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前立腺癌の診断における

前立腺液中癌胎児性抗原測定の意義

東京都立大塚病院泌尿器科(部 長:細 田和成)

林 哲夫,山 内 昭正,細 田 和 成

SIGNIFICANCE OF PROSTATE FLUID CARCINOEMBRYONIC 

          ANTIGEN IN THE DIAGNOSIS 

             OF PROSTATE CANCER

Tetsuo Hayashi, Akimasa Yamauchi and Kazushige Hosoda

From the Department of Urology, Tokyo Metropolitan Ohtsuka Hospital

   Clinical studies of carcinoembryonic antigen (CEA) in prostate fluid were performed on 121 
men; 29 patients with prostate cancer, 65 with benign prostatic hypertrophy, 10 with prostatitis and 
17 without any prostatic diseases. The CEA level in prostate fluid in the prostate cancer group 
was significantly higher than that in any other group. However, it could not demonstrate any 

particular advantage when compared with the prostate specific antigen (PSA) in serum. Aditional 
research was done comparing the sensitivity and specificity of CEA level in prostate fluid in the 

population with slightly elevated PSA level (3.0-14.9  ng/ml). The sensitivity and the specificity 
were 82% and 83%, respectively. These findings suggest the usefulness of the measurement of 

prostate fluid CEA as an adjunctive tool in the diagnosis of prostate cancer in the population with 
a slightly elevated PSA level. 

                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 525-528, 1995) 
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緒 言

前立腺癌の初診時におけ るstageDの 頻度は約1/3

か ら1/2以 上 といわれ てお りD,初 診時 に 転移を有す

る頻度 は他臓器 の悪性腫瘍に比べてかな り高い といえ

る.そ の治療の主役を担 っているのが 内分 泌療法 であ

るが,高 い近接効果に もかかわ らず再燃 しやす く,半

数 は3年 以内に再燃 しその予後は不良 とされ てい る2).

それに対 し10wstageの 群の予後は比較的良好 とな

ってい るが,前 立腺癌の多 くは初期に無症状であるた

め,早 期に医療機関を訪れ る患者 は少 ない.そ のた

め,早 期発見 のためのス クリーニング方法を求 めて,

超音波検査 ・各種血清中腫瘍 マーカー等が検討 されて

いる。なかで も血清中前立腺特異抗原(PSA)が 汎用

されているが,感 度は非 常に高い ものの特異性が低い

とい う欠点があ り腫瘍 の早期発具 のため様 々な検討が

加えられてい るのが現状 である3).

今回,わ れわれは癌 に直接接触す る体液 中の腫瘍 マ

ーカー測定に よるス クリーニソグの可能性を求 めて
,

前立腺液中癌 胎児性抗原(CEA)濃 度測定の 前立腺 癌

の診断における意義,特 に臨床上問題 となるPSA軽

度上昇例における意義を検討 した.

対 象 お よ び 方法

対象 は1992年 か ら1994年 の3年 間に都立大塚病 院泌

尿器科 を受診 した121例 であ り,そ れ 内訳は前立腺癌

29例,前 立腺肥大症65例,前 立腺炎10例,非 前立腺疾

患17例 であ り,前 立腺癌お よび前立腺肥大症につ いて

は後 日手術 も しくは組織生検 にて病理組織学的に診断

がついた もののみを対象 とした。

前立 腺液 は直腸診時に前立腺 マ ッサ ージを行 い採取

し,前 立腺液 中CEA濃 度測定 に は,乳 頭分泌液中

CEA濃 度測定用の簡易 キ ッ ト 『マ ンモテ ック』を用

い,酵 素免疫法にて測定 した.ま た,血 清 中PSA濃

度測定 には栄研RIA二 抗体法(正 常値く3.Ong/ml)

を もちいた.
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結 果

前立腺液は,前 立腺癌 の29例 中7例 で採取不能,5

弼で極 小量 しか採取 され なか ったが,そ の麹 の疾患で

は充分量 の採取が可能であ った.測 定に最低必要な量

は1μ1で あるので,採 取不能であ った前立腺癌 の7

例以外は全例灘定可能であ った.
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1)前 立腺液 中CEA濃 度測定に よる前立腺癌診断能

麟立線液中CEA濃 度を疾患溺に検討 した ところ

Tablelに 示 す ごとく前立腺癌の症例で 前立腺液中

CEA濃 度(mean± 鍼〉)S2玉.2±89.圭ng/mlと,麺

疾患に比 し統 計的 に 有意 な高値(p<0.001byStu。

dent'st-test)を 取 ることが盟らか とな った.し か し,

重複す る範 囲 もかな り認め られ,本 法を前立腺癌 と前

立腺蓬1大症で検討 した ところカ ッ トナ フ嚢窪55◎総9/ml

で 正診率 は71%(62/87),感 受性 と特異性 はそれぞ

れ77%(17/22)と69%(45/65)で あ った.

前立腺癌22例 と前立腺肥大症33例 において,前 立腺

液 中CEA濃 度 と血清中PSA濃 度の両潜 が 測定 で

きた.そ の穣 灘を検討Lた のがFig.1で あ る.鶴 立

腺癌 の群 で は血清中PSAと 前立腺液 中CEAの 間

に正 の相関が認 められたが(r=・O.5979).前 立腺肥大

症 の群では両者 に梱関は認め られなかった.ま た,こ

の55耀 での 紐清中PSA濃 度(カ ッ トオフ値3.0総g/

m1)の 正診率 ・感 受性 ・特異性はそれぞれ70%(39!

55)・3三%(1$ノ22)・69%〈2王 ノ93)で あ り.前 立朦液

中CEA濃 度(カ ットオ フ値550ng/ml)の 正診率

・感受性 。特異性はそれ ぞれ72傷(40/55)・77%(17!

22)・70%(23/33)で あった。
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そ こで,PSA軽 度高値(3.C～X.9Rg/m至)例 にか

ぎって前立腺 癌 と前立腺肥大症を比較 した ところ,カ

ッ トオフ然550ng/mlでTable2に 示す ごと くホ法

の正診率は83%(19/23),感 受性 と特異性 はそれぞ

れ82弩(9kl),83%(玉9/12)と 良好であった.

2)前 立腺癌 の 分化度 お よ び臨床病期 と前立 腺液 中

CEA濃 度

箭立腺癌 の分化慶(前 立腺癌取扱い規約)お よび 臨

床病期(前 立腺癌取扱い規約)に よb前 立腺液 中CEA

濃度(mean±SD)を 検討す る と,低 分化(9例)=

874i4±64.2ng!rnl,中 分化(7例)=647.2±178.9ngl

ml,高 分化(6鶴):899.4±8Ls澄9ノ 瞬 であ う,ま

た 病 期B(2例)=796.4±219.7ng/ml,病 期C(9

例)=83L3±127.6ng/m貰,病 期D(Il例):8正2.互 ±

156.3nglm1と い うように統計的に有意な差は認 めら

れなか った。

3)内 分泌療法 と前立腺液中CEA濃 度

内分泌療法 によ り前立腺液 は採取 しに くくな り,治

療前 と治療後両者 の前立腺液中CEA濃 度 が 測定 で

きたのは 婆鍔 のみであ る.4劔 とも壷濤索P§A互 常

化後(治 療開始6～11ヵ 月後に前立腺液を採取)も 前

立線液 申CEA濃 度には溝療効巣 が 反礫 されず 為籠
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を持 続 した(Fig.2)。

考 察

今 日,前 立腺癌の早期発 見 ・診断 ・治療効果判定な

どの 目的でPSAを ふ くめて各種血清中腫瘍マ ーカー

が検討 され実用に供 されて いる.腫 瘍 マーカーとして

の血清中PSAは 高い感受性を有す る反面特異性に劣

り,し ば しば良性疾患特に前立腺肥大症 におけ る偽陽

性が問題 とな る,今 回の症例で も血清中PSAの 感受

性は81%と 良好な値 がえ られたが,特 異性 は63%と 満

足のい く値は えられなか った.し か しなが ら,血 清以

外の体液中あ るいは組織中 の腫瘍マ ーカーの測定が早

期癌の発見に有用であることを示 唆す る報告 も少な く

な く4・5),今回 われわれは 前立腺癌 に直接接触す る体

液 として前立腺液を,ま た 腫瘍 マーカーとしてCEA

を選 び 前立腺癌の診断 に お け る有用性を検討 してみ

た.前 立腺液中CEAは 生化学的 に 安定 であ り,消

化器系 ・呼吸器系 と異 な りCEA関 連抗原 の 関与 が

少な く,前 立腺 で産生 され たCEAの 大部分 が 血中

ではな く腺管内に放 出され るとい う特性があるといわ

れている6・7)

実際,前 立腺液 中CEA濃 度 は再 現性 のある値 が

測定可能であ り,疾 患別にみると前立腺癌で他 の良性

疾患に比 して統計的に有意 な高値を しめ した(Table

l).し か しなが ら,他 の良性疾患 と重複す る範囲 もあ

り前立腺液中CEA濃 度単独 で は 今 までの血清中腫

瘍 マーカーを越 えるものではなか った.そ こで前立腺

癌 と前立腺肥大症 の血清中PSA軽 度上昇例にかぎっ

て前立腺液 中CEA濃 度を検討 してみ ると,カ ッ トオ

フ値550ng/mlで 良好な診断能を持 つ ことが 示 され

た(Table2).特 に臨床上問題 とな る血清中PSAが
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軽度上昇 した症例に対 し生検等のさ らなる精査に進 む

か経過観察 とす るかの判定に非常に有用であ り,前 立

腺癌の初期診断時に有用な補助診断法 とな ると思われ

た.

しか しなが ら,病 期 ・分化度 との関連は認め られず

治療効果 判定におけ る有用性 も認め られなか った,さ

らに,治 療を加えても前立腺液 中CEA濃 度に変 化が

認め られないことか ら,内 分泌療法 では前立腺は萎縮

し癌 は鎮静化す るものの癌細胞は消滅 していない こと

の一つの傍証 とな るとも考 えられるが,内 分泌療法後

に前立腺液が採取で きたのはわずか4例 のみであ り結

論はでない.こ の ように,前 立腺癌 の症例で前立腺液

の採取が不可能だ った症例が治療前に29例 中7例 ・治

療後に22例 中18例 も存在す ることは,本 法の一つ の限

界を しめす ものであ り,本 法が初期診断時における補

助診断法の域 を出ることの困難 さを示す ものである.

結 語

前立腺癌 の臨床 に おけ る前立腺液 中CEA濃 度測

定の意義 を検討 した.前 立腺液 中CEA濃 度 は 前立

腺癌において他 の良性疾患 に比 し統計的に有意な高値

を と り,特 に臨床上問題 となる血清中PSA軽 度上昇

例での前立腺癌 の早期発見に おけ る有用性が しめ され

た.し か しなが ら,前 立腺液 の採取が不可能 な例 もあ

りこの検査法 の臨床応用 の限界 も同時に しめ された.

本論文 の要 旨は,1994年11月 第59回 日本泌尿器科学会東 部

総会にて発表 した.
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