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《原　著》

前立腺癌患者における前立腺酸フォスファターゼ
　　　　　　（PAP）と骨シンチグラフィの関係

相澤　　卓＊　伊藤　貴章＊

三木　　誠＊

辻野　　進＊　並木　一典＊

　要旨　PAP（prostate　acid　phosphatase）の測定値が前立腺癌の骨転移の病勢を敏感に反映するなら，骨シ

ンチグラフィを必ずしも短期間に頻回に行う必要はない．この点を明らかにすべくretrospectiveに検討し

た．

　対象は最近5年間に経験した前立腺癌患者のうち骨シンチグラフィを実施した77例で，そのうち2回以

上骨シンチグラフィを行った30例を中心に骨シンチグラムの変化とPAP値の変動を検討した，いずれも抗

男性ホルモン剤で治療されていた．

　骨シンチグラムの変化とPAP値の推移が一致したものは27例であり，とくにマーカー値が短期間に急

上昇した例で骨シンチグラムの悪化所見がよく一致していた．

　今回の検討に限れば，前立腺癌患者のfollow　upにあたっては，骨シンチグラフィを必ずしも3か月ごと

など定期的に実施する必要はなく，腫瘍マーカーが短期間に急上昇したときに実施すればよいと考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1277－1283，1992）

1．緒　　言

　前立腺癌が，骨転移をきたしやすいことはよく

知られており，骨転移を契機に発見されることも

まれではない．しかし，その経過は様々で転移を

有しながらも進行が比較的緩徐であることも多い．

　前立腺癌の経過観察においては，骨シンチグラ

フィ，PAP－RIAなどの多くの核医学的検査が実

施されている．しかし，現在のところ前立腺癌に

関し，骨シンチグラフィの施行間隔についての定

説はない．そこで前立腺癌の経過観察において骨

シンチグラフィの臨床的価値をPAPと関連づけ

て再評価するとともに，どのように実施すべきか

を明らかにすべく検討した．
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II．対象および方法

　昭和60年4月から平成2年3月までの5年間に

東京医科大学病院で治療した前立腺癌患者は87例

であった．いずれもdietylstilbestrol　diphosphate

（DES）などの抗男性ホルモン剤を中心とした治療

が行われていた．このうちPAP等の腫瘍マーカ

ー および骨シンチグラフィ等にて経過観察しえた

のは77例であった．

　骨シンチグラムは99mTc－MDPを740　MBq静注

後，約3時間で撮像し，ガンマカメラはシーメン

ス社製対向型ROTA　CAMERA　ZLC－75を使用

した．骨シンチグラフィの実施回数は1症例につ

き1～6回で，2回以上施行したものは30症例あ

り，今回はこれらを対象とした．これら30症例に

ついて施行した前後の骨シンチグラムを対比し，

その変化を1単位として観察した．例えば2回施

行したものは1単位，3回施行したものは2単位

を観察できたことになる．このようにして計50単

位の変化を観察し，悪化，不変，改善と分類した．
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1278　　　　　　　　　　　　　核医学

なお，骨転移の有無は単純X線と骨シンチグラム

で判定した．

　一方，PAPはRIA　2抗体法により全例に対し

て複数回測定し，その間隔は入院時は週1回，外

来ではおよそ1～3か月に1回測定した．PAPの

値がLOng／m1以内の変動は不変，それ以上の変

動を上昇ならびに低下とした．

　以上のようにして評価した骨シンチグラムの変

化とそれとほぼ同時期に測定されたPAP値の変

動についての関係を検討した．

29巻11号（1992）

Table　1 Relation　between　changes　of　PAP　and　bone

metastasis　in　50　follow・up　scintigraphy　pro－

cedures

　Changes　of　bone
　　　metastaSIS

Progressed　or　apPeared

No　change

lmproved

Changes　of　PAP

Elevation　No　change　Decline

　　10　　　　　7　　　　2＊

　　1　　　　12　　　　13

　　0　　　　　0　　　　5

　　　　　　　　　III．結　　果

　前述の30症例について骨シンチグラフィ実施間

隔と骨転移の程度をFig．1に示した．骨シンチ

グラフィは1～31か月，平均9．0か月の間隔て施

行された．骨転移はSolowayi）の病期により5段

階に分類し，Fig．1の円内に示した．すなわち，

0は正常，1は半椎体の大きさで骨転移部が6ケ

以下，2は同様に6～20ケ，3はsuper　scanでは

ないが20ケ以上，4はsuper　scanである．

ウFlare　phenomenon　was　recognized　in　one　case．

Table　2　Changes　of　bone　scintigram　in　19　fo110w－up

　　　　　scintigraphy　procedures　in　cases　showing

　　　　　rapid　changes　of　PAP　levels（more　than

　　　　　10　ng／m’）in　a　short　period　（within　1－2

　　　　　months）

　　　　　　　　　　　　　　　Changes　of　PAP
　Changes　of　bone
　　　metastaSIS　　　　　　　　　　　Rapid　elevation　Rapid　decline

Progressed　or　apPeared　　　　　　9　　　　　　　　　　　2

No　change　　　　　　　　　　O　　　　　　　4

1mproved　　　　　　　　　　O　　　　　　　4

Fi「st　bOne　scintig「am　　12　months

　　　↓　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　1

24months
　　↓

　　1

36months
　↓
　　l

　　l

48　months
　　↓

　　　　　　　　　　　　　　　，

an
Φ①

ご　
　H』

Number　ot　follow叩
scintigraphy　procedures

　　　2
　　　2
　　　2
　　　2
　　　1
　　　2
　　　1
　　　2
　　　1
　　　5
　　　1・
　　　1
　　　2
　　　1
　　　1
　　　1
　　　3
　　　1
　　　4
　　　1
　　　1
　　　1
　　　2
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　1
　　　4
　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Average　intervats：9．O　months　　　　　　　To　tal　50

Numbers　in　circles　show　the　grade　of　bone　metastasis　according　to　Solowaゾs　ctassification．

Fig．1　1ntervals　between　bone　scintigraphy　procedure　and　grade　of　bone　metastasis　in

　　　　30patients．
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Fig．2a，　b　Case　1．A66・year－old　stage　C　prostatic　cancer　patient　was　treated　by　anti－

　　　　　　　　　androgen　therapy．　For　22　months　his　course　was　favorable．　However，　PAP

　　　　　　　　　levels　elevated　rapidly　and　bone　metastasis　appeared　and　progressed．
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Fig．3a，　b　Case　2．　A　72－year－01d　male　with　stage　D2　prostatic　cancer　was　treated　with

　　　　　　　　　DES．　PAP　levels　reduced　and　bone　metastasis　improved，　then　PAP　levels　have

　　　　　　　　　increased　gradually　with　progression　of　bone　metastasis．
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前立腺癌患者における前立腺酸フォスファターゼ（PAP）と骨シンチグラフィの関係

　50単位の骨シンチグラムの変化とPAP値の変

動についてTable　lに示した．　PAP値が上昇し

た11単位の骨シンチグラム中10単位に骨シンチグ

ラムの悪化所見を認めた．PAP値が不変の19単

位の骨シンチグラム中12単位が骨シンチグラムで

も不変であり，また骨シンチグラムが不変であっ

た26単位中PAP値の上昇が認められたものは1

単位にすぎなかった．骨シンチグラムにて改善の

認められた5単位では，すべてPAP値の低下が

認められた．PAP値上昇例，不変例では骨シン

チグラム改善所見例が認められなかった．

　PAP値が低下したにもかかわらず，骨シンチ

グラムが悪化している2単位のうち1単位はいわ

ゆるflare　phenomenon2・3）と考えられるものであ

った．

　さらにPAP値が1～2か月の短期間に10　ng／m∫

以上の急激な変動を示した19単位についてTable

2に示した．PAP値の急上昇をみた9単位では全

例骨シンチグラムでも改善が認められた．PAP

値の低下に伴って骨シンチグラムが改善したもの

4単位で，19単位中計13単位でよく一致してい
た．

IV．症　　例

　代表例を以下に示す．

　症例1　66歳．1988年3．月より排尿困難を訴え

来院．前立腺は大クルミ大で全体的に硬く，生検

にて中分化型腺癌であった．初診時PAPは4．5

ng／m／で，骨転移は認められず，　Stage　C前立腺

癌として抗男性ホルモン療法を開始した．1年10

か月後PAP値の上昇とともに，骨転移が出現し，

急激に進行した．除睾術ならびにCDDPを中心

とした化学療法などに一時反応したものの2年4

か月で死亡した．この症例のPAP値の変動と骨

シンチグラムはFig．2aおよびFig．2bに示した．

臨床症状とPAP値の上昇はよく一致しており，

骨シンチグラム上の悪化もよく対応していた．

　症例2　72歳．夜間頻尿を主訴に来院．前立腺

に硬結を認めたため，生検を施行したところ，中

分化型腺癌であった．骨シンチグラムで全身骨転

1281

移を認め，Stage　Dの診断で抗男性ホルモン療法

を開始し，PAP値も順調に低下したが，1年後か

らはわずかながら上昇傾向にある（Fig．3a）．　PAP

値が正常値まで低下した1988年7月の時点での骨

シンチグラムは1987年6月の初診時のものに比べ，

肋骨部など明らかに骨転移所見は改善していた．

その後はPAP値の上昇に一致して骨シンチグラ

ム上悪化を認めた（Fig．3b）．

V．考　　察

　前立腺癌は骨転移をきたしやすく，われわれの

施設においてもStage　Dと診断され，骨転移を

認めた症例は77例中45例（58．4％）であり，諸家

の報告4・5）とほぼ一致する．

　前立腺癌骨転移の診断に99’nTc－MDPを用いた

骨シンチグラフィが非常に有用であることはよく

知られており，骨シンチグラフィの敏感度は今村

ら6｝によれば100％，三木7）によれば95．3％とさ

れている．

　腫瘍マーカーと骨シンチグラムにおける骨転移

巣の広がりとの関係については今までにもよく研

究されており，その中でもPAP値は骨転移との

相関がよく，骨転移の早期診断としてPAP測定

の有用性があげられている8）．さらに，PAP値が

10ng／m∫以上なら70％に転移を有し，100　ng／m／

以上なら100％に転移が有するという報告7）もあ

る．しかし，現在PAP値の変動と骨シンチグラ

フィによる転移の広がりを経時的に観察した報告

はまだ，あまり見られない．また，前立腺癌患者

を経過観察するにあたって骨シンチグラフィをど

のように施行していけばよいのか定説もない．3

か月おきの施行をすすめる施設さえある4）．そこ

でわれわれはPAP値と骨転移の関係をretrospec－

tiveな研究で動的に観察してみるとともに骨シン

チグラフィ施行間隔についても検討してみた．

　われわれの結果では骨シンチグラム50変化につ

き，PAP値の変動が一致したものは27例と少な

かったものの，1～2か月の短期間にPAP値が

10ng／mlを超えるような急激な変動を示した19

単位中13単位に比較的高率に骨シンチグラムの変
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1282 核医学　29巻11号（1992）

化とPAP値の変動が相関した．特に急激にPAP

値が上昇した例すべてに骨転移巣の増悪が認めら

れた．つまり，これらは前立腺癌の経過観察にあ

たって骨転移の出現あるいは増悪のスクリーニン

グ的検査としてPAPの定期的測定が有用である

ことを示唆している．逆に，治療等によってPAP

値が急激に低下しても，骨シンチグラムにその変

化は出にくく，短期的な治療の効果判定を骨シン

チグラフィに求めることはできない．つまり，前

立腺癌の経過観察において骨転移の変化はPAP

値の変動に比較的一致しているのであるから，

PAP値を定期的に測定することである程度の骨

転移巣の変化を予測できると考えられる．したが

って，今回のretrospectiveな検討結果からは3

か月ごとのような短期間の定期的な骨シンチグラ

フィの施行は不要と思われるが，この点に関して

は今後さらに検討の予定である．また，PAP値

にあまり変化のない症例では，臨床症状や理学的

所見により経過観察し，なんらかの症状や所見が

出現した場合に骨シンチグラフィを施行すればよ

いと考えられる．さらに骨シンチグラフィ検査は

非常に高価であり，患者の経済的な問題を考慮に

いれても，短期間間隔での施行は避けるべきと思

う．とはいうものの，今後他の前立腺特異抗原

（PSA）やγ一セミノプロテイン（γ一SM）などのマー

カーを含めた同様の検討を考えると，少なくとも

年1回は骨シンチグラムを行っておくべきかもし

れない．

　一方，治療の経過中，数か月以内に臨床症状な

らびに腫瘍マーカー等の血液所見が改善している

にもかかわらず，骨シンチグラム上反応性に集積

増加が見られることがPollenら2），　Rossleighら3）

により報告されている．これはflare　phenomenon

と呼ばれており，われわれの統計でもPAP値が

急激に低下し，かつ骨シンチグラム集積増加が見

られた2単位のうち1単位がこれに入ると考えら

れた．今回の検討では，2．0％（50例中1例）と低

率で，さほど臨床的に問題とならないとも考えら

れるが，骨シンチグラムを短い間隔で実施してい

たならば，さらに高率に認められたかもしれない．

　以上のことから考えると，前立腺癌患者の経過

観察にあたってはPAPなどの腫瘍マーカーを

1～2か月ごとに検査し，それが急上昇した時，

または強い臨床症状が出た時のみ骨シンチグラフ

ィを実施すればよいと考えられる．

　他の腫瘍マーカーとして尿中ハイドロキシプロ

リンあるいは酸フォスファターゼ，アルカリフォ

スファターゼと前立腺癌骨転移との相関について

も研究されており9・　・10），またChybowskyら11）は

PSA（prostate　specific　antigen）値の測定の有用性

を強調している．われわれの施設ではPSAの測

定症例がまだ少ないが，現在PSA値と骨シンチ

グラフィとの相関性についても検討中であり，い

ずれ報告する予定である．
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Summary

Relation　between　Serum　PAP（Prostate　Acid　Phosphatase）

　　　　　　　and　Bone　Scintigraphy　in　Prostatic　Cancer

Taku　AlzAwA，　Takaaki　IToH，　Susumu　Tsu川No，

　　　　　Kazunori　NAMiKi　and　Makoto　MIKI

Department（of　Urologγ，　Tokyo　Medica1　Co〃ege，　ShiWfuku，　Tokyo

　Seventy－seven　patients　with　prostatic　cancer

were　treated　at　our　department　in　the　last　5　years．

Of　these　patients　30　cases　were　followed　by　bone

scintigraphy　and　serum　PAP．

　　In　27　follow－up　scintigraphy　procedures　changes

of　bone　scintigraphy　corresponded　to　changes　in

serum　PAP　levels

　　Changes　of　PAP　levels　did　not　always　corre－

spond　to　changes　of　scintigraphy，　but　almost　all

cases　in　which　the　level　of　PAP　increased　in　a

short　period　showed　progression　of　bone　metas－

tasis．

　　A3－month　interval　between　bone　scintigraphy

procedure　in　stage　D2　prostatic　cancer　patients　is

generally　recommended．　However，　we　think　that

in　prostatic　cancer　patients　follow－up　bone　scintig－

raphy　at　regular　short　intervals　is　unnecessary　if

there　is　no　change　in　serum　PAP　levels，　symptoms

or　physical　condition．　Bone　scintigraphy　should

be　perfOrmed　when　the　tumor　marker　changes

rapidly　or　when　any　physical　symptom　appears．

　Key　words：　Prostatic　cancer，

phosphatase，　Bone　scintigraphy．

Prostate　acid
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