた

資源を如何に有効に使うかがこれからの医療に求めら

れ，費用対効果が優れた医療が優先されるようにな

る.高齢者早期前立腺癌に対する現在の内分泌療法を

その観点から考えると，高コストで効果に関してはエ

ピデンスが少ない治療と言わざるをえない刷いままで

の即時内分泌療法一辺倒から無治療経過観察を含め，

症例に応じた過不足のない治療法の選択が重要になっ

てきていると考える.
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