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COMPARED TO POST-BIOPSY SETTING

Masahiro Takahashi1, Akio Horiguchi1, Shinsuke Tasaki1, Kenji Kuroda1,

Akinori Sato1, Junichi Asakuma1, Kenji Seguchi1, Masamichi Hayakawa1,

Keiichi Ito1, Tomohiko Asano1, Chiharu Tamura2 and Hiroshi Shinmoto2

1The Department of Urology, National Defense Medical College
2The Department of Radiology, National Defense Medical College

A total of 136 patients who underwent radical prostatectomy following histological diagnosis of prostate

cancer by transrectal biopsy and 3-Tesla magnetic resonance imaging (MRI) were evaluated. MRI was

performed on 26 patients before prostate biopsy (pre-biopsy group) and on 110 patients after prostate biopsy

(post-biopsy group). We defined the largest tumor focus in a radical prostatectomy specimen as the index

cancer. We compared the accuracy of MRI in detecting and localizing the index cancer in the groups.

The sensitivity of detecting the index cancer by MRI was significantly (p＝0.012) higher in the pre-biopsy

group (96.2%) than in the post-biopsy group (77.3%). The negative predictive value of extracapsular

invasion was 84.6% in the pre-biopsy group and 80.7% in the post-biopsy group. The average interval

between biopsy and MRI was 42.8 days. Artifacts due to post-biopsy hemorrhage were observed in 32 (29.

1%) of the patients in the post-biopsy group. The sensitivity of detecting the index cancer by MRI was

significantly (p＝0.022) higher in 78 patients without artifacts due to hemorrhage (83.3%) than in the 32

patients with artifacts due to hemorrhage (62.5%). Even if MRI is delayed until after prostate biopsy, the

artifact due to hemorrhage markedly interferes with the accuracy of MRI. Although pre-biopsy MRI is

more accurate than post-biopsy MRI, there are some problems to be solved, such as cost effectiveness and the

detectability of low-malignant and small cancers.

(Hinyokika Kiyo 59 : 769-773, 2013)
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緒 言

前立腺癌は2008年の罹患数51,534人，2011年の死亡

者数10,823人で，ともに増加傾向であり，今後も罹患

数，死亡者数ともに増加すると推測されている1)．

PSA 検診の普及により，特に臓器限局性前立腺癌が

増加しており，治療方法も多岐にわたることから，こ

れまで以上に局在診断および病期診断の正確性が要求

されてきている2)．

近年 MRI 検査は 3Tesla-MRI (3T MRI），dynamic

造影 MRI，拡散強調画像の普及に伴い，前立腺癌の

被膜外浸潤や精嚢浸潤など，局所進行病期の同定に有

用性が報告されている3~5)．また，神経血管束への浸

潤の評価にも有用性が報告されており，神経温存の可

否判定にも有用である6)．従来 MRI は，前立腺生検

による組織学的診断が確定した症例を対象に行うこと

が多かったが7)，最近は生検前 MRI を推奨する意見

が散見される．前立腺生検前の MRI 検査によるメ

リットとして，出血によるアーチファクトの回避8)，

狙撃生検の可能性9)，MRI 精度の向上により MRI で

腫瘍が指摘されなかった場合に不要な生検を回避でき

ることがある．デメリットとしては，生検適応症例の

トリアージテストとして施行した場合のコストの問題

が指摘されている8)．

今回，われわれは前立腺生検前，および生検後に前

立腺 MRI を行った症例を対象に，MRI を施行するタ
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イミングが前立腺癌の局在診断，病期診断における

MRI の精度に与える影響をレトロスペクティブに検

討した．

対 象 ・ 方 法

2007年 7 月から2011年11月までの期間に，当院で

3T MRI による前立腺 MRI 施行後に根治的前立腺全

摘術を行った136例を対象とした．臨床病期は直腸診，

経直腸的超音波検査，腹部骨盤 CT，骨シンチ (PSA

10 ng/ml 以上のみ），前立腺 MRI で評価した．術前

ホルモン療法，放射線治療を施行した症例は対象から

除外した．生検は原則的に全例経直腸的に行い，採取

本数は 8∼26本，採取本数の中央値は12本であった．

生検前に MRI を行った26例を pre biopsy 群，生検後

に MRI を行った110例を post biopsy 群と定義した．

MRI を生検前，生検後のどちらに行うかは各症例の

主治医が判断した．

使用した MRI 装置は Philips 社製 Achieva 3T で，

T2 強調画像 (T2-weighted imaging : T2WI），拡散強調

画像 (diffusion-weighted imaging ; DWI），ガドリニウ

ム造影剤による dynamic MRI を撮像した．DWI は b

値を 1,000 sec/mm2 で撮像し，T2WI および DWI は

3.5 mm スライス厚で撮影した． 2名の熟練した放射

線科医が T2WI，DWI，e-ADC map (exponential appa-

rent diffusion coefficient map），dynamic MRI 所見から

腫瘍径，局在，被膜外浸潤や精嚢浸潤の有無を評価し

た．Post biopsy 群については，出血によるアーチファ

クトの残存，アーチファクトの診断への影響について

も評価した．T1強調画像での高信号域を出血として

評価し，Barrett らの報告と同様に，hemorrhage exclu-

sion sign として，（a) 辺縁域内で全周が高信号領域に

囲まれた低信号領域，（b) 辺縁域内のびまん性で辺縁

明瞭な高信号領域を挙げた10)．全割標本上で最大径

を有する腫瘍を index cancer と定義し11)，病理組織切

片上の index cancer の局在と MRI 所見の整合性，臨

床病理学的パラメーターと MRI 所見との関連を chi-

square test にて検討した．両群間の連続変数の比較は

Mann-Whitney U test にて行った．統計学的解析には

JMP 9○R (SAS Institute Inc. Cary，NC，USA) を使用し

た．本研究は防衛医科大学校倫理委員会の承認を得て

行った．

結 果

Pre biopsy 群，post biopsy 群の術前因子の比較を

Table 1 に示す．両群間で手術前 PSA 値，T stage の

分布，生検組織の Gleason score，生検コア数，生検陽

性コア率に有意差を認めなかった．post biopsy 群にお

ける生検から MRI 撮影までの期間は平均42.8日で

あった．

Table 1. Patient preoperative characteristics

Pre biopsy 群 Post biopsy 群 p 値

患者数 26 110

PSA (ng/ml，SE) 10.73（0.91) 8.97（0.46) 0.8024

Clinical T stage 0.9326

T1c 17 75

T2a-b 8 30

T2c 1 5

生検 Gleason score 0.396

6≥ 7 50

3＋4 12 38

4＋3 5 16

8≤ 2 6

平均生検コア数
(SE) 14.15（0.78) 12.92（0.38) 0.1552

平均陽性コア率
（％，SE) 27.76（0.03) 21.97（0.01) 0.0819

生検から MRI
までの平均期間
（日)

42.87（4.14)

Table 2. Pathological parameters in pre- and post-
biopsy groups

Pre biopsy 群 Post biopsy 群 p 値

患者数 26 110

全摘標本
Gleason score 0.031

6≥ 0 22

3＋4 19 54

4＋3 7 28

8≤ 0 6

被膜外浸潤
（％) 5 （19.2 ) 26 （23.6 ) 0.168

精嚢浸潤（％) 1 （ 3.8 ) 3 （ 2.7 ) 0.5266

平均腫瘍数
(SE) 2.19（ 0.23) 2.29（ 0.11) 0.6944

Index cancer
平均腫瘍径
(mm，SE)

18.15（ 1.44) 17.63（ 0.70) 0.7461

Index cancer
局在 (zone) 0.5042

PZ 22 （84.6 ) 93 （84.5 )

TZ-CZ 4 （15.4 ) 17 （15.5 )

Index cancer
局在 (direction) 0.8191

Ant 16 （61.5 ) 65 （59.1 )

Post 10 （38.5 ) 45 （40.9 )

神経線維周囲
浸潤（％) 21 （80.8 ) 82 （74.5 ) 0.5056

リンパ管浸潤
（％) 3 （11.5 ) 11 （10.0 ) 0.8164

血管浸潤（％) 9 （34.6 ) 27 （24.5 ) 0.2952

前立腺全摘標本の病理学的因子の比較を Table 2 に

示す．被膜外浸潤陽性率，精嚢浸潤陽性率，癌病巣

数，index cancer の平均腫瘍径，腫瘍局在分布，神経

線維周囲浸潤陽性率，リンパ管浸潤陽性率，脈管浸潤

陽性率に有意差はなかったが，摘出標本 Gleason score
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Table 3. Detectability in pre- and post-biopsy
groups

Pre biopsy Post biopsy

MRI で認識可能 25 85

MRI で認識不可能 1 25

合計 26 110

Table 4. Pathological extracapsular invasion in the
cases without extracapsular invasion on
MRI

Pre biopsy Post biopsy

被膜外浸潤なし 22 84

被膜外浸潤あり 3 20

合計 25 104

6 以下の例は pre biopsy 群に比べて，post biopsy 群の

方が有意に多かった (post biopsy 群22例/110例，pre

biopsy 群 0例/26例，p＝0.031，Table 2）． MRI によ

る index cancer の術前検出能に関する感度は，pre

biopsy 群が 96. 2％（25例 /26例）で，post biopsy 群

（77.3％，85例/110例）よりも有意に高かった (p＝

0.012，Table 3）．MRI での被膜外浸潤の陰性的中率

は，有意差はなかったが，pre biopsy 群が84.6％（22

例/25例），post biopsy 群が80.7％（84例/104例）で，

pre biopsy 群の方が高い傾向であった (Table 4）．

Post biopsy 群の29.1％（32例）において生検後出血

によるアーチファクトの残存が認められた．生検から

MRI 撮影までの期間は，アーチファクトが認められ

なかった群では平均43.7日，認められた群では平均

41.0日で，両群間に有意な関連は認められなかった

(p＝0.5769）．また，生検後 MRI までの期間を，28

日をカットオフとして二層化して診断能を比較した

が，期間が長い群でも診断能が向上することはなかっ

た (p＝0.6323，Table 5）．

アーチファクトが認められなかった78例において，

MRI による index cancer の検出能に関する感度は

Table 5. Correlation between MRI detectability
and interval between biopsy and MRI

生検と MRI の間隔 ≦28日 ＞28日

MRI で認識可能 23 62

MRI で認識不可能 8 17

Table 6. Correlation between MRI detectability
and post-biopsy bleeding

出血の影響なし 出血の影響あり

MRI で認識可能 65 20

MRI で認識不可能 13 12

合計 78 32

Table 7. Correlation between pathological extra-
capsular invasion and post-biopsy bleeding
in the cases without extracapsular inva-
sion on MRI

出血の影響なし 出血の影響あり

被膜外浸潤なし 59 25

被膜外浸潤あり 14 6

合計 73 31

83.3％（65例）であったのに対して，アーチファクト

が認められた32例では62.5％（20例）と有意に低かっ

た (p＝0.022，Table 6）．

Post biopsy 群において，MRI での被膜外浸潤の陰

性的中率はアーチファクトを認めた群では80.6％（25

例）であったのに対してアーチファクトを認めなかっ

た群では80.8％（59例）と有意差は認めなかった

(p＝0.3133，Table 7）．

考 察

近年，MRI は前立腺癌の検出，病期決定に重要な

役割を果たしている．従来，MRI は前立腺生検によ

る組織学的診断が確定した症例に対して病期診断の目

的で行うことが多かったが，出血によるアーチファク

トの回避8)，狙撃生検の可能性9)，MRI 精度の向上に

より不要な生検を回避できること8)，などから生検前

MRI を推奨する意見が散見される．しかし，具体的

に生検前 MRI と生検後 MRI の比較をした報告はな

い．今回，われわれは前立腺生検前，および生検後に

前立腺 MRI を行った症例を対象に前立腺摘出標本を

比較し，MRI を施行するタイミングが MRI の精度に

与える影響を検討した．

前立腺生検後の出血は T2 強調画像で低信号域とし

て描出され，腫瘍との鑑別が困難であり画像診断の妨

げになる．また出血によるアーチファクトは拡散強調

画像での評価を困難にする場合がある．Girouin らは

前立腺生検から MRI 施行まで，これまで推奨されて

きた 3週間をあけた場合，14.1％（130/920）の病巣

で出血の影響を受けたと報告している12)．また，

White らは前立腺生検から21日未満に MRI を施行し

た群では81％（21/26），21日以上の群では49％（23/

27）で出血巣が確認され，正確な病期診断ができたの

は21日未満の群で46％，21日以上の群では83％であっ

たとしている13)．また，出血によるアーチファクト

が吸収されるためには 2∼ 4カ月を要するとの報告も

ある8)．われわれの検討においては，生検後平均42.8

日と 3週間以上の期間をおいて MRI を施行したもの

の，29.1％の症例で出血の影響を認めた．また，生検

から MRI 施行までの期間とアーチファクト残存の有

無に有意な関連は認めなかった．生検から十分な時間

高橋，ほか : 前立腺癌・MRI 771



をおいても，MRI の診断精度に少なからず悪影響を

与えるといえる．このような背景は生検前 MRI を推

奨する大きな理由になっている．

生検前 MRI に関する報告として，Villers らは24例

の症例について，前立腺生検前 dynamic contrast en-

hanced MRI (DCE MRI) 所見と前立腺摘出標本を比

較検討している14)．56個の全腫瘍を対象とした場合，

MRI の感度55.4％，陽性的中率88.6％，0.5 cc 以上

の腫瘍を対象とした場合，感度90％，陽性的中率77％

であったと報告している14)．また，Nishida らは116

例の症例について，前立腺生検前 MRI と前立腺摘出

標本を比較検討し，MRI の感度56.9％（66/116）で，

そのうち index cancer の割合は74.2％（49/66）で

あったと報告している9)．われわれの検討では pre

biopsy 群の感度は96.2％と比較的良好な結果であっ

た．その理由として，MRI 所見で前立腺癌が疑われ

なかった症例の中に生検を回避した症例があったこと

による selection bias が考えられる．生検前 MRI は出

血によるアーチファクトを避け，より正確な局在診断

が可能になることから，トリアージテストとして用い

られる可能性がある．しかし，その場合に小径，低悪

性度例が見逃される可能性が指摘されている14,15)．

116例の前立腺癌患者を評価した Nishida らの報告に

よると，MRI で index cancer を正確に検出できなかっ

た67例（57.8％）の Gleason score は 6以下， 7，8以

上がそれぞれ20例（29.9％），44例（65.7％）， 3 例

（4.5％）で，正確に検出できた49例（42.2％）ではそ

れぞれ 3例（6.1％），28例（57.1％），18例（36.7％）

であり，正確に検出できなかった群の方が Gleason

score が低かったとしている9)．また，正確に検出で

きなかった67例中の17例（14.7％）の患者では検出さ

れた病変が index cancer とは異なっており，その際検

出された小病変は index cancer よりも Gleason score が

高かったとしている9)．ま た，Zakian らは MR

spectroscopic imaging での前立腺癌検出率は56％で，

Gleason score 3＋3 の症例に限ると44％，Gleason score

4＋4 以上の症例に限ると89％の検出率であったと報

告しており，高悪性度癌の方が MRI で検出されやす

いことを示唆している15)．高悪性度癌で MRI の検出

能が高い要因として，Schlemmer らは早期からの造影

効果を報告しており16)，Yoshimitsu らは ％ tumor

volume が大きい傾向があること，ADC value が低い

傾向があることを挙げている17)．また，Ikonen らは

高悪性度癌ほど，T2 signal intensity が低い傾向がある

としている18)．腫瘍サイズに関しては Villers らは

TRUS や MRI で検出できる病変の限界を 0.2 cc（直

径 7 mm) としており，小径腫瘍の検出能の限界を示

唆している14)．

このように生検前の MRI は診断の正確性を向上で

きるが，医療コストの増加も考慮しなければならな

い．われわれの施設では生検前の MRI を保険適応と

して施行しているが，地域によっては保険が適応され

ない場合もあるものと推察される．MRI は造影検査

を含めた場合，30,000円以上する高価な検査であり，

患者の負担，医療費の増加を伴う．海外での報告で

は，不要な前立腺生検や治療の減少により MRI 施行

のコストを解消できるとするものもあるが8)，MRI

の結果によって生検を回避するには，スクリーニング

検査としての精度向上が必須である．また，MRI の

施行を外科的手術の適応になる症例に限定して行うな

どの対策が必要となるだろう．

本研究にはいくつかの問題点がある．第一に症例

数，特に生検前症例数が少ない点である．第二に，観

察期間中に前立腺癌を疑い，MRI を施行した症例の

中には MRI で癌を積極的に疑う病巣がなかったため

に，生検を回避した症例が認められたことによる

selection bias が否めないことである．Pre biopsy 群に

前立腺全摘標本 Gleason score 6 以下の症例が 1例も認

められなかった原因は，前述のように MRI の結果で

生検を回避した症例の中に，Gleason score 6 以下の前

立腺癌が含まれていた可能性が否定できない．生検後

の出血によるアーチファクトは生検後に時間をおいて

も MRI 診断精度に悪影響を与える．一方，生検前

MRI はトリアージテストとして用いた場合に小径，

低悪性度例を見逃す可能性もあり，コストの問題もあ

る．様々な側面からの検討が必要であると考えられ

た．

結 語

生検後の出血によるアーチファクトは長期間にわ

たって MRI の診断精度に悪影響を与える．MRI 診断

精度は生検前 MRI の方が高いが，コスト面での問題

や，トリアージテストとして行った場合の低悪性度癌

検出能の問題など，クリアすべき問題が存在する．
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