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早期前立腺癌の根治手術と経過観察（積極的監視）の比較

早期前立腺癌の根治手術と経過観察（積極的監視）の比較
Follow-up of Prostatectomy versus 

Observation for Early Prostate Cancer

n engl j med 377;2 nejm.org July 13, 2017

以前に私のブログでご紹介したPIVOT研究の続編です。 
（経過観察の期間が１０年から２０年に延長しています。）

纏めますと （一部日本版をコピペしました。）

１） 1994 年 11 月～2002 年 1 月に、限局性前立腺癌患者 731 例を根治的前立腺全摘除術群
と
経過観察群に無作為に割り付けましたが、更に2014 年 8 月まで追跡を延長しています。

２） 追跡期間 19.5 年（中央値 12.7 年）の間に、死亡は手術群 364 例中 223 例（61.3%）、
経過観察群 367 例中 245 例（66.8%）で発生した。

３） 前立腺癌または治療による死亡は、手術群 27 例（7.4%）、経過観察群 42 例（11.4%）
で
発生した。

４） 内リスク患者では、手術は経過観察よりも低い全死因死亡率に関連した可能性があるが、低
リスク
患者、高リスク患者では関連しなかった可能性がある。

５） 前立腺癌または治療に関連する日常生活動作制限の頻度は、2 年目までは手術群の方が経過
観察群よりも高かった。

６） 結論として、限局性前立腺癌患者の 20 年近くにわたる追跡により、手術は経過観察と比較
して、
全死因死亡率と前立腺癌死亡率が有意に低いことには関連しないことが示された。

７） 考察では以下の様に述べています。
手術の群が全死亡率で6%の減少、前立腺癌関連死亡率は4%の減少と一見有利のような結果
だが、統計学的に処置するとそれ程の差は無い。
低リスク群と高リスク群では3%以下の差でしかない。
手術しても41%が進行して、34%が抗ガン治療を含めた対応をしている。

考察を纏めると
a) 低リスク群でPSAが低値の場合は、進行がかなり緩徐である。
b) 中リスク群では手術が有利の様だが、更なる検討が必要。
グリソンスコアーの改訂によりグレードが高くなり、多くの患者が経過観察から手術に回って
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しまった。
c) 高リスク群では予後が悪いので、手術のメリットを今後十分に検討する必要性がある。
ｄ) 手術により、失禁や性生活を含めたQOLの低下を招く。

私見）
論文のグラフは下記のPDFに収めましたのでご参照ください。
グラフでも明らかに手術の方が優位ではないかと思ってしまいます。
論者は前立腺癌は進行が緩徐だから経過観察でよいとしている様な印象です。
しかし早期の前立腺癌の中には進行が速いものも含まれているかもしれないと想像します。
差は無いと言っても第一に手術を想定し、前立腺癌は進行が遅いので、第二に経過観察の方法も
あると
患者さんに説明するのが妥当ではないかと思いました。

前立腺癌.pdf

【泌尿器・腎臓・前立腺の最新記事】
前立腺癌検診のPSAによる効率化
造影剤による急性腎障害
女性の再発性尿路感染症ガイドライン・20..
顕微鏡的血尿と膀胱癌の関係
高齢者の尿路感染症には注意

posted by 斎賀一 at 21:22| Comment(1) | 泌尿器・腎臓・前立腺

この記事へのコメント

先生、最近は距離感もおかしくなってきてるのか...

昨日はお風呂で、シャワーを使ってシャワーヘッドを引っかけたつもりが、いきなり頭に衝撃
が...(>_<)

最初は何が起こったのか、状況が把握できず、ぽか―んとしてましたが...シャワーヘッドを掛けそ
こねたのだと(-_-)

その後、寝ようと思って勢いよく後ろに倒れたら、また頭に衝撃が、距離感を間違えて壁に頭を激
突...

先生、私は大丈夫でしょうか(-_-;)いつもくだらないコメントですみませんm(__)m

Posted by at 2017年07月26日 18:02

コメントを書く

お名前: 

メールアドレス: 

0

いいね！

http://saigaiin.sblo.jp/category/4194139-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4320602-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4214957-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4165994-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4287988-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4322792-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4203558-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4230919-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4178287-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4204714-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4056563-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4248452-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202003-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202003-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202003-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202003-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202002-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202002-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202002-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202002-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202001-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202001-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202001-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/202001-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201912-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201912-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201912-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201912-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201911-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201911-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201911-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201911-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201910-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201910-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201910-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201910-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201909-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201909-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201909-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201909-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201908-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201908-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201908-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201908-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201907-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201907-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201907-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201907-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201906-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201906-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201906-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201906-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201905-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201905-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201905-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201905-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201904-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201904-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201904-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201904-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201903-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201903-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201903-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201903-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201902-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201902-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201902-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201902-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201901-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201901-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201901-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201901-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201812-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201812-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201812-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201812-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201811-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201811-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201811-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201811-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201810-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201810-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201810-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201810-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201809-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201809-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201809-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201809-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201808-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201808-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201808-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201808-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201807-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201807-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201807-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201807-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201806-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201806-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201806-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201806-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201805-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201805-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201805-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201805-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201804-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201804-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201804-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201804-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201803-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201803-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201803-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201803-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201802-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201802-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201802-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201802-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201801-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201801-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201801-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201801-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201712-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201712-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201712-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201712-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201711-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201711-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201711-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201711-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201710-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201710-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201710-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201710-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201709-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201709-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201709-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201709-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201708-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201708-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201708-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201708-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201707-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201707-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201707-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201707-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201706-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201706-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201706-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201706-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201705-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201705-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201705-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201705-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201704-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201704-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201704-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201704-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201703-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201703-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201703-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201703-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201702-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201702-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201702-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201702-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201701-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201701-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201701-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201701-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201612-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201612-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201612-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201612-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201611-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201611-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201611-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201611-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201610-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201610-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201610-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201610-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201609-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201609-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201609-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201609-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201608-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201608-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201608-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201608-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201607-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201607-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201607-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201607-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201606-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201606-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201606-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201606-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201605-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201605-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201605-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201605-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201604-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201604-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201604-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201604-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201603-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201603-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201603-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201603-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201602-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201602-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201602-1.html
http://saigaiin.sblo.jp/archives/201602-1.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/180438704.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/180438704.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/180438704.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/saigaiin.sblo.jp/article/180438704.html
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/E5898DE7AB8BE885BAE7998C.pdf
http://saigaiin.sakura.ne.jp/sblo_files/saigaiin/image/E5898DE7AB8BE885BAE7998C.pdf
http://saigaiin.sblo.jp/article/187128161.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/187128161.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/187128161.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/186142846.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/186043097.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/186043097.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/185896652.html
http://saigaiin.sblo.jp/article/185694531.html
http://saigaiin.sblo.jp/category/4178287-1.html


早期前立腺癌の根治手術と経過観察（積極的監視）の比較: <Font Size="6">斎賀医院壁新聞</Font>

http://saigaiin.sblo.jp/article/180438704.html[2020/03/12 19:13:40]

RDF Site Summary
RSS 2.0 ホームページアドレス: 

コメント: 

http://saigaiin.sblo.jp/index.rdf
http://saigaiin.sblo.jp/index20.rdf

	saigaiin.sblo.jp
	早期前立腺癌の根治手術と経過観察（積極的監視）の比較: <Font Size="6">斎賀医院壁新聞</Font>


	J0aWNsZS8xODA0Mzg3MDQuaHRtbAA=: 
	form15318869: 
	keyword: 
	input3: 


	J0aWNsZS8xODA0Mzg3MDQuaHRtbAA=: 
	comment-form: 
	article_child__writer: 
	article_child__email: 
	article_child__homepage: 
	article_child__body: 
	need_confirm: 
	posted: 


	0xMjA/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDIA: 
	form1: 
	jazoest: 2704
	lsd: AVpg-ZyR
	href: http://saigaiin.sblo.jp/article/180438704.html
	new_ui: true
	action: like
	iframe_referer: http://saigaiin.sblo.jp/article/180438704.html
	r_ts: 1584008006
	ref: 
	xfbml: 1
	app_id: 1439603679629731
	version: v2.12
	button4: 
	jazoest_(1): 2704
	lsd_(1): AVpg-ZyR
	href_(1): http://saigaiin.sblo.jp/article/180438704.html
	new_ui_(1): true
	action_(1): like
	iframe_referer_(1): http://saigaiin.sblo.jp/article/180438704.html
	r_ts_(1): 1584008006
	ref_(1): 
	xfbml_(1): 1
	app_id_(1): 1439603679629731
	version_(1): v2.12




