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腎がん・膀胱がん
前立腺がん・腎盂尿管がん
腎がん・膀胱がん・前立腺がん・腎盂尿管がんの
受診から診断、治療、経過観察への流れがわかります。



は じめに

腎臓は、背部の肋骨下端の高さにあ

る臓器で、尿を作ったり、血圧を調節

するホルモンや造血に関係するホルモ

ンを産生したりしています。腎がんは

主に腎臓の近位尿細管上皮を由来とす

るがんで、50歳代から70歳代で発生す

ることが多く、女性よりも男性に多く

見られます。その危険因子としては肥

満や喫煙が挙げられ、喫煙は腎がんの

リスクを２倍にするといわれていま

す。北欧で罹患率が高く、乳製品の消

費量と相関しているとの報告もありま

す。また、フォン・ヒッペル・リンド

ウ（vonHippel-Lindau：VHL）病や

結節硬化症、多発性のう胞腎をもつ患

者では、腎がんの発生が多くなること

が報告されています。

腎がんの罹患率は、人口10万人あた

り男性12.9人、女性6.2人（2001年）で

あり、年々増加しています。2005年の

調査によると、死亡率は人口10万人あ

たり男性で6.6人、女性で3.3人、男女

とも12番目に多いがんです。2011年の

国立がん研究センター・がん対策情報

センターの地域がん登録全国推計値で

は、2025年には腎がん患者の50％以上

が75歳以上の高齢者となることも予想

されています。

診 断

腎がんの典型的な症状は、腫瘍の進

行による血尿、腹部のしこりや疼痛と

いわれていましたが、近年では健診の

普及や医療機器の進歩により、症状が

出現するまえに超音波検査やCTなど

により見つかることが多くなっていま

す。

超音波（エコー）検査

被曝の心配もなく、手軽に行えるた

め、スクリーニングの検査によく用い

られます。腫瘍が腎臓の外側にあり突

出している場合は小さな腫瘍でも見つ

かることがありますが、腎臓の中に埋

もれていたり、腎臓の内側にある場合

は見つけることが難しいこともありま
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す。腎臓の良性腫瘍である腎血管筋脂

肪腫（アンギオミオリポーマ）では、

通常の腎がんと比べて明るく映ること

が多く、鑑別に有用なことがあります。

CT

腎がんの診断では、ダイナミック造

影CTによる検査が最も有用とされて

おり、正常な腎組織に比べて、がんで

は造影剤によって早期に染まって消失

していく特徴があります。また、リン

パ節や肺などの転移の確認にも有用で

す。ただし、腎臓の機能が低下してい

る場合は造影剤を使用することができ

ず診断が難しいことがあります。

MRI

CTによる検査で特徴的な腫瘍では

ない場合や、腎臓の機能が低下してい

る場合に行うことがあります。

骨シンチグラフィー

腎がんでは骨に転移することもある

ため、悪性度の高いがんや進行したが

んでは骨転移を確認する必要がありま

す。

腫瘍生検

画像により診断が難しい場合や、手

術によってがんの種類を確認できない

場合は、超音波またはCTを使用して

腫瘍に針を刺して組織を確認します。

外 科的治療

腎がんの治療の基本は手術療法によ

るがんの摘出であり、治療法の選択に

おいても手術療法が中心になります。

九州大学病院泌尿器科では手術適応を

含めて、それぞれの状況に応じた適切

な治療法を選択して治療を行っていま
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す。

手術においては、従来の開腹による

根治的腎摘除術に加えて、1999年から

腹腔鏡を用いた根治的腎摘除術を積極

的に行っています。低侵襲という点に

おいては開放手術に比べて勝ってお

り、安全性、有効性についても問題な

いことが示されています。当科におけ

る臨床病期T1の腎がん（径７cm以下

の転移のない腎がん）では、術後の長

期成績においても腹腔鏡を用いた手術

は従来の開腹術と比べて全く遜色ない

ことが示されました（図１）。

手術法における最近の動向として、

腎温存術（腎部分切除術）の導入があ

ります。小径のがんであれば腎温存術

を行っても良好な長期予後が得られる

ことが報告されたため、当科でも2000

年以降、積極的に行ってきました。近

年では、手術支援ロボット“ダビンチ”

の導入により、ロボット支援による腎

部分切除術が増加しています。

内 科的治療

転移を有する腎がんや再発した腎が

んで、転移巣が摘出できない場合には、

薬による治療が必要となります。腎が

んには抗がん剤や放射線治療がほとん

ど効かないため、これまでインター

フェロンαやインターロイキン２など

の免疫療法を行ってきましたが、奏効

率は概ね15〜20％で、決して満足でき

るものではありませんでした。ところ

が、2008年から、「根治切除不能又は転

移性の腎細胞がん」に対して様々な“分

子標的薬”が承認され、これらの薬に

よる治療が可能となりました。分子標
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図１ 九州大学病院におけるT1/2腎がんに

対する手術成績
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図２ 九州大学病院における腎癌手術の変
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的薬とは、がん細胞の増殖にかかわる

分子（タンパク質）に作用して抗腫瘍

効果を発揮する薬物で多くのがんに用

いられています。

近年、癌に対する免疫を調節してが

んをたたく“免疫チェックポイント阻

害薬”が多くのがんで効果的であるこ

とが報告され、腎がんに対しても2016

年から使用できるようになりました。

免疫チェックポイント阻害薬では、こ

れまでにない副作用が出現することも

あり、専門の医師に相談しながら治療

をすることが必要です。

分子標的薬には

１．チロシンキナーゼ阻害薬；スーテ

ント(スニチニブ)、インライタ（ア

キシチニブ）、ネクサバール（ソラ

フェニブ）、ヴォトリエント（パゾパ

ニブ）

２．mTOR阻害薬；アフィニトール

（エベロリムス）、トーリセル（テム

シロリムス）

免疫チェックポイント阻害薬には

１．抗PD-1抗体；オプジーボ（ニボ

ルマブ）

などがあり、保険診療として使用でき

るようになりました。

また、骨に転移を認める腎がんでは、

がんの進行による骨の破壊を防止する

ため、ゾメタ（ゾレドロン酸）やラン

マーク（デノスマブ）を使用すること

があります。これらの薬剤は、骨転移

による痛みを緩和する、または症状が

出ることを遅らせる作用はあります

が、がんを抑えるためのものではあり

ません。

放射線治療

腎がんは放射線が効かないことが多

いため、放射線治療を行うことはあま

りありません。しかし、骨に転移して

骨折の可能性がある場合、神経症状や

痛みを伴う場合には、症状に対して放

射線治療を行うことがあります。

アブレーション治療

腎がんの根治療法の第一選択は外科

的治療ですが、高齢者や重篤な合併症

のため外科的切除が難しい場合は、腫

瘍に針を挿入してがん細胞を死滅させ

るアブレーション治療が行われていま

す。現在、腎がんに対するアブレー

ション治療ではラジオ波熱凝固療法と

凍結療法があり、本邦では2011年７月

から凍結療法が保険治療として認めら
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れています。九州大学病院でも2014年

５月から凍結療法による治療が可能と

なっています。

院 内がん登録情報

腎臓がんのステージ（病期）は、が

んの大きさや転移の有無などから下記

のように分類されます。

Ｉ期→腫瘍は直径7.0cm以下で腎臓

内にとどまっており、リンパ節

転移や遠隔転移はない。

Ⅱ期→腫瘍は直径7.0cm以上だが腎

臓内にとどまっており、リンパ

節転移や遠隔転移はない。

Ⅲ期→腫瘍は腎臓内にとどまってお

り、遠隔転移はないが、１個の

リンパ節転移がある。もしく

は、腫瘍は腎静脈に伸びている、

または腎臓周囲の脂肪に広がっ

ているが腎筋膜（ゲロタ筋膜）

にとどまり、遠隔転移はない。

Ⅳ期→腫瘍は腎筋膜を超えている。も

しくは、２個以上のリンパ節が

ある。もしくは遠隔転移があ

る。

当院に初診された方の約３/４

（77％）が転移のない状態で治療を受

けておられ（ステージ別症例数）、近年

では他の疾患の検査、健診や人間ドッ

グで早期に発見される癌が増えていま

す（ステージ別発見経緯）。転移が無

いステージＩ、Ⅱ期で発見された方の

５ 年 の 生 存 率 は 90％ 程 度 で す

（Kaplan-Meier生存曲線）。また、転

移がある場合でも、癌の量を減らすこ

とによって生存期間が長くなる可能性

が報告されており、腎臓のがんを摘出

した後に転移に対して薬物治療を行う

場合があります（ステージ別治療法、

ステージⅣ）。
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腎 2007-2015年症例のうち悪性

リンパ腫以外

治療前・UICCステージ

UICCについて集計を行った。

2012年よりUICC第７版へ改訂があった

が、大きな変更はなかったため通年で

データを集計した。

※症例２：自施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

症例３：他施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

※図４の生存曲線は全生存率として集

計（がん以外の死因も含む）
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Ⅰ
77％

Ⅱ 5％

Ⅲ
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Ⅳ
9％

図１ ステージ別症例数（症例２、３）

ステージ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

症例数 516 33 57 63 669

割合 77％ 5％ 9％ 9％ 100％
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図２ ステージ別発見経緯（症例２、３）
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は じめに

膀胱がんは、2011年の日本のがん統

計では、10万人当たり男性21.5人、女

性4.3人が罹患しており（病気にかかっ

た人の数）、男性に多く、泌尿器系がん

の中で前立腺がんに次いで２番目に多

いがんです。年次推移の統計では、死

亡者総数は年々増加しているものの、

これを年齢で補正した死亡率は横ばい

であることから、死亡者の増加は社会

の高齢化によるもので、膀胱がんは近

年、発生リスクを増加しておらず、ま

た早期発見や治療法の進歩による治療

の改善もあまり進んでいないことが示

されています。

膀胱がんの原因として、喫煙が最も

重要で、現在喫煙している人は吸わな

い人に比べ４倍、過去に喫煙した人は

2.3倍膀胱がんになりやすいことが判

明しています。喫煙と膀胱がんは一見

関係がないと思われがちですが、タバ

コの煙の発がん物質が、全身を回った

後、濃縮されて尿中に排泄され、膀胱

の粘膜が慢性的に発がん物質と接触し

てがんが発生すると考えられていま

す。現在の膀胱がんの患者の約半数

は、喫煙が原因であるという統計結果

も出ており、禁煙が膀胱がんの予防に

最も大切です。

膀胱がんの症状として典型的なもの

は血尿で、80％以上の患者さんに認め

られます。患者さんご自身が赤い色の

ついた尿が出ることに気づき、病院を

受診されることも多く、また、検尿異

常により泌尿器科を紹介され膀胱がん

が見つかるケースもあります。ただ、

多くの場合は、排尿する際の痛みなど

の症状がないため、受診が遅れてしま

うことも少なくありません。

膀胱がんの診断は、検尿、膀胱鏡、

尿細胞診、膀胱エコー、排泄性尿路造

影、CT、MRIなどで行います。最終的

には下記手術で、がんの組織を摘出し、

顕微鏡でがん細胞であることを診断す

る病理検査によって行います。

膀胱がんの治療は、病気の広がりと

深さによって大きく異なります。膀胱

は粘膜とその下の筋肉層からできてい

ますが、がんが筋肉まで広がっていな

い場合は、経尿道的な内視鏡手術（経

尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）で

治療します。これは、尿道から電気メ

スのループのついた内視鏡を入れ、が

んを削り取る手術で、通常１-２週間
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の入院で済みます。しかし、この手術

が上手く行えても、膀胱内に再発する

率が50％前後と高いため、何度もこの

手術を受けなければならない患者さん

も多くいます。また、膀胱の筋肉層ま

でがんが広がっている場合は、膀胱を

全部摘出する大がかりな手術が必要で

す。この場合、小腸などを使って、尿

が出る人工肛門のようなストーマを作

成したり（回腸導管）、腸で代用膀胱（新

膀胱）を作成したりして、尿を出す方

法（尿路変向）を考えなくてはなりま

せん。また、転移がある場合は抗がん

剤による化学療法が標準的な方法で、

骨に転移があり痛みが強い場合は、そ

の部位に放射線を照射したりします。

九州大学病院では、泌尿器科、放射

線科、形態機能病理の専門医が膀胱が

んの診断と治療を包括的に行っていま

す。以下に当院における膀胱がんの診

断・治療と、新しい治療の確立を目指

した臨床研究・治験についてお示しし

ます。膀胱がんの治療を受ける患者さ

んにとって有益な情報を提供できれば

幸甚に存じます。

診 断

検尿

尿の色を確認し、糖分、蛋白、赤血

球、白血球といった成分を調べる検査

です。尿中に赤血球が一定以上あるこ

とを血尿と言います。

膀胱鏡検査

尿道から内視鏡（カメラ）を入れ、

尿道や膀胱を観察します。膀胱鏡は太

さが７-８mmのライトの付いた管の

ような器具で、観察できるレンズも付

いています。最近は、曲がりやすい軟

性鏡を使うことで、検査中の痛みも軽

くなりました。下図が典型的な筋層非

浸潤性（表在性）の膀胱がんの写真で

す。
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尿細胞診

異常な細胞がないか、検尿で採取し

た尿を顕微鏡で調べます。

静脈性腎盂造影（IVP）

腎臓から排泄される造影剤を静脈に

注射し、腎臓、尿管および膀胱のX線

像を連続的に撮影します。造影剤が、

腎臓、尿管、膀胱を通過する際に、X線

像で異常を示さないか検査します。

CTスキャン

いろいろな角度から体内の詳細な像

をコンピューター断層撮影法によって

撮影します。膀胱のみならず、リンパ

節や他の臓器の転移の有無も併せて検

査できます。

MRI

磁気によって断層撮影を行う方法

で、特に膀胱がんの深さや近接リンパ

節転移の有無の診断に有用です。

骨シンチ

骨で代謝される薬を注射して、進行

癌の患者さんにおいて骨転移の有無を

検査します。

外 科的治療

経 尿 道 的 膀 胱 腫 瘍 切 除 術

（TURBT）

麻酔下に膀胱鏡を尿道から膀胱内に

挿入し、内視鏡で見ながら先端に小さ

な切除ループのついた器具でがんを切

除します。

膀胱全摘除術

がんが膀胱の筋肉層まで広がってい

る場合の標準治療です。膀胱およびが

んを含むすべてのリンパ節、隣接器官

を摘出する手術です。従来行ってきた

開腹手術に代わり、最近では腹腔鏡手

術により膀胱全摘除を行う場合がほと

んどで、患者さんの身体への負担が軽

減されています。

膀胱を摘出後には、膀胱の代わりに

尿を体外に排泄するために別の経路を

つくります（尿路変向術）。回腸導管

は、小腸を約20cm切除し、尿管を縫

い付け、出口をストーマとして体外へ

出し、集尿袋をつけて尿を出します（次

頁、左図）。新膀胱は、小腸を切開し、

袋状に縫った後、片方に尿管を吻合し、

他方を尿道に吻合し、尿道から排尿す

る方法です（次頁、右図）。

また、治癒の可能性を高めるために
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手術前後抗がん剤による化学療法を行

うこともあります。

膀胱内注入化学療法

表在性膀胱がんではTURBT後に膀

胱の中に腫瘍が再発することが多いた

め、再発を予防する目的で膀胱内へ抗

がん剤を注入することがあります。抗

がん剤を膀胱内へ入れても血液中には

入らないため、吐き気や脱毛などの副

作用はなく、頻尿など軽い副作用があ

るだけです。また、上皮内癌という特

殊な型や、再発を繰り返す場合には結

核の予防薬であるBCGを膀胱内へ入

れる治療も広く行われています。

内 科的治療

抗がん剤による化学療法

転移や全摘後の再発がある場合は、

抗がん剤による治療を行います。これ

までM-VAC療法といわれる４種類の

抗がん剤が第一選択でしたが、数年前

から、効果が同じで副作用の少ない

GC療法（ゲムシタビンとシスプラチ

ン）が第一選択薬剤となりました。ま

た、治癒の可能性を高めるために手術

の前または後に抗がん剤による化学療

法を行うこともあり、補助化学療法と

呼ばれています。

放 射線治療

放射線療法

患者さんの健康状態により膀胱全摘

除術が行えない場合や、手術を希望さ

れない場合に膀胱と骨盤に放射線外照

射を行うことがあります。この場合

は、手術に比較して、治療成績は劣り

ます。

院 内がん登録情報

2007年から2015年に九州大学病院に

来院され膀胱がんの診断を受けられた

患者さんは475例であり、これらの患

者さんに対して九州大学病院で行われ

た治療の内容について説明します。

膀胱がんは、UICCあるいは本邦の

腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約により、

ステージ０a、０is、Ⅰ〜Ⅳの臨床病期

（治療開始前の病気の進行度）に分類

されています。図１は、当院にて診断
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された膀胱がん症例を臨床病期ごとに

分類したものです。最も早期の膀胱が

んであるステージ０a（がんが粘膜内

にあり、転移のない状態）が228例と全

体の48％を占めており、膀胱上皮内癌

である０is期の34例（７％）と粘膜下

組織までの浸潤にとどまるＩ期の102

例（21％）を含めると、膀胱がん患者

さんの多くが早期がんの状態で発見さ

れていることがわかります。

図２に示すのは、患者さんの膀胱癌

が発覚した契機の一覧です。ピンクの

バーで示される「その他・不明」の内

訳の大半は肉眼的血尿（目で見てわか

る出血のまざった赤い尿）です。この

血尿は痛みなどの症状を伴わないこと

が多く、短期間で自然とおさまったり

することが特徴とされています。

ステージ０aの治療法を見ると（図

３）、214例が内視鏡手術（TURBT）と

膀胱内薬物注入だけで治療されてい

て、残りの多くの患者さんも何らかの

手術治療を受けています。また、粘膜

下まで浸潤するものの筋肉層まで広が

らないⅠ期の患者さんも多くは

TURBTと薬物療法を受けています。

ステージ０aの場合の膀胱内薬物注入

の場合は、抗がん剤の注入療法が中心

となりますが、ステージⅠの場合の薬

物注入療法はBCGの注入が中心とな

ります。また、このⅠ期の症例では、

本当に筋肉層までがんが広がっていな

いか、また１回目のTURBTでがんの

残存がないか確認するため数週間の間

隔で再度TURBTを行っています（２

nd TURBT）。

一方、筋肉層まで浸潤するが転移の

ないⅡ期、筋肉層を超えて広がるが転

移のないⅢ期の患者さんはそれぞれ55

例、29例であり、図３に示すように多

くの方が外科手術、すなわち膀胱全摘

除術を受けています。膀胱全摘除術は

最近では腹腔鏡手術を実施することが

ほとんどであり、患者さんの身体への

負担が従来の開腹手術に比べて軽減さ

れています。このステージの患者さん

に膀胱全摘除術を予定する場合には、

その治療効果を高めるために手術前に

抗がん剤を投与するネオアジュバント

療法や、手術後に病理組織検査結果か

ら再発のリスクが高いと思われる患者

さんに対して抗がん剤を投与するア

ジュバント療法が行われることがあり

ます。さらに転移のあるⅣ期の患者さ

んは経尿道的手術（TURBT）で病理

学的に膀胱がんであることを確認した

後、薬物療法（抗がん剤による全身化

学療法）を受けています。また、転移
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による痛みや血尿などの症状の緩和を

主な目的として、手術療法や放射線照

射が行われることもあります。

図４では、ステージ別に治療後の生

存率を示します。これは治療開始から

どれくらいの期間で、どれくらいの患

者さんが生存していたかを示した図で

す（生存曲線といいます）。横軸の単

位は月で、縦軸は生存率を示していま

すので、０か月（治療開始）の時点で

は生存率は1.0（=100％）となり、全て

の患者さんが生存しています。しか

し、30か月の時点をみてみると生存率

が約0.15から0.9程度まで様々であり、

その時点で90％の患者さんが生存して

いたステージもあれば、約15％の患者

さんしか生存できなかったステージも

あるということになります。このよう

にステージ０からＩまでの筋層浸潤の

ない膀胱がんの患者さんと、筋層浸潤

がんであるステージⅡやⅢの患者さ

ん、転移性がんであるステージⅣの患

者さんでは生存率に違いがあることが

わかります。

以上のように、膀胱がんはそれぞれ

の臨床病期に応じた標準的な治療があ

り、原則としてその標準治療をお勧め

しながら、患者さんの全身状態やご希

望を考慮して治療を行っています。

膀胱 2007-2015年症例のうち悪

性リンパ腫以外

治療前・UICCステージ

UICCについて集計を行った。

2012年よりUICC第７版へ改訂があった

が、大きな変更はなかったため通年で

データを集計した。

※症例２：自施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

症例３：他施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

※図４の生存曲線は全生存率として集

計（がん以外の死因も含む）

14

膀胱がん



15

Bladder Cancer

0%

20%

40%

60%

80%

100%

その他・不明
0a

がん検診・健康診断・人間ドック

他疾患の経過観察中
(入院時ルーチン検査を含む)

0is Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計
135 16 66 44 23 22 306

83 16 34 10 6 5 154

10 2 2 1 0 0 15

図２ ステージ別発見経緯（症例２、３）

0a
48％

Ⅰ
21％

0is
7％

Ⅱ
12％

Ⅲ
6％

Ⅳ
6％

図１ ステージ別症例数（症例２、３）

ステージ ０a ０is Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

症例数 228 34 102 55 29 27 475

割合 48％ 7％ 21％ 12％ 6％ 6％ 100％

0%

20%

40%

60%

80%

100%

手術＋内視鏡＋薬物治療
手術＋内視鏡的治療
手術＋薬物治療

内視鏡＋放射線＋薬物治療
内視鏡＋放射線治療

手術的治療のみ

内視鏡＋薬物治療
内視鏡的治療のみ
放射線＋薬物治療
放射線治療のみ
薬物治療のみ
治療なし

1
2
6
1
1
0
139
75
0
0
1
2

0
0
0
0
0
1
14
7
0
0
12
0

1
1
4
4
1
0
45
44
1
0
1
0

3
0
14
4
0
0
11
13
1
6
2
1

1
2
8
2
3
3
1
6
0
1
0
2

1
1
2
0
1
0
5
4
1
6
4
2

0a 0is Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合　計
7
6
34
11
6
4
215
149
3
13
20
7

図３ ステージ別治療法（症例２、３）



16

膀胱がん

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0 10 20 30 40 50 60

0a
0is

Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅳ

九州大学病院 2007-2010年症例のうち、症例２、３ UICC第6版

経過月数

生
存
率

図４ Kaplan-Meier生存曲線（膀胱）



は じめに

前立腺は男性にのみ存在する器官

で、下図のように膀胱と連続して尿道

を取り巻く様に存在しています。前立

腺がんはこの前立腺の細胞ががん化し

て無秩序に増殖する病気で、65歳以上

の男性に多く発生する典型的な高齢者

がんです。

前立腺がんは元々欧米人、特にアフ

リカ系黒人に多いがんでしたが、近年、

日本人においても急速に増加してお

り、日本人の男性のがんの中で最も多

いがんのひとつであるとのデータが出

ています。過去50年間で日本において

前立腺がんのために死亡された方は16

倍以上増加しています。この理由とし

ては、高齢者の増加、食生活の欧米化

（高脂肪食の増加、緑黄色野菜摂取不

足）、PSA検査（前立腺がんの指標と

なる血液検査）の普及などのためと考

えられます。

前立腺がんの診断と治療について以

下に述べます。

診 断

代表的な検査として、①前立腺がん

の腫瘍マーカーである前立腺特異抗原

（PSA）検査（血液検査）、②肛門から

指を入れて前立腺をさわって調べる直

腸診、③前立腺超音波検査があります。

さらにがんの疑いがあれば前立腺生検

を行います。PSA検査は、症状の全く

ない早期の前立腺がんを発見するのに

最も有用で、採血だけですむため、患

者さんの負担も少なくてすみます。ま

た、前立腺超音波検査の中でも肛門か

ら検査する経直腸的超音波検査が前立

腺全体の観察に優れており、がんの場

所を診断することも可能なことがあり

ます。当科もこの方法で検査を行って

います。

前立腺生検は陰部に対する麻酔をし

たあと、超音波で位置を確認しながら
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直腸または会陰（陰嚢と肛門の間のま

たの部分）から細い針で前立腺の組織

を少し取る検査です。針生検により前

立腺がんが発見された場合は、悪性度

やがんの占める割合などの診断を併せ

て行います。悪性度はグリソンスコア

と呼ばれる分類が使われます。さら

に、CT、MRI、骨シンチ検査などで前

立腺や全身でのがんの広がりを調べ進

行度を決定します。前立腺がんの進行

度は、①限局性前立腺がん：転移がな

い状態、②局所進行癌：転移はないが、

前立腺の外までがんが広がっている状

態、③転移性前立腺がん：リンパ節や

骨などに転移がある状態に分類できま

す。

さらに限局性前立腺がんはPSA値、

臨床病期（前立腺でのがんの広がり）、

グリソンスコアの３つの因子を用い

て、低リスク、中リスク、高リスクに

分けて治療選択を行うことが一般的と

なっています（表１、２）。

外 科的治療

原則、限局性前立腺がんが治療対象

となり、前立腺と精嚢を摘出して、尿

道と膀胱を吻合する根治的前立腺摘除

術を行います。リンパ節転移へのリス

クが高い場合は、骨盤リンパ節の摘出

も併せて行います。根治的前立腺摘除

術の代表的な合併症として、尿失禁と

性機能障害があります。尿失禁に関し

ては、数ヶ月から１年後には、ほとん
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表１ 限局性前立腺癌のリスク（危険度）分

類

PSA

10以下
10を超え
20以下

20を
超える

グリソン
スコア
と
病期

２-６
かつ

T1c-T2a
低リスク 中リスク 高リスク

７または
T2b

中リスク 中リスク 高リスク

８-10
または
T2c以上

高リスク 高リスク 高リスク

表２ 限局性前立腺癌のリスクと各治療法

の適応

治 療 法
年齢の
目安

低 リ
スク

中 リ
スク

高 リ
スク

前立腺全摘手術 〜75歳 ◎ ◎ ◎

放射線外照射 〜80歳 ◎ ◎ ◎

密封小線源治療 〜80歳 ◎ ○ ○注２

粒子線治療 〜80歳 ◎ ◎ ◎

ホルモン療法 特になし ○ ○ ○

PSA監視療法 特になし ○注１ × ×

◎推奨・○適応あり・×適応に問題あり

注１）定期的にPSA、直腸診、画像検査、針生検を行

い、悪化がみられれば治療を開始します。

注２）原則、ホルモン療法、密封小線源治療、放射線

外照射の３つを合わせて（トリモダリティと呼

ばれています）治療しています。



ど改善します。性機能に関しては、リ

スク分類に応じて、勃起に関する神経

を温存する手術方法の選択が可能です

が、完全な性機能の温存は困難です。

手術法として従来から行われている開

放手術の他に、当科では、新しい低侵

襲治療として、手術支援ロボット（ダ

ヴィンチ）による手術を積極的に行っ

ています。この手術支援ロボット手術

は開放手術より出血が少なく、創が小

さくてすみ、2012年４月から保険適応

となりました。

根治的前立腺摘除術後はPSA値を

定期的に測定して、がんの再発がない

かチェックしていきます。術後PSA

値が0.1ng/ml未満になれば完治した

と判断し、0.4ng/mlを超えたら再発

と判断して放射線治療かホルモン療法

を追加治療として行います。九州大学

泌尿器科においては術後５年の再発率

は、リスク分類によって大きく異なり

ますが、全体では約20-30％と良好な

成績です。

内 科的治療

ホルモン療法

前立腺のがん細胞は男性ホルモンに

よって増殖するという特徴があり、男

性ホルモンを抑える注射や内服薬で治

療します。ホルモン療法によりがんが

完治することはまれで、がんの進行や

症状を抑える治療であり、診断時に転

移がある方が治療対象となります。ま

た、根治治療の後に再発を起こした場

合や、転移はないものの根治治療を受

けられない方にホルモン療法を行うこ

とがあります。また、放射線治療など

の補助治療として併用することもあり

ます。副作用としては性機能障害、発

汗、顔面紅潮、体重増加、女性化乳房

等があります。長期の使用で糖尿病の

悪化や、高脂血症、骨粗鬆症、心血管

系の副作用の可能性があります。ホル

モン療法が効かなくなった病態は去勢

抵抗性と呼ばれますが、2014年から、

アビラテロン、エンザルタミドという

新規薬剤が保険収載され、使用できる

ようになり、今後はこれらの薬剤の適
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ロボット補助手術の創：
5~12mmの穴を開けて
手術します。

開放手術の創：
臍から恥骨上まで
縦に切開します。



応が広がる可能性があります。

抗がん剤治療

原則、ホルモン治療が効かなくなり、

病気が進行した方が対象で、ドセタキ

セルという抗がん剤を３-４週ごとに

点滴します。主な副作用は、倦怠感、

悪心、嘔吐、骨髄抑制（血小板低下、

白血球低下、貧血）、神経障害などで、

副作用のコントロールがつけば外来で

の抗がん剤治療が可能です。ドセタキ

セル治療が無効となった方や副作用で

治療できない方にはカバジタキセルと

いう抗癌剤が使用されます。主な副作

用は、骨髄抑制、特に白血球低下です。

放 射線治療

根治治療としては下記の３通りの方

法があります。いずれも副作用とし

て、頻便や排便痛、出血、頻尿や排尿

痛などがありますが、重篤なものは少

ないです。

外照射療法

体外から前立腺に放射線を照射しま

す。現在は、強度変調放射線治療

（Intens ity Modulated

Radiotherapy：IMRT）という高精度

放射線治療を標準治療としています。

総線量72-76Gyの照射を行い、さらな

る局所コントロール率の向上、直腸・

肛門等に対する消化管毒性の低減が可

能となってきています。一般的には週

５回で７週間前後を要し、外来通院治

療が可能です。

密封小線源療法（組織内照射法）

放射線を放出する小さな針（ヨード

125アイソトープ）を前立腺へ埋め込

む治療法です。麻酔下に超音波で確認

しながら、会陰（睾丸と肛門の間）か

らアイソトープを埋め込む手術で、手

術時間は約２時間、入院は１週間です。

一般的に、外照射より副作用が少ない

利点がありますが、治療直後は、排尿

障害が出やすい傾向があります。リス

ク分類や前立腺の大きさに応じて、ホ

ルモン治療や外照射療法を併用しま

す。

アイソトープ治療

放射線を放出するお薬を定期的に注

射し、体内から放射線治療を行います。

現在、前立腺がんに対しては、ストロ

ンチウムとラジウムという２つの治療

が行われ、いずれも骨に転移がある患

者さんに対する治療で、骨転移による
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痛みの緩和やラジウムにおいては生存

期間の延長効果が示されています。一

般的にホルモン療法などの併用が必要

です。

院 内がん登録情報

前立腺がんのステージ（病期）は、

がんの大きさや転移の有無などから下

記のように分類されます。

Ｉ期→触診または画像検査で、臨床的

に明らかでない、もしくは前立

腺に限局するが、片葉の１/２

以内にとどまる。

Ⅱ期→触診または画像検査で、前立腺

に限局するが、片葉の１/２を

超えるか両葉に進展する。

Ⅲ期→前立腺被膜をこえて進展する。

Ⅳ期→隣接臓器浸潤、リンパ節転移や

遠隔転移がある。

図１は九州大学泌尿器科における、

2007-2015年度の前立腺がんのステー

ジ別症例数、図２はステージ別発見経

緯、図３はステージ別治療法を示して

います。ほとんどの患者さんが、ス

テージⅠ/Ⅱの前立腺に限局している

がんで全体の約８割を占めています

（図１）。また、がん検診・健康診断・

人間ドックで発見された場合、早期の

ステージで発見される割合が高くなり

ます（図２）。ステージⅠ/Ⅱの前立腺

がんに対しては手術または放射線治療

が治療の中心です。これに対して、ス

テージⅢは放射線＋薬物治療（ホルモ

ン療法）が主で、ステージⅣの進行前

立腺癌においては薬物療法（ホルモン

療法）が中心となります（図３）。

Kaplan-Meier生存曲線（前立腺）に

示すように、ステージⅡやⅢの生存率

は比較的良好ですが、ステージⅣまで

進行している場合、生存率が低くなり

ます。
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前立腺 2007-2015年症例のうち

悪性リンパ腫以外

治療前・UICCステージ

UICCについて集計を行った。

2012年よりUICC第７版へ改訂があった

が、大きな変更はなかったため通年で

データを集計した。

※症例２：自施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

症例３：他施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

※図４の生存曲線は全生存率として集

計（がん以外の死因も含む）
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がん検診・健康診断・人間ドック

他疾患の経過観察中
(入院時ルーチン検査を含む)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計
229 300 64 105 698

110 202 45 51 408

192 259 34 19 504

図２ ステージ別発見経緯（症例２、３）

Ⅰ
33％

Ⅱ
47％

Ⅲ
9％

Ⅳ
11％

図１ ステージ別症例数（症例２、３）

ステージ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

症例数 531 761 143 175 1,610

割合 33％ 47％ 9％ 11％ 100％
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は じめに

腎盂・尿管は腎臓で作られた尿を集

め膀胱へ運ぶ管状の臓器で、その表面

は尿路上皮という上皮細胞に覆われて

います。腎盂・尿管から発生するでき

もの（腫瘍）は、そのほとんどが尿路

上皮から発生する上皮性腫瘍です。そ

のうち75〜80％は悪性腫瘍で、これら

を「腎盂尿管がん」あるいは「上部尿

路がん」と呼びます。

腎盂尿管がんは、泌尿器科領域の悪

性腫瘍の中でも頻度は低く、尿路上皮

がんの４〜５％程度です（尿路上皮が

んのほとんどは膀胱がんです）。腎盂

尿管がんの20〜50％程度は多発性で、

腎盂尿管内での多発のほか、膀胱に同

時あるいは後からがんが発生すること

が知られています。年齢は50〜70歳代

に多く、男女比は２〜４：１で男性に

多く見られます。

腎盂尿管がんの発がんについては現

在も不明なことが多いものの、同じ尿

路上皮がんである膀胱がんと共通する

発がん因子が知られています。中でも

喫煙と尿路上皮がんの発がんに関して

は、非喫煙者に比べ喫煙者で発癌リス

クが約３倍高くなることが知られてい

ます。そのため、腎盂尿管がん、膀胱

がんを含め、尿路上皮がん予防のため

には禁煙が重要になります。その他、

フェナセチンに代表される鎮痛薬、シ

クロフォスファミドのような抗がん剤

と腎盂尿管がん発がんの関係が知られ

ています。

症状として最も多いのは血尿です。

ご自分で赤い色の尿に気づいて来院さ

れることがあり、このように血の混

じった尿を肉眼的血尿と呼びます。一

方で、検診などでの尿検査にて血が混

じっていると指摘され発見されること

もあり、このような目で見てもわから

ない血尿を顕微鏡的血尿と呼び、両方

を合わせて広い意味での血尿と呼んで

います。その他の症状としては、側腹

部痛がみられることがありますが、近

年では腹部超音波検査にて水腎症を指

摘されて発見されることも多くなって

きました。

腎盂尿管がんの治療方針は、がんの

広がりと深さによって大きく異なりま
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す。したがって、治療方針を決定する

際は詳しく検査を行い、検査結果を総

合して病状を診断した上で、最適な治

療法を提示していきます。実際の治療

法としては、後に詳しく説明いたしま

すが手術療法（腎尿管全摘除術）が中

心です。その他、抗がん剤を使った全

身化学療法や放射線療法などを病状に

あわせて選択していきます。

診 断

尿検査

尿を採取して顕微鏡的血尿の有無の

確認や、尿路感染の合併の有無などを

確認します。

尿細胞診

尿の中にがん細胞が混じっていない

か確認します。尿細胞診検査は５段階

で評価されます。クラス１・２は悪性

所見なし、３は偽陽性、４・５では悪

性所見が強く疑われます。しかし、が

んがあっても尿細胞診では異常を認め

ないことも多く、検査結果が陰性で

あってもがんがないとは言いきれませ

ん。

膀胱鏡検査

前述のように、腎盂尿管がんより膀

胱がんの方が高頻度であることや、腎

盂尿管がんの場合には膀胱がんの合併

も高頻度にみられることから、膀胱鏡

（膀胱内を見る内視鏡）を尿道から膀

胱へ挿入して膀胱内を観察します。

腹部超音波検査（エコー）

主に、水腎症の有無や腎盂がんの確

認に用いられます。患者さんへの負担

が少なく、簡便に行える検査です。

尿路造影検査

造影剤を使用したCTやMRIなどに

より尿のながれに異常がないか確認し

ます。排泄性尿路造影検査（DIPまた

はIVP）により尿のながれを確認する

こともありますが、最近では造影CT

などが選択されることが多くなってき

ました。また、腎盂尿管がんが強く疑

われる場合には、膀胱鏡を入れ膀胱内

の尿管口（尿管の出口）からカテーテ

ル（細い管）を入れて尿を採取したり

造影検査を行ったりします（逆行性尿

路造影検査）。

尿管鏡検査

腎盂尿管がんが疑われても、これま
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での検査で診断するには十分な所見が

得られなかった場合、尿管鏡検査が行

われることがあります。尿道から膀

胱、尿管へ図のような細く長い内視鏡

を入れて尿管や腎盂を観察し、異常が

疑われる部分を採取（生検）します。

その他画像診断

CT、MRI、骨シンチなどにより、が

んの広がりやリンパ節転移、肺、骨、

肝臓などへの遠隔転移がないかを調べ

ます。

外 科的治療

腎盂尿管がんの治療は、がんの根の

深さや転移の有無によって大きく異な

ります。転移のない腎盂尿管がんの場

合には、全身状態などから可能であれ

ば根治療法として手術療法が第一選択

になります。その他の治療法として

は、化学療法、放射線療法、免疫療法

などがありますが、治療成績は残念な

がら満足いくものではありません。一

方、転移のある腎盂尿管がんの場合に

は、進行膀胱がんでも行われる全身化

学療法が行われます（詳細は後述の内

科的治療をご参照下さい）。

腎尿管全摘除術

がんのある方の腎臓から尿管、尿管

付近の膀胱の壁をひとかたまりですべ

て切除する術式です。たとえ腎盂だけ

にがんがみられたとしても、尿管を残

した場合残った尿管に高率にがんの再

発を来たすため、腎臓から尿管をすべ

て摘出します。通常腎臓は左右に１つ

ずつあり、片方を摘出したとしても、

もう一方が正常に働いていれば日常生

活において問題になることはほとんど

ありません。

また、手術前の画像検査や生検の結

果、浸潤性がんという根の深いがんで

あることが予測された症例ではリンパ

節転移の可能性が否定できないため、

リンパ節をまとめて摘出するリンパ節

郭清術が同時に行われることがありま

す。

従来は腹部あるいは側腹部から下腹

部までの大きな傷から手術を行ってい

ましたが、現在では周囲に浸潤が疑わ
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れるような一部の症例を除いて、ほと

んどの症例で腹腔鏡手術が行われてい

ます。その場合、側腹部の４〜５ヶ所

に１cm程度の小さな穴をあけて、そ

こから内視鏡などの道具を入れて腎臓

を遊離します。遊離した臓器を摘出す

る穴は必要になるため、当院では下腹

部を開放して、膀胱部の処理と臓器の

摘出を行っています。開放手術に比較

して腹腔鏡手術では出血量が少なく、

傷の痛みも軽く、術後の回復が早くな

ります。現在、九州大学病院では基本

的には腹腔鏡下腎尿管全摘術を行って

おり、５％弱の患者さんが癌の進展や

手術の既往のために開放手術を受けら

れています。

尿管部分切除

がんが下部尿管の一部のみにある場

合に、がんのある尿管とその周囲を切

除して尿管と尿管あるいは膀胱をつな

ぎ合わせる尿管部分切除術をすること

があります。しかしながら、前述のよ

うに腎盂尿管がんが多発することが多

いこと、再発の頻度も高いことなどか

ら、腎盂尿管が片方しかないような場

合などを除き標準治療とは言えず、治

療の選択についてはよく相談する必要

があります。

経尿道的腎盂尿管腫瘍蒸散術

画像検査や尿管鏡検査の結果、腫瘍

が小さく、１〜２個で根の浅い腫瘍で

あれば、レーザーを用いて内視鏡的に

腫瘍を蒸散させることがあります。特

に、腎臓が片方しかない場合、高齢で

ある場合や大きな合併症がある場合な

どでは、治療法の一つとして積極的に

考慮しています。また最近では、前述

のような方以外でも腫瘍の悪性度が比

較的低い場合には、内視鏡的治療を考

慮しています。ただし、腎盂尿管内で

の再発率が高いため頻回の尿管鏡検査

が必要であり、すべてが経尿道的手術

の適応となるわけではありません。

内 科的治療

腎盂尿管がんに対する内科的治療と

して主なものに以下の２つがありま

す。１つは、がんの局所治療として行

うBCG（ウシ型弱毒結核菌）あるいは

抗がん剤の注入療法で、もう１つは全

身療法として行うがん化学療法です。

BCG腔内注入療法あるいは抗が

ん剤腔内注入療法

腎盂尿管がんの中でも上皮内がんと

いって上皮内のみに広がるがんがある
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場合に、尿管内にステントという細い

管を入れ、この管を通してBCGを注

入します。副作用として、発熱や排尿

時痛が起こることがあります。また、

腎機能が悪いなどの理由で腎尿管全摘

除術が難しい場合などに、前述の経尿

道的腎盂尿管腫瘍切除術と組み合わせ

て抗がん剤の注入や、BCGの注入を

行うことがあります。

全身化学療法

点滴等により抗がん剤を投与して行

う治療です。腎盂尿管がんで転移のあ

る場合や、手術後に再発した場合など

で行われる全身に対する治療です。一

般的には、進行膀胱がんでも行われる

数種類の抗がん剤を組み合わせて使う

多剤併用化学療法（GC療法あるいは

M-VAC療法）が行われます。また、

手術前にリンパ節転移や浸潤が疑われ

るような進行がんの場合に、術前補助

化学療法として抗がん剤治療を行い、

その効果をみて手術を行うこともあり

ます。一方、手術後の組織検査の結果、

周囲の脂肪組織へがんが進展している

場合、血管やリンパ管などにがんが入

り込んでいる場合などは、再発の危険

性が高くなることが知られているため

補助化学療法といって予防的に抗がん

剤治療を行うこともあります。

放 射線治療

放射線治療は放射線を患部に照射す

ることによりがん細胞を傷害する治療

法で、患者さんの負担が少ないやさし

い治療法です。しかしながら、同時に

正常な組織においても細胞障害は起こ

るため、放射線のエネルギーが正常組

織に対して無視できない影響を与える

と放射線障害と呼ばれる副作用を起こ

します。がんのコントロールのために

必要な放射線のエネルギーは、それぞ

れのがんの感受性によって異なりま

す。腎盂尿管がんを含めた尿路上皮が

んでは、この感受性があまり高くない

ため効果もそれほど期待できません。

そのため、根治療法として第一に選択

されることはありません。ただし、年

齢や合併症などのために手術が難しい

場合や、痛みなどの症状を緩和する目

的で患部への放射線照射が行われるこ

とがあります。また、放射線治療の効

果を高める目的で、化学療法を併用す

ることもあります。また、転移巣に対

して痛みの軽減や麻痺の回避などのた

めに放射線照射が行われることがあり

ます。

28

腎盂尿管がん



院 内がん登録情報

2007年から2015年に九州大学病院に

来院され腎盂尿管がんの診断を受けら

れた患者さんは183例であり、これら

の患者さんに対して九州大学病院で行

われた治療の内容について説明しま

す。

腎盂・尿管がんは、UICCあるいは

本邦の腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約

により、ステージ０a、０is、Ⅰ〜Ⅳの

臨床病期（病気の進行度）に分類され

ています。ステージ０〜Ⅱは腎盂・尿

管にとどまるがんですが、Ⅲになると

腎盂・尿管の外の組織まで、Ⅳになる

と隣接臓器や腎周囲脂肪までがんの根

が伸びていったものをさします。図１

は、九州大学病院にて腎盂尿管がんと

診断された患者さんの臨床病期ごとに

その割合を示したものです。

ステージ０a（乳頭状の形をするが

上皮下までがんが広がっていないも

の）が34例と全体の19％を占め、ステー

ジ０is（上皮内がん）が12例（７％）、

ステージⅠ（上皮下までがんが広がっ

ているもの）が54例（29％）、ステージ

Ⅱ（筋肉の層までがんが広がっている

が周囲まではがんが広がっていないも

の）が19例（10％）で、これらの腎盂

尿管壁までにとどまるがんが65％と全

体の２/３程度となっています。がん

が筋層をこえて周囲の脂肪組織まで進

展するステージⅢは31例（17％）にみ

られました。これらステージ０〜Ⅲの

症例は、手術療法により根治が期待で

きる進行度であり、年齢や合併症など

により手術が可能であれば前述の腎尿

管全摘除術を行っています。また、合

併症があり腎尿管全摘除術が難しい症

例やステージが低く腫瘍の個数が少な

い場合には、経尿道的に治療すること

もあります。いずれにしても、ステー

ジ０〜Ⅲの症例ではその86％の症例に

おいて腎尿管全摘除術あるいは経尿道

的手術などの外科的治療が行われてい

ます。そのうち、手術単独での治療は

85％であり、残りの15％では術前ある

いは術後の全身化学療法やBCG、抗

がん剤の腔内注入療法などの薬物療法

を併用しています。ステージ０isやⅠ

などの早期で薬物療法が行われている

のは、主に上皮内がんと診断されたた

めBCG腔内注入療法が行われている

ためです。

一方で、33例（18％）では周囲臓器

へがんが広がっている、あるいはリン

パ節転移、遠隔転移が認められステー

ジⅣと診断されています。このような
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場合には、全身化学療法をはじめとす

る薬物療法、局所のがんの制御あるい

は転移巣に対する緩和目的の放射線治

療が中心となり、ステージⅣの多くで

薬物療法あるいは放射線療法が行われ

ています。また、化学療法が奏効した

場合や症状緩和を目的とする場合など

に手術療法が行われることがありま

す。

このように、腎盂尿管がんは比較的

まれな病気ですが、進行した浸潤がん

で発見される頻度も高いがんです。原

則として手術可能であれば標準治療で

ある腎尿管全摘除術をお勧めしなが

ら、患者さんの全身状態やご希望を考

慮して治療を行っています。

腎盂・尿管 2007-2015年症例の

うち悪性リンパ腫以外

治療前・UICCステージ

UICCについて集計を行った。

2012年よりUICC第７版へ改訂があった

が、大きな変更はなかったため通年で

データを集計した。

※症例２：自施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

症例３：他施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）
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図１ ステージ別症例数（症例２、３）

ステージ ０a ０is Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

症例数 34 12 54 19 31 33 183

割合 19％ 7％ 29％ 10％ 17％ 18％ 100％
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図２ ステージ別発見経緯（症例２、３）

0％

20％

40％

60％

80％

手術＋放射＋薬物治療
手術＋放射線治療
手術＋薬物治療
手術的治療のみ
内視鏡＋その他治療
内視鏡的治療のみ
放射線＋薬物治療
放射線治療のみ
薬物＋その他治療
薬物治療のみ
その他治療のみ
治療なし

0
0
2
28
1
0
0
0
0
0
3
0 1 2 0 1 3 7

0
0
2
6
0
0
0
0
0
3
0

1
0
5
37
0
1
0
1
1
3
3

0
0
1
16
0
0
0
1
0
1
0

0
0
6
22
0
1
0
0
0
1
0

1
1
5
1
0
0
3
3
0
16
0

2
1
21
110
1
2
3
5
1
24
6

0a 0is Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合　計

100%

図３ ステージ別治療法（症例２、３）
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