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前立腺再生検における初回生検前と

再生検前 MRI 所見比較の有用性

澤崎 晴武1，千菊 敦士1，今村 正明1

高橋 毅1，小倉 啓司1，小林 久人2

1大津赤十字病院泌尿器科，2大津赤十字病院放射線科

USEFULNESS OF COMPARING OF MAGNETIC RESONANCE

IMAGING (MRI) FINDINGS PRIOR TO REPEAT BIOPSY

AND NEGATIVE INITIAL BIOPSY AS A DECISION-

MAKING METHOD FOR REPEAT PROSTATE BIOPSY

Harutake Sawazaki1, Atsushi Sengiku1, Masaaki Imamura1,

Takeshi Takahashi1, Keiji Ogura1 and Hisato Kobayashi2

1The Departments of Urology, Japanese Red Cross Otsu Hospital
2The Departments of Radiology, Japanese Red Cross Otsu Hospital

We retrospectively reviewed the data from a cohort of 44 patients with one initial negative transrectal

ultrasound-guided prostate biopsy who underwent a repeat biopsy from 2006 to 2013. At each biopsy

session, we checked patient age, serum prostate specific antigen (PSA), prostate volume, PSA density, PSA

velocity, months from the initial biopsy session, multiparametric magnetic resonance imaging (MRI) findings

(T2-weighted, dynamic contrast-enhanced and diffusion-weighted, 1.5 Tesla pelvic-phased array) prior to

repeat biopsy and initial negative biopsy. Mean age was 68.2±8.82 years. PSA was 11.5±7.65 ng/ml

before repeat biopsy. Prostate cancer was detected in 15 (34.0%) patients at repeat biopsy. In univariate

and multivariate analysis, positive MRI findings before repeat biopsy were significant independent predictors

of a positive repeat biopsy. At per patient analysis, the sensitivity, specificity, positive and negative predictive

values were 66.6, 68.9, 71.4 and 80.0% for MRI before repeat biopsy. No suspicious lesion on MRI before

repeat biopsy was relevant to negative biopsy. According to the comparison of MRI findings prior to repeat

biopsy and negative initial biopsy, suspicious MRI findings at the peripheral zone before repeat biopsy and

initial negative biopsy were relevant to a high cancer detection rate (83.3%) at repeat prostate biopsy.

These results suggested that the absence of a suspicious lesion on MRI before repeat biopsy could guide the

avoidance of repeat biopsy and suspicious MRI findings at the peripheral zone before repeat biopsy and

initial negative biopsy could guide repeat biopsy.

(Hinyokika Kiyo 60 : 165-170, 2014)
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緒 言

前立腺初回生検陰性で PSA が異常値を示す場合，

再生検の適応や時期について明確な指針はない1)．前

立腺癌診療ガイドライン2012年度版によると，再生検

での癌検出率は約20％で，％ free PSA（25％以下）が

有用なパラメーターとして推奨されているが，癌予測

には限界がある（推奨グレード B )2)．前立腺生検前

の MRI は癌検出に有用との報告がある3)が，初回生

検前と再生検前の MRI 所見を比較検討し再生検での

癌検出率との関連を調べた報告はない．今回，再生検

を施行した症例に関して PSA 関連パラメーターおよ

び生検前 MRI 所見（初回，再生検）について後ろ向

き研究したので報告する．

対 象 と 方 法

2006年から2013年までの間，前立腺初回生検陰性

で，前立腺再生検を 1 回施行した84例中，生検前

MRI（初回，再生検）を施行した44例を対象とした．

再生検の適応は各主治医に一任されたが，年齢，PSA

の変化，前回生検時の病理所見，直腸診の異常，生検

前 MRI 所見をもとに総合的に判断した．生検方法は

ALOKA 社製経直腸的超音波をガイドとしてバード社

製 18 G バイオプシーガンを用い，左葉および右葉か

らそれぞれ 5 カ所 (apex，base，middle 1 カ所と far

lateral 2カ所），計10カ所生検を基本とした．再生検

のプロトコールは初回生検と同一で，生検箇所を増加

したり，ターゲット生検を追加したりは原則施行して
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Table 1. Patient characteristics and results of repeat biopsy

All patients (n＝44) Cancer positive (n＝15) Cancer negative (n＝29) P-value

Age, years 68.2±8.82 68.4±11.4 68.0±7.35 0.90

PSA at initial biopsy, ng/ml 6.98±3.33 7.04±4.10 6.94±2.93 0.93

PSA at repeat biopsy, ng/ml 11.5±7.65 10.2±4.69 12.2±8.80 0.32

Prostate volume, ml 49.1±28.9 40.1±21.4 53.7±31.4 0.10

PSAD 0.28±0.18 0.28±0.14 0.28±0.20 0.92

PSAV 4.43±8.73 1.83±1.78 5.77±10.4 0.06

Time initial and repeat biopsy, months 27.3±17.4 28.6±17.2 26.7±17.8 0.72

Table 2. Patient characteristics and pathological features in positive repeat biopsy group

No Age PSA Positive biopsy core number (n) Gleason score Site of positve biopsy Risk strata

1 82 14.3 3 4＋4 rt apex, rt far lateral×2 High

2 58 10.2 3 4＋4 rt far lateral, lt base, lt far lateral High

3 65 6.92 2 4＋4 lt far lateral×2 High

4 50 3.88 2 4＋4 lt far lateral×2 High

5 66 7.63 1 4＋3 rt far lateral Intermediate

6 56 4.03 2 3＋4 lt base, lt far lateral Intermediate

7 72 11.8 2 4＋4 lt apex, lt far lateral High

8 58 9.84 2 3＋4 lt middle, lt far lateral Intermediate

9 79 9.7 2 3＋4 lt middle, lt far lateral Intermediate

10 78 21.9 4 4＋3 lt apex, rt base, rt far lateral×2 High

11 51 8.2 1 4＋4 rt apex High

12 77 16.4 2 3＋4 lt apex, rt far lateral Intermediate

13 80 12.4 1 3＋3 lt far lateral Intermediate

14 74 7.56 4 4＋4 rt apex, lt apex, lt far lateral×2 High

15 81 8.8 1 3＋3 lt far lateral Low

いない．

MRI (Philips 社製 Achieva) は全例生検前に施行し，

1.5 tesla，phased array coil を使用した．Dynamic study

および拡散強調画像も合わせて施行した．常勤の放射

線科医師が読影し，T2 強調像にて低信号，dynamic

study にて早期濃染，拡散強調画像による拡散制限を

呈するものを陽性所見とした．

検討した項目は，○1再生検にて発見された癌（再生

検癌）の陽性率，再生検癌の病理学的特徴 (Gleason

score，生検陽性本数，生検陽性部位など），○2 再生検

癌陽性を予測する因子 : 年齢，total PSA（ルミパルス

プ レ ス ト ○R），PSA density (PSAD），PSA velocity

(PSAV），前立腺体積，初回生検から再生検までの期

間（月），再生検前MRI所見，○3 再生検前 MRI 所見

と再生検癌検出との関係 (accuracy，感度，特異度，

陽性反応予測値，陰性反応予測値），○4 生検前 MRI

所見（初回，再生検）の比較と再生検癌検出率との関

連，である．％ free PSA は測定されていないことが

多く，今回は検討項目から除外した．

統計学的解析は，student t-test，χ2-test，multivariate

logistic regression analysis を用い，P＜0.05 を有意差あ

りとした．

結 果

再生検を施行した44例中，癌陽性は15例（34.0％）

であった．再生検での患者背景を Table 1 に示す．癌

陽性群では前立腺体積が小さい傾向がみられたが，有

意差を認めなかった (P＝0.10）．再生検癌15例の病理

学的特徴について Table 2 に示す．陽性コア数の中央

値は 2本（ 1本∼ 4本），Gleason score は highest score

で 3＋3 が 2例，3＋4 が 4例，4＋3 が 2例，4＋4 が

7例であった．D’Amico リスク群分類では低リスク

群 1例，中リスク群 6例，高リスク群 8例で，15例中

14例が中リスク群以上の癌であった．

再生検での癌陽性を予測する因子として，年齢，

PSA 値（初回，再生検），前立腺体積，PSAD，再生

検前 MRI 所見について χ2 test および multivariate

logistic regression analysis を施行した (Table 3）．単変

量解析，多変量解析にて共に再生検前 MRI 陽性所見

が，再生検での有意な癌予測因子として認められた

（単変量解析 : P＝0.02，多変量解析 : P＝0.04，odds

ratio 3.98）．また，再生検前 MRI 所見と再生検癌検
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Table 3. Predictors of prostate cancer detection after an initial negative biopsy

All patients (n＝44) Cancer positive (n＝15) Cancer negative (n＝29)
(chi-square) (Logistic regression)

P-value Odds ratio P-value

Age, years

＞70 21 8 13
0.59 1.02 0.56

≦70 23 7 16

PSA at initial biopsy, ng/ml

＞10 9 3 6
0.95 1.06 0.67

≦10 35 12 23

PSA at repeat biopsy, ng/ml

＞10 19 6 13
0.75 0.99 0.96

≦10 25 9 16

Prostate volume, ml

＞30 34 11 23
0.65 0.97 0.31

≦30 10 4 6

PSAD, ng/ml/ml

＞0.3 15 6 9
0.55 0.50 0.85

≦0.3 29 9 20

MRI before repeat biopsy

Positive 19 10 9
0.02 3.98 0.04

Negative 25 5 20

泌60,04,01-1

Fig. 1. Comparing of magnetic resonance imaging (MRI) findings prior to repeat biopsy and
negative initial biopsy.

澤崎，ほか : 前立腺再生検・生検前 MRI 167



Table 4. Predictors of prostate cancer detection after an initial negative biopsy

References No Pts Cancer detectoion rate (n) Predictors of prostate cancer detection after an initial negative biopsy

Benecchi4) 419 31.0％ (130) DRE, ％ free PSA, PSAD, PSAV, HGPIN

Moussa6) 408 31.6％ (129) PSA, cumulative number of negative cores previously obtained, HGPIN, ASAP,
prostate volume, familial history of prostate cancer

Gann7) 1,871 24.8％ (465) Age, DRE, PSA, HGPIN/atypical gland, prostate volume, number of repeat biopsy

Nakagami8) 361 17.0％ ( 60) PSATZ density, number of repeat biopsy cores

PSAV : PSA velocity, PSAD : PSA density, TZ : transition zone.

Table 5. Evaluation of T2-weighted and DCE MRI before repeat biopsy

n MRI (Tesla, Coil) Biopsy Cancer detection
(％)/MRI Sensitivity (％) Specificity (％) PPV (％) NPV (％)

Hara11) 59 1.5 T, phased array, endorectal TRUS 44.1 T2/DCE 82.6 57.6 63.3 78.9

Cheikh12) 93 1.5 T, phased array TRUS 24.7 T2 47.8 44.3 20.4 79.5

DCE 82.6 15.7 23.2 100

Portalez13) 68 1.5 T, endorectal TRUS 41.2 T2 48 87 29 94

DCE 29 93 33 92

Our study 44 1.5 T, phased array TRUS 34.0 T2/DCE 66.6 68.9 71.4 80.0

TRUS : transrectal ultrasound biopsy, DCE : dynamic contrast enhanced, PPV : positive predictive value, NPV : negative predictive value.

出との関係については，accuracy 67.3％，感度

66.6％，特異度68.9％，陽性反応予測値71.4％，陰性

反応予測値80.0％であった．陰性反応予測値が高く，

再生検を回避する目安として MRI 所見は参考となる

と考えられた．

初回生検前 MRI 所見と再生検前 MRI 所見の比較

および再生検での癌検出について Fig. 1 に示す．生検

前 MRI 所見にて，初回，再生検時ともに辺縁域 (PZ

領域）に癌が疑われた場合に，再生検にて83.3％（ 5

例/ 6例）と高い癌検出率を認め， 5例中 4例におい

て MRI 陽性部位と生検陽性部位が一致していた．残

り 1例については，初回生検前 MRI，再生検前 MRI

ともに尖部に癌が疑われたが，再生検では右辺縁域

(PZ 領域）に癌を認めた．初回生検前 MRI は正常

で，再生検前 MRI にて移行域 (TZ 領域）に癌を疑

われた 2例中 2例に癌を認めたが，再生検では 2例と

もに辺縁域に癌を認め，MRI 所見と生検陽性部位は

一致しなかった．初回生検前 MRI では移行域 (TZ

領域）に癌が疑われ，再生検前 MRI は正常であった

2例中 2例に癌を認めたが，再生検では 2例ともに辺

縁域 (PZ 領域）に癌を認めた．初回生検前 MRI と再

生検前 MRI 所見を比較することは有用で，特に初

回，再生検時ともに辺縁域 (PZ 領域）に癌が疑われ

た場合に再生検を施行する目安となると考えられた．

考 察

前立腺初回生検陰性で再生検を施行した場合の癌検

出率は約20∼30％であり2,4)，今回の結果（癌陽性

率 : 34.0％）はやや高値であった．前立腺初回生検陰

性で，PSA 異常が続く場合にどのタイミングで再生

検するか，再生検の本数は何本が望ましいか，生検部

位をどうするかについて詳細な指針はない1)．主要な

ガイドラインを調べてみると，AUA ガイドラインで

は saturation biopsy（20カ所以上の生検）を施行，

NCCN ガイドラインでは 2回以上生検陰性の場合に

saturation biopsy を検討，EAU ガイドラインでは PSA

上昇，直腸診異常，atypical small acinar proliferation

(ASAP) の存在および high grade PIN (HGPIN) を

multifocal に認めた場合に再生検の適応とし，MRI に

て前立腺尖部の異常所見の有無を確認し TRUS ある

いは MRI ガイド下生検を検討する，と記載されてい

る1)．しかし，Ashley らは5)，従来の生検法（12∼18

カ所生検）と saturation biopsy（24カ所以上生検）を

前向きに比較したが癌検出率に有意差はなかったこと

を示し，saturation biopsy を施行することで合併症や

費用が増加することについても指摘している．

再生検における癌検出の効率化を図る方法として

PSA 関連パラメーター，MRI による画像検査，MRI

ガイド下ターゲット生検などが文献上報告されてい

る．PSA 関連パラメーターでは4,6~8)，年齢，再生検

時 PSA，累積生検本数，HGPIN，ASAP，前立腺体

積，家 族 歴，直 腸 診 所 見，％ free PSA，PSAD，

PSAV，PSATZ density，再生検回数，再生検での生検

本数が挙げられているが，どの因子が有用であるかに

ついては報告により様々である (Table 4）．今回の検

討では，再生検前 MRI 所見陽性以外に有意な予測因

子は認められなかった．Benecchi ら4)，Moussa ら6)

は，解析結果をもとに再生検のノモグラムを報告して
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いるが，ノモグラムを使用するかについては精度や有

用性を large population で検証する必要がある9)．

マルチパラメトリック MRI は，前立腺癌の検索に

おいて感度と特異度が高く，生検前に施行することで

TRUS 単独の針生検より癌検出率は改善する3)．

Lawrentschuk ら10)によると，生検陰性で PSA 高値が

つづく例（ 6 文献，215人）について MRI または

MRI/MRI spectroscopy 所見と再生検の結果を検証し

ており，感度57∼100％，特異度44∼96％，accuracy

67∼85％であった．また，原ら11)，Cheikh ら12)，

Portalez ら13)も再生検前 MRI の有用性を報告してお

り，今回の結果と合わせて Table 5 にまとめた．感

度，特異度とも Lawrentschuk らの報告とほぼ相当で

あった．なかでも陰性反応予測値は高値であり，

MRI 所見陰性は再生検を回避する目安となると考え

られた．また，今回の検討にて明らかになったが，生

検前 MRI 所見にて初回，再生検時ともに辺縁域 (PZ

領域）に癌が疑われる場合に再生検にて高い癌検出率

（83.3％）を認め，MRI 所見と再生検陽性部位の一致

率も高く，今後再生検を施行する場合の目安となると

考えられた．

生検方法としては，MRI ガイド下ターゲット生検

または MRI/US fusion technique にて再生検で高い癌

検出率を得た報告が近年散見される．Durmus ら3)は，

経直腸エコーガイド下生検が 1回以上陰性で1.5テス

ラマルチパラメトリック MRI を再生検前に施行し 1

カ所以上癌疑い領域を指摘できた87例に対して，1.5

テスラ MRI ガイド下ターゲット生検を施行（平均生

検本数 : 3本）し，36例で癌を認め（癌検出率42％），

36例中30例で D’Amico リスク群分類の中リスク以上

の癌であったことを報告し，saturation biopsy と比較

して低侵襲で高率に癌検出できることから MRI ガイ

ド下ターゲット生検が first line になる可能性について

言及している．また，Hambrock ら14)も，経直腸エ

コーガイド下生検 2 回陰性71例に対して 3 テスラ

MRI を施行し癌疑い領域を認めた68例に対して， 3

テスラ MRI ガイド下ターゲット生検を施行（平均生

検本数 : 4本）し，40例で癌を認め（癌検出率59％），

40例中37例で臨床的に重要な癌であったことを報告し

ている．Vourganti ら15)は， 1回以上生検陰性歴を有

し 3テスラ MRI にて癌疑い領域を認めた195例に対

して12カ所経直腸エコーガイド下生検を施行した後に

MRI/エコー fusion biopsy にてターゲット生検を施行

（平均生検本数 : 5本）し，73例に癌を認めたこと

（癌検出率37.4％）を報告し，有用な方法であるとし

ている．初回生検陰性で PSA 持続高値を示す場合に，

医療経済上も不必要な生検を減らし効率よく癌を検出

する方法が望まれており，ノモグラムや生検前 MRI

の活用および，MRI ガイド下ターゲット生検，MRI/

エコー fusion biopsy の利用を今後考慮していく必要が

あると考えられた．

結 語

前立腺再生検を施行する明確な指針はまだ存在して

いない．今回の検討の結果，再生検前 MRI 所見陽性

は，単変量および多変量解析にて再生検での有意な癌

検出予測因子であった．特に，初回，再生検前 MRI

にてともに辺縁域 (PZ 領域）に癌が疑われる場合に

は，再生検にて高い癌検出率を認め，再生検を施行す

る目安となると考えられた．また，再生検前 MRI 所

見が陰性の場合は生検を回避する目安になると考えら

れた．今後，不必要な再生検を減らし効率よく癌を検

出することが望まれており，ノモグラムの活用，生検

前 MRI の施行，MRI ガイド下ターゲット生検や

MRI/エコー fusion biopsy の施行について考慮すべき

であると考えられた．
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