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聖マリアンナ医科大学における局所進行性前立腺癌に対する
鏡視下小切開拡大前立腺全摘除術の導入
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„ 目的 ‟ 前立腺癌手術の根治性の向上を図る為に鏡視下小切開拡大前立腺全摘除術 (Minimum
incision endoscopic radical prostatectomy with intentional wide resection: MRP–WR) を採用し
導入した。その MRP–WR の手術成績について導入前の鏡視下小切前立腺全摘除術 (Minimum
incision endoscopic radical prostatectomy: MRP) の成績と比較し報告する。
„対象・方法 ‟ 2016 年 1 月から 2017 年 3 月までの期間に，MRP–WR を施行した前立腺癌 21
例を解析対象とした。対照群は拡大前立腺全摘除術導入前の 2013 年 4 月から 2015 年 5 月まで
の MRP 23 例を対象とし手術成績について後方追視的に解析した。手術成績の検討項目は手術
時間，出血量，摘出リンパ節個数，尿道留置期間，入院期間，断端陽性率，術後初回 PSA 値と
した。

„ 結 果 ‟ MRP 群 に 比 較 し て MRP – WR 群 に お け る 平 均 手 術 時 間 は 318 分 と 有 意 に 長 く
(p<0.0001)，平均出血量は 292 ml と有意に少なかった (p<0.0001)。MRP–WR 群における摘出
リンパ節は平均 19 個と MRP 群より有意に多かった (p<0.0001)。尿道留置を挿入している期間
は MRP–WR 群で有意に長かった (p=0.0042)。断端陽性率は MRP 群では 48%に対し，MRP–
WR 群では 19%と有意に低かった (p=0.0443)。術後初回 PSA 値に関しては MRP–WR 群では
67%の症例で測定感度以下であったのに対して，MRP 群においては測定感度以下となった症例
は 4%のみであり，MRP–WR 群で有意に低い値となった (p<0.0001)。
„考察・結論‟
当院で導入した MRP–WR は，前立腺癌の完全摘出率，治療効果の向上，出血の低減という
点で明らかに導入前の MRP より優れていると考えられた。
索引用語
前立腺癌，拡大前立腺全摘術，鏡視下小切開手術

緒

は外尿道括約筋があり骨盤底筋群に包まれるように

言

存在している。更に前立腺周囲には dorsal vein com‐

前立腺は骨盤底に位置し，背側には直腸，尖部に

plex (DVC，サントリーニ静脈叢) が存在する1)。よっ
て前立腺癌に対する前立腺全摘除術の術野は狭く深
く，一度 DVC から出血が起きれば止血に手間を要
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し輸血を必要とすることが少なくない2),3)。また，前

立腺背側は直腸脂肪をつける層での展開を行うこと

立腺にはいわゆる組織学的被膜が存在せず，前立腺

で癌の露出を可能な限り低減させ，進行癌であって

周囲の密な平滑筋線維を便宜上の被膜としており，

も完全摘出が見込めると言われている。その MRP–

癌の進展，手術の操作にて容易に破綻する構造物で

WR 導入期の手術成績について導入前の成績と比較

ある 4), 5) 。よって癌の局所での進展度合いの見極め

し報告する。

や，切除ラインの設定を誤り腫瘍の完全摘出がなさ

対象・方法

れないことも多い6)。
以上の理由から前立腺全摘除術は難易度の高い手

2015 年 7 月から本術式を採用し，術式の詳細や手

術と考えられ，術者には骨盤内の解剖学的な熟知や

術器具などの適正化を行いながら導入初期 4 例を施

手術手技の向上が求められる。近年では腹腔鏡下手

行した。その導入初期の 4 例を経て，術式，器具が

術やロボット補助下手術が行われるようになり手術

一定化された 2016 年 1 月から 2017 年 3 月までの期

の難易度が下がり低侵襲化が実現したが，根治性に

間に，MRP–WR を施行した前立腺癌 21 例を解析対

ついては劇的な改善を得るには至っていない7)。

象とした。術前の患者背景を表 1 に示す。対照群は

また，当院における前立腺癌の手術療法は鏡視下

拡大前立腺全摘除術導入前の 2013 年 4 月から 2015

小切前立腺全摘除術 (Minimum incision endoscopic

年 5 月までの MRP 23 例を対象とし手術成績につい

radical prostatectomy: MRP) を導入してきたが，創
縮小による低侵襲化は成されたが根治性，出血量に

て後方追視的に解析した。手術適応は MRP，MRP–
WR 共に術前の評価で遠隔転移のない cT3 までをと

関しては満足できるものとは言い難かった。そこで，

した。手術成績の検討項目は手術時間，出血量，摘

我々は解剖学的な手術を目指し，そして手術の癌根

出リンパ節個数，尿道留置期間，入院期間，断端陽

治性の向上を図る為に鏡視下小切開拡大前立腺全摘

性率，術後初回 PSA 値とした。

除術 (Minimum incision endoscopic radical prosta‐
を採用し導入した。三宅ら8) が提唱する拡大前立腺

MRP–WR の術者は筆者 1 名で固定して行い，対
して MRP の術者は筆者を含む 4 名が術者であった。
MRP–WR の手術手技に関しては以下のとおりであ

全摘除術は前立腺尖部の尿道移行部まで追求し，前

る。

tectomy with intentional wide resection: MRP–WR)

立腺外側は神経血管束の外側から展開する。更に前

表 1 患者背景
mean õ SD (range) or n
๋ݕ

MRP ٫

༎ঝ

MRP-WR ٫

p value

23

21

ై༛

(years)

65.2 õ 3.8 (59-73)

67.9 õ 5.1 (57-75)

0.0538

ࢾਕ PSA

(ng/mL)

9.4 õ 6.9 (4.0-30.6)

10.9 õ 5.2 (5.2-24.6)

0.4224

ি ڸGleason score

GSü7 :
GSý8:

11
12

13
8

0.3489

cT stage

cT1c:
cT2:

13
7

3
12

cT3:

3

6

ȥǴǪൟ་

Low:

3

0

áD‘ Amicoâ

Intermediate :
High:

8
12

2
19

ਙஃ෭ Gleason
score

GSü7 :

17

12

GSý8:

6

9

pT stage

pT2:
pT3:

19
4

12
9

38

0.0073

0.0174

0.2411

0.0644
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⑦ 膀胱との離断

① 皮膚切開，レチウス腔の展開

膀胱側での断端陽性も少なからず存在するので，

臍下，下腹正中に 7cm 縦の皮膚切開を置く。そし

膀胱前壁からアプローチし極力前立腺が露出しない

て腹直筋筋膜を切開する。膀胱前腔を展開し腹膜を

ように膀胱組織が前立腺に付着する層で剥離切開を

頭側に剥離し外腸骨静脈を同定する。腹膜に付着し

行う。

ている精索を剥離し精管を露出させ精管を切離し，

⑧ 膀胱尿道吻合

術後の鼠径ヘルニアの予防処置としている。

尿道吻合は 3－0 バイクリルで 6 針縫合し，6 時方

② 拡大リンパ節郭清

向の縫合はマットレス運針としている。

外腸骨静脈外縁から郭清を行い，次いで閉鎖神経

統計解析

リンパ節の郭清を行う。内腸骨リンパ節は内腸骨動
脈の末梢領域を中心に郭清を行う。前立腺の周囲の

内骨盤筋膜，恥骨前立腺靭帯を切開し肛門挙筋群

MRP 群ならびに MRP–WR 群の 2 群間の比較に
は，連続変数は Wilcoxon signed-rank test，名義変数
は Pearson’s chi-square test を用い，有意水準を 5%
とした。統計解析には JMP ver.13 (SAS Japan) を用

を露出する。前立腺に付着するその挙筋群を剥離し，

いた。なお本研究は聖マリアンナ医科大学の生命倫

恥骨尾骨筋はシーリングデバイスを使用し止血し切

理会で承認を得て行われた (承認番号第 4099 号)。

脂肪織も摘出し検体として提出をする。
③ 早期尿道露出

離する。これらを行う事により術中早期から前立腺

結

尖部，尿道が確認できる。
④ 拡大外側展開

果

患者背景を表 1 に示す。年齢，術前 PSA，Gleason

精嚢直上の位置で vascular pedicle を切開し精嚢を

剥離し前立腺背側の展開を尿道付近まで行う。これ

score (生検および全標本 )，全摘標本による T 分類
(pT stage) のいずれにおいても両群間に有意差は認
められなかった。D‘amico ら 9) の定義する前立腺癌
のリスク分類については，MRP–WR 群は中・高リ

らの操作を行うことにより前立腺尖部の形状を前面

スク症例を対象として施行しているため低リスク症

からだけではなく背側からも確認ができる。

例は含まれず，MRP 群では低リスクが 3 症例含ま

⑤ DVC の結紮切離，尿道の離断

尿道直上での DVC 結紮は容易になっている。かつ

れていた。臨床病期 T 分類 (cT stage) については
MRP 群に比較して MRP–WR 群では T1c 症例が有
意に少なかったが (p=0.0073)，これは MRP–WR 群
では術前に全例前立腺 MRI を施行しており，対す
る MRP 群では術前に前立腺 MRI が施行されていな

ては集簇用鉗子を用いて DVC を集簇し結紮してい

い症例が多かったためと考えられる。

たが，その操作により前立腺尖部の組織が露出して

露出する。更に前立腺外側を走行する神経血管束の
外側で lateral pelvic fascia を切開し直腸周囲脂肪を

尖部での断端陽性を回避するために DVC の止血
結紮は必ず尿道直上で行う。早期の尿道露出，拡大
外側展開により尿道の認識が可能となっているため，

に応じて 4－0 モノクリルにて止血縫合もしくはバ

手術成績と合併症に関しては表 2 に示すように，
MRP 群に比較して MRP–WR 群における平均手術
時間は 318 分と有意に長く (p<0.0001)，平均出血量
は 292 ml と有意に少なかった (p<0.0001)。MRP 群
で 1 名保存血輸血を行った症例があったが，他の症
例では自己血輸血のみを行なっていた。MRP–WR
群では直腸筋層を損傷し筋層修復を要した症例が 1

イポーラを使用し止血を行う。

例あったが，直腸穿孔は認めなかった。

⑥ 神経血管束の切離

MRP–WR 群における摘出リンパ節は平均 19 個と
MRP 群より有意に多く (p<0.0001)，リンパ節転移を
認めた症例が 3 例いた。尿道留置を挿入している期
間は MRP–WR 群で有意に長かった (p=0.0042)。
各群の断端陽性率は表 3 に示すように，全体で比

しまうことや，尿道括約筋を損傷する可能性がある
ことから本術式では行なっていない。尿道前面の比
較的太い DVC の尿道遠位は 4－0 モノクリルにて 2
針ほど止血縫合し，近位は 3－0 ナイロンにて止血
縫合を行う。尿道外側の細い DVC に関しては症例

尿道外側から背側に収束する神経血管束の処理は

DVC に次いで出血の原因となり得るため，特に遠位
側は 4－0 モノクリルにて止血縫合もしくはバイポー
ラにて止血を行う。
39
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表 2 手術に関するデータ
mean õ SD (range)
๋ݕ

MRP ٫

MRP-WR ٫

251 õ 51 (144−355)

ࡹࢾյ (ൟ)

1199 õ 768 (116−3343)

ࢽڥ (mL)

p value

318 õ 38 (252−390)
292 õ 198 (67−661)

<0.0001
<0.0001

ȥȮȌ২ঝ

3.7 õ 4.5 (0−22)

19.1 õ 10.5 (5−46)

<0.0001

௶ໜ֛յ (ష)

6.2 õ 2.5 (4−15)

9.9 õ 5.3 (7−25)

0.0042

13.0 õ 3.7 (9−21)

14.8 õ 4.2 (11−28)

0.1474

హЦ֛յ (ష)
ݜ൮औ

ȥȮȌᗫ¾1

ȥȮȌᗫ¾3

൷¾3

൷¾1

較すると MRP 群では 48%に対し，MRP–WR 群で

考

は 19%と有意に低かった (p=0.0443)。また断端陽性

察

率を pT 分類別に見ても pT2 症例では MRP 群で

恥骨後式前立腺全摘除術は 1946 年に Millin ら 10)

42%，MRP–WR 群で 17%であり，被膜浸潤を認め
る pT3 症例でも MRP 群で 75% ， MRP–WR 群で
22%であり，MRP–WR 群において低い傾向が認め

によって発表され，Walsh ら 2) による解剖学的アプ

られた。

化，術創縮小を目的として，小さな下腹部切開創 (約

ローチによる提言を契機に様々な改良がなされてき
た。当院ではその恥骨後式前立腺全摘除術を低侵襲

術後初回 PSA 値に関しては MRP–WR 群では

7 cm) から内視鏡補助下に気腹なしで恥骨後式前立
腺全摘除術を行う MRP を採用してきた。その結果，

67% の症例で測定感度以下であったのに対して，
MRP 群においては測定感度以下となった症例は 4%
のみであり，MRP–WR 群で有意に低い値となった
(p<0.0001，表 4)。

術創縮小の低侵襲化や，低リスク前立腺癌もしくは
低腫瘍量の前立腺癌に対する治療効果は改善した。
しかし，一方で出血量が比較的多かったことや，腫
瘍量が多く悪性度の高い中高リスク前立腺癌におい
ては満足できる治療効果は得られていなかった。
さらに近年，世界的には低リスク前立腺癌や早期

表 3 MRP／MRP–WR 群別の断端陽性率
૨ຨ໓

前立腺癌に対する治療は監視療法や密封小線源療法，

n (%)

強度変調放射線治療，重粒子線治療などの低侵襲な

ࢾ ۼT ൟ་
MRP ٫

MRP-WR ٫

p-value

治療が手術療法と遜色ない成績を得られている。そ

pT2

8 / 19 (42)

2 / 12 (17)

0.1400

して手術療法の意義は早期癌に対する低侵襲治療で

pT3

3 / 4 (75)

2 / 9 (22)

0.0710

はなく中高リスク癌，局所進行性の前立腺癌を根治

Total

11 / 23 (48)

4 / 21 (19)

0.0443

する為の根治治療として位置付けられている11)。
そのような背景から，我々は当院における前立腺
癌に対する手術療法に関する認識を新たにし中高リ
スクにおける前立腺癌に対する手術療法の根治性，

表 4 MRP／MRP–WR 群別の術後 PSA 値

出血量の低減の為，MRP–WR を導入する方針とし

n (%)
ࢾࣖۼӖ PSA ૮
(ng/mL)

MRP ٫

MRP-WR ٫

1 (4)

14 (67)

0.2 ณฏ

17 (74)

5 (24)

0.2 ϱर

5 (22)

2 (9)

ۙࢽڸӧϱҟ

た。MRP–WR は低リスク症例には適応とせず，さ
らに術前の診断に必ず前立腺 MRI を施行し可能な

p-value

限り前立腺癌の局所診断を行うようにした。その結
果 MRP–WR 群では cT1c 症例が少ない結果となっ
た (表 1)。

<0.0001

MRP–WR の術式は拡大リンパ節郭清，側方展開
40
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による早期尿道露出，そして拡大外側展開を特徴と

おいてもかなりの症例の完全切除が見込めると考え

している。この工程が従来の MRP に比べ前立腺癌

られている 12)。今回の検討においても MRP 群に比

の完全切除の可能性を上げると考えられている 。

べ MRP–WR 群では断端陽性率は有意に減少を認め

12)

13),14)

ており，術式の変更により完全切除率が改善された

においても診断的意義，治療的意義を向上させるた

拡大リンパ節郭清は海外の主なガイドライン

ことが明らかとなった。更に，手術が根治治療とな

め中高リスク前立腺癌では推奨されている。郭清の

り得たのかの判断としては術後 1 から 2 ヶ月の術後

範囲に関しては外腸骨，閉鎖，内腸骨リンパ節の郭

初回 PSA 値が参考となるが，MRP–WR 群では PSA

清が基本とされており

が測定感度未満となる症例が有意に多く，治療効果

15),16)

，今回はそれを採用し拡

大郭清としている。表 2 からもわかるように MRP–

の向上が認められている。

WR 群で有意に摘出リンパ節数は多く，至適な摘出

また，MRP–WR では前立腺尖部の形態および前

個数は 20 個とされているが17),18)，それとほぼ同等な

立腺前面を中心に走行する DVC の視認性が向上し，

個数を摘出できている。さらに MRP–WR 群におい
てリンパ節転移 3 例を診断できていることから，画

DVC が分岐する前の尿道前面の部位で結紮切離する
ことが可能となった。以前の MRP では DVC が分岐

像上診断できなかったリンパ節転移症例をリンパ節

している前立腺部分で集簇鉗子をかけ集簇結紮を行

郭清により見出すことができた。

うことが標準術式であり，当科でもこれに準じてい

側方展開による早期尿道露出，そして拡大外側展

たが，集簇鉗子による DVC への損傷，出血や縫合

開を確実に行う事によって前立腺被膜を極力露出さ

糸が外れるトラブル，さらに前立腺被膜の破綻，括

せる事なく，周囲組織につつまれた状態で前立腺を

約筋損傷の懸念を問題視していた。そして，MRP–

摘出することができる。図 1 は両術式の摘出標本で

WR に変更後は前述のことから DVC からの大量出

あるが，摘出標本は周囲組織に覆われており前立腺

血が起こる頻度が激減し，出血量も有意に減少した。

のシルエットは認識できない。さらに割面を見ても

以上のように，MRP–WR は，中・高リスク前立

MRP–WR のものでは MRP には認められない周囲

腺癌において完全摘出率の改善，治療効果の向上，

組織が前立腺被膜周囲に付着していることがわかる。

出血の低減という点で明らかに MRP より優れてい

よって MRP–WR の術式においては理論上，pT2 の

ると考えられた。

腫瘍では断端陽性率は 0%に，さらに pT3 の腫瘍に

一方で，手術時間は MRP–WR で有意に長かっ

図 1 MRP と MRP–WR の肉眼的病理所見の比較
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た。この理由には MRP に比べ郭清範囲が広く術野

3) Myers RP. Improving the exposure of the pros‐
tate in radical retropubic prostatectomy: longi‐
tudinal bunching of the deep venous plexus. J
Urol 1989; 142 :1282–1284.
4) Myers RP, Cahill DR, Devine RM, King BF.
Anatomy of radical prostatectomy as defined by
magnetic resonance imaging. J Urol 1998; 159:
2148–2158.
5) Ludwikowski B, Oesch Hayward I, Brenner E,
Fritsch H. The development of the external ure‐
thral sphincter in humans. BJU Int 2001; 87:
565–568.
6) Naito S, Kuroiwa K, Kinukawa N, Goto K,
Koga H, Ogawa O, Murai M, Shiraishi T; Clin‐
icopathological Research Group for Localized
Prostate Cancer Investigators. Validation of Par‐
tin tables and development of a preoperative
nomogram for Japanese patients with clinically
localized prostate cancer using 2005 Interna‐
tional Society of Urological Pathology consen‐
sus on Gleason grading: data from the Clinico‐
pathological Research Group for Localized
Prostate Cancer. J Urol 2008; 180: 904–909.
7) Yaxley JW, Coughlin GD, Chambers SK, Oc‐
chipinti S, Samaratunga H, Zajdlewicz L,
Dunglison N, Carter R, Williams S, Payton DJ,
Perry-Keene J, Lavin MF, Gardiner RA. Robotassisted laparoscopic prostatectomy versus open
radical retropubic prostatectomy: early out‐
comes from a randomised controlled phase 3
study. Lancet 2016; 388: 1057–1066.
8) Miyake H, Fujimoto H, Komiyama M, Fuji‐
sawa M. Development of “extended radical ret‐
ropubic prostatectomy”: a surgical technique
for improving margin positive rates in prostate
cancer. Eur J Surg Oncol 2010; 36: 281–286.
9) D’Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB,
Schultz D, Blank K, Broderick GA, Tomaszew‐
ski JE, Renshaw AA, Kaplan I, Beard CJ, Wein
A. Biochemical outcome after radical prostatec‐
tomy, external beam radiation therapy, or inter‐
stitial radiation therapy for clinically localized
prostate cancer. JAMA 1998; 280: 969–974.
10) Millin T. Retropubic prostatectomy. Proc R Soc

の展開に時間を必要とした事と，拡大外側展開にお
ける前立腺背側，直腸全面の剥離において癒着や易
出血性の小血管が存在し展開に時間を要する症例が
あった事が考えられた。しかし，手術時間が延長し
た事による合併症の増加は認められなかった。また，
入院期間には両群で有意差は無いものの，尿道留置
期間は MRP–WR 群で平均 9.9 日間と MRP 群に比
べ有意に長かった。この理由には MRP–WR では前
立腺周囲組織を含めた多くの組織を摘出する為，

MRP に比べ膀胱尿道吻合後の組織治癒に時間を要
し吻合部のリークが長く続いた事が原因と思われた。
今回の検討では尿道膀胱吻合は 6 針の単結紮 (6 時方
向はマットレス縫合 ) 縫合としているが，今後は縫
合針を増やす，もしくは連続縫合 19)を行うなどの尿
道膀胱吻合法の再考が必要であると考えている。
今回 MRP で課題であった癌の完全切除率，治療
効果，出血量に関して MRP–WR を導入したことに
より有意に改善を認めそれを報告した。しかし，膀
胱尿道吻合部リークの改善，長期の治療効果の評価，
術後尿失禁の評価がなされていない。今後これらを
課題とし当院における前立腺癌の手術療法の進歩に
貢献して行きたいと考えている。
結

論

当院における中高リスク前立腺癌において MRP–
WR を導入した。MRP に比べ完全切除率，治療効
果，出血量は有意に改善を認め，前立腺癌の手術療
法として有用である事が示された。
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Abstract

Introduction of Minimum Incision Endoscopic Radical Prostatectomy
with Intentional Wide Resection for Locally Advanced Prostate Cancer
at the St. Marianna University School of Medicine
Ryuto Nakazawa, Tomohiro Nishi, Naoto Yoza, Kaori Matsumura,
Yoshitsugu Sato, Wataru Usuba, Naoto Aoki, Eisuke Fujimoto,
Satoshi Hachisuka, Yuichi Katsuoka, Koichirou Aida, and Hideo Sasaki
Purpose: To improve the surgical curability of prostate cancer, we introduced minimum incision endoscopic
radical prostatectomy with intentional wide resection (MRP–WR) at our hospital. We report the surgical out‐
comes of MRP–WR in comparison with those of MRP, which was used previously.
Subjects and methods: The analysis included 21 patients with prostate cancer who underwent MRP–WR be‐
tween January 2016 and March 2017 and a control group of 23 patients who underwent MRP between April
2013 and May 2015. The surgical outcomes were retrospectively analyzed by examining clinical parameters,
including surgical time, hemorrhage volume, number of lymph nodes removed, duration of indwelling urinary
catheterization, duration of hospitalization, positive- surgical margin rate, and initial postoperative serum pros‐
tate-specific antigen (PSA) level.
Results: Compared with the patients in the MRP group, those in the MRP–WR group had a longer mean surgery
time (251 vs. 318 min, P<0.0001), lower mean hemorrhage volume (1199 vs. 292 mL, P<0.0001), larger mean
number of removed lymph nodes (3.7 vs. 19.1, P<0.0001), longer duration of indwelling urinary catheterization
(6.2 vs. 9.9 days, P=0.0042), and a lower positive- surgical- margin rate (48 vs. 19%, P=0.0443). The initial
postoperative PSA level was below the detection limit in 67% of the patients in the MRP–WR group, whereas it
was below the detection limit in only 4% in the MRP group, indicating that patients in the MRP–WR group had
a significantly lower initial postoperative PSA level (P<0.0001).
Conclusion: The newly introduced MRP–WR procedure appears to be superior to conventional MRP in terms
of the complete resection rate of prostate cancer, improvement in treatment outcomes, and reduction in hemor‐
rhage.
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