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（ＩＤ：@PATIENTID） 

（@PATIENTNAMEKANA） 

説 明 ・ 同 意 書 
 

  私は、患者(または)代理人 @PATIENTNAME 様に対して、下記手術・検査・麻酔の必要性、

危険性及び合併症等について、次のように説明いたしました。 

  手術・検査等の名称  腹腔鏡下前立腺全摘出術                         

説明の内容 

１．あなたの病気や病状について： 

前立腺癌とはどういう病気か？ 

前立腺は、膀胱と陰茎の間に位置する、栗の実ぐらいの大きさの、男性固有の器官で、

精液の一部を作る働きを持っています。この前立腺から発生した癌が「前立腺癌」です

が、高齢者にたびたび見られる、良性疾患の「前立腺肥大症」とは全く異なる病気です。

「前立腺肥大症」が将来「前立腺癌」に変化することは決してありませんが、「前立腺肥

大症」と「前立腺癌」の両方がそれぞれ発生することはあり得ます。「前立腺癌」は、欧

米では男性の癌のなかで一番多いのですが、ここ数年、日本においても急速に増えてき

ています。 

前立腺癌には他の癌とはやや異なる特徴がいくつかあります。比較的高齢で発見される

ことが多く、５０歳以下の方にはほとんどみられません。また、男性ホルモンとの関係

が深く、男性ホルモンを減らす、あるいはその働きをブロックすることで前立腺癌の進

行を抑えることが出来ます（内分泌療法）。治療法としてはそのほかに、手術療法、放射

線療法などがあり、病気の進行具合や体の状態に応じて治療内容が決められます。時に

は前立腺癌が見つかっても何もしないで様子を見るということもあります。 

その中で、今回、あなたの前立腺癌は、手術を行うことで根治の可能性がある病期（A.B）

と診断されました。 

２．手術・検査の目的、必要性や有効性： 

癌のある前立腺を完全に摘出することで、癌の根治を目指します。 

３．手術･検査の内容と注意点： 

腹腔鏡下前立腺全摘除術とはどのような手術か 

全身麻酔下に手術を行います。場合によっては、背中からの麻酔（硬膜外麻酔）も併用

することがあります。 

まず、腹部に5か所、1～3cmの傷から、トロカーと呼ばれる筒状の器具を留置します。

内視鏡や手術に使う器具はこの器具から出し入れします。 

二酸化炭素を注入しておなかを膨らませ、前立腺を内視鏡で見えるようにします。 

細長いはさみや器具をトロカーから入れ、内視鏡で見ながら操作を行います。 

膀胱と前立腺、前立腺と尿道を切り離し、前立腺と精嚢を摘出し、膀胱と尿道を再吻合

します。 

尿道からバルーンカテーテルを挿入して手術を終了します。 

手術時間は平均5時間で麻酔時間を含めると6～7時間で手術室から戻ってきます。 

手術時の所見によりますが4～7日で膀胱尿道造影を行い、吻合部に漏れがなければ尿道 
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バルーンを抜去します。 

入院期間は，通常10日から2週間となります。 

 

腹腔鏡手術の特徴、長所 

これまでの開放手術では、15cmぐらいの大きな傷が必要です。腹腔鏡手術では、傷は1

～3cmのものが数カ所です。このため、手術後の痛みが少ないのが、腹腔鏡手術の大きな

特長です。 

内視鏡で見ながら細かく丁寧な手術操作をしますので、開放手術より出血量の少ないこ

とが多いです。 

膀胱と尿道を丁寧に吻合できるために、尿道バルーンカテーテルは早めに抜けることが

多いです。 

 

４．手術･検査の危険性とその対応： 

腹腔鏡手術の短所、合併症 

腹腔鏡手術では、開放手術より手術時間が長めになります。また、大出血が起こった場

合、開放手術より止血に手間取ることもあります。 

腹腔鏡手術では、操作が難しい場合や、出血、他の臓器の損傷などのために開放手術に

変更しなければならないことがあります。腹腔鏡手術では難しいと考えられるときには、

すぐに開放手術に切り替えることが、安全に手術を終えるために大切です。 

腹腔鏡手術には、次のような合併症の可能性があります。 

 

☆開放手術でも起こりうる合併症 

⑴ 出血： 

前立腺は大変血流が豊富な臓器のため、ある程度の出血は必ずあります。患者様の術前

の状態により、手術の始まる前（麻酔がかかった後）にご自身の血液を400～800ml体外

に出して保管し、手術後終了した時点で、体に戻す（術中希釈法）を行う場合がありま

す。 

これを行っても、大量に出血があった場合は、輸血の可能性があります。 

腹腔鏡では対処できないような大出血があった場合には創を開いて手術することがあ

ります。 

⑵ 直腸損傷： 

前立腺と直腸は隣り合わせにあり、前立腺と直腸を分けていくときに、直腸を損傷して

穴が開くことがあります。小さな穴の場合は、手術後数日から1週間程度の絶食で、直腸

損傷部の安静を保てば、自然に穴はとじますが、大きな穴が開いた場合は、一時的に人

工肛門が必要になる場合があります。この場合、直腸の安静を保つための人工肛門です

ので、数ヵ月後には、人工肛門を閉鎖する手術を行います。 

⑶ 尿失禁： 

一般的に、徐々に改善しますが、完全尿失禁になる可能性もまれにあります。 

手術直後から、安静時に尿がほとんど漏れない方が約30%程度です。数ヵ月後には約50%

程度の方が尿がほとんど漏れない状態を保てるようになります。手術後、数ヶ月しても、

腹圧時、激しい運動、重いものを持ったりしたときに、少量の尿が漏れる方が約30%程度
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です。残りの20%の方のうち、立ったりすわったり、といった日常生活での尿漏れが続き、

尿パットが1日数枚必要となることが続く方が10～15%程度おられます。 

また、現在までに、数名ですが、完全尿失禁といって、全く膀胱に尿がためられず、常

時尿が漏れる状態の方もいらっしゃいます。このような方に対しては、術後に尿道周囲

にコラーゲンを注入したり、人工括約筋を挿入したりする場合もあります。 

最近、術式の変化に伴い、尿失禁は軽度になってきていますが、前立腺を摘出してしま

う以上、尿失禁の可能性があることを十分にご理解ください。 

⑷ 男性機能障害： 

勃起障害になることが多いです。 

あなたの生検陽性部位、悪性度、PSAなどから、神経温存が可能な場合には、神経の温

存を行うことができます。 

神経の温存を行うことで、術後の尿失禁が軽減する、との報告もあります。 

ただし、男性機能につきましては、片側温存をした場合に、勃起が回復するのは2～3

割程度といわれています。 

⑸ 吻合不全： 

尿道と膀胱の吻合部から尿漏れが続くことがあります。この場合は、尿道バルーンを挿

入したままで退院していただき、後日、再検査を行う可能性があります。再検査を行い、

吻合部からの尿漏れが無いことを確認して、尿道バルーンを抜去します。 

また、頻度は少ないですが、吻合部から漏れた尿に感染が起こり腹膜炎等を併発する場

合があります。 

⑹ 排尿困難： 

尿道バルーンを抜いた後に吻合部が狭くなり、排尿困難となる場合があります。 

すぐに尿道バルーンが再挿入できれば、数日経過を見ることで軽快することが多いです

が、場合によっては、尿道バルーンの再挿入が困難で一時的に膀胱ろうが必要となった

り、再手術により、尿道バルーンを挿入する必要があることがあります。 

 

（1）から（6）は通常の前立腺全摘除術と同じです。 

その他 

【術後の創感染】 

傷の縫い直しが必要になることもあります。開放手術より腹腔鏡手術では起こりにくい

と考えられます。 

【創ヘルニア】 

傷の下の筋膜がゆるんで、腸が皮膚のすぐ下に出てくる状態で、再手術が必要になるこ

とがあります。開放手術より腹腔鏡手術では起こりにくいと考えられます。 

【神経損傷】 

腎臓に対する手術を腹腔鏡で行えば傷は小さくて済みますが、傷口を縫い合わせる際に

肋下神経と呼ばれる部分を傷つけてしまう可能性があります。その場合、傷の痛みが長

期間続いたり、お腹の皮膚の一部の感覚が失われたり、お腹の筋肉が緩んだりすること

があります。これらに対して、再手術や神経ブロックなどの追加処置が必要となる場合

があります。 
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【術後の肺梗塞】 

おもに足の血管の中で血液がかたまり、これが血管の中を流れて肺の血管を閉塞する、

重大な合併症です。この合併症を予防するために、手術中には下肢に弾力性のある包帯

を巻いていますが、術後もできるだけ早く歩行していただくことが大切です。 

 

☆腹腔鏡手術に特有の合併症 

【皮下気腫】 

二酸化炭素が皮膚の下にたまって不快な感じのすることがありますが、数日で自然に吸

収されます。陰嚢が膨らむこともありますがすぐによくなります。 

手術の途中に、皮下気腫が強くおこりすぎると、体の中の二酸化炭素が増えすぎて、呼

吸状態が悪くなり、手術が終了しても、呼吸器をはずせない場合があります。この場合

は、呼吸器をつけたままで、体内の酸素化がよくなるまで待ちます。また、手術の進み

具合によっては、開腹手術に切り替える場合もあります。これは、麻酔科の医師との相

談により、安全に手術が行えるように決定します。 

【ガス塞栓】 

二酸化炭素が血管の中に入って肺の血管が通らなくなるもので、まれではありますが危

険な合併症です。 

【創部への癌の転移】 

腹腔鏡手術では、癌の組織を取り出すときに創に転移が生じたとの報告が、まれにあり

ます。当院では、この予防のために、丈夫な袋に摘出した前立腺を入れてから体外に取

り出しますので、前立腺が皮膚の傷に触れることはありません。 

【術後の腸閉塞】 

術後に腸が癒着し、再手術が必要になったとの報告があります。 

【術後の腹膜炎】 

手術中には分からないような小さな傷が腸にあった場合、後で腹膜炎となり、再手術が

必要になる場合があります。手術後に、今までに感じたことが無いようなお腹の痛みな

どを感じた場合は、すぐに担当医師にお伝え下さい。 

 

当施設での腹腔鏡手術の成績 

腹腔鏡下前立腺全摘除術を2000年以降、200名以上の患者さまに施行しましたが、直腸

損傷が3例ありましたが、何れも腹腔鏡下の縫合、絶食で軽快しています。その他、他臓

器の損傷、術後腸閉塞、術後腹膜炎、術後肺梗塞、ガス塞栓などの重大な合併症なく、

腹腔鏡手術で前立腺を摘出しています。 

５．手術･検査を受けない場合、または代替可能な手術･検査：   

１）待機療法  

一般的には、前立腺生検の結果、比較的おとなしいがんがごく少量のみ認められ、特に

治療を行わなくても余命に影響がないと判断される場合に行われる方法です。具体的に

はグリーソンスコアーが６かそれ以下で、PSAが20ng/ml以下、病期T1c-T2bまでの病態に

対してPSA値を定期的に測定して、その上昇率を確認します。PSA値が倍になる時間（PSA

倍加時間）が２年以上と評価される場合にはそのまま経過観察で良いのではと考えられ

ています。特に積極的な治療を行わないため、当然、副作用も軽微ですが、がんと診断 
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されて「特に何もしない」ことに対する精神的な負担を感じる人にはあまりこの方法は

向いていません。また、あなたの病期には、手術を行ったほうがよいと思われます。 

２）手術療法  

従来から行われている下腹部を切開して前立腺を摘出する（恥骨後式前立腺全摘除術）

があります。手術時間が少し短くなります。以前に、腹部の手術を受けておられて、腹

腔内に癒着等が予想される患者様にはこちらをお勧めする場合もあります。 

３）放射線治療 

放射線を使ってがん細胞の遺伝子を破壊し細胞分裂をできなくする方法です。前立腺が

んに対する放射線治療はさまざまな方法が登場してきています。前立腺がんに対する放

射線治療には手術療法と同様に転移のない前立腺がんに対する根治を目的とした場合

と、骨転移などによる痛みの緩和、あるいは骨折予防のために使用される場合がありま

す。 

外照射法 

転移のない前立腺がんに対して、身体の外から患部である前立腺に放射線を照射しま

す。前立腺がんに対する放射線治療では放射線の総量が多くなればなるほどその効果が

高いことが知られています。現在では治療範囲をコンピュータで前立腺の形に合わせ、

なるべく周囲の正常組織（直腸や膀胱）にあたる量を減らすことにより、従来の放射線

治療と比較して、より多くの放射線を照射できるようになっています。一般的に１日１

回、週５回で７週間前後を要します。この治療中の副作用としては、前立腺のすぐ後ろ

に直腸があるため、頻便や排便痛、出血、また膀胱への刺激により頻尿や排尿痛などが

挙げられ、照射方法によっては放射線皮膚炎や下痢が生ずることがあります。しかし通

常は外来通院で実施可能な程度であり、治療終了後、時間がたつと次第に落ち着いてき

ます。放射線治療は手術療法後に再発を来した場合にも使用されます。 

密封小線源療法（組織内照射法） 

小さな粒状の容器に放射線を放出する物質（ヨード125とよばれるアイソトープ）を密

封し、これを前立腺へ埋め込む治療法です。多くは半身麻酔のもとに肛門から挿入した

超音波で確認しながら、計画された場所に専用の機械を使用して会陰（睾丸と肛門の間）

からアイソトープを埋め込みます。外照射法と比較して数日で治療が終了し、前立腺に

高濃度の放射線を照射することが可能であり、副作用も軽度です。埋め込まれた放射性

物質は半年くらいで効力を失い、取り出す必要はありません。埋込み直後には一部生活

に制限があります。 

当院では施行できませんが、関連病院である関西医大滝井病院で、この治療を受けるこ

とができます。本邦においてこの治療法は2003年９月から開始されましたが、まだ時間

が経過しておらず、副作用についてはまだ十分検証されているとは言えませんし、また

この治療の後、再発した場合には手術療法は困難かもしれないと考えられています。 

４）内分泌療法（ホルモン療法） 

前立腺がんは男性ホルモンの影響で病気が進むという特徴があります。男性ホルモンは

主には精巣、一部は副腎からも分泌されます。男性ホルモンを遮断するとがんの勢いが

なくなります。このことを利用した治療法が内分泌療法（ホルモン療法とも呼ばれてい

ます）。 

方法としては精巣を手術的に除去するか、LH-RHアナログと呼ばれている注射が使用さ 
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れます。注射剤は１ヵ月あるいは３ヵ月に１度注射することで精巣の働きをなくします。

また男性ホルモンががんに作用しなくする抗男性ホルモン剤という飲み薬を服用するこ

ともあります。抗男性ホルモン剤は副腎からの男性ホルモンの働きも遮断します。現在、

内分泌療法の初期段階では注射あるいは飲み薬が単独あるいは、併用して使用されるこ

とが一般的です。 

内分泌療法の問題点は長く治療を続けていると、いずれは反応が弱くなり、落ち着いて

いた病状がぶり返すことです。この状態を「再燃」と呼んでいます。再燃状態となると

女性ホルモン剤や副腎皮質ホルモン剤などが使用されますが、これも当初は反応が認め

られても次第に効果が弱くなります。内分泌療法は前立腺がんに対して有効な治療法で

すが、この治療のみで完治することはまれであると考えられています。 

内分泌療法は転移のある前立腺がんに対して施行される方法です。これは転移を来して

いても、もともと転移したがん細胞は前立腺がんの性格をもっているため、転移した部

位にも作用してくれるからです。また高齢者の場合や患者本人の希望などにより、手術

療法あるいは放射線治療を実施されなかった転移のない前立腺がんに対しても施行され

ます。あるいは手術療法や放射線治療後に再発した場合にも使用されます。 

内分泌療法の副作用としては急に発汗したり、のぼせやすくなる”hot flash”（ホット

フラッシュ）と呼ばれる症状が起こることが一般的です。抗男性ホルモン剤を使用した

場合には乳房痛も認められることがあります。また下腹部に脂肪がつきやすく体重が増

加しやすくなります。女性ホルモン剤では心臓や脳血管に悪影響を及ぼし、重篤な場合

には心不全や脳梗塞などが起こることがあります。 

内分泌療法を施行した場合、多くの場合に性機能が障害されます。 

5）化学療法 

ホルモン治療が有効でない症例や、ホルモン治療の効果がなくなったときに行う治療で

す。これまでの方法では、効果が続く期間が短く、最終的な有効性を認めない医師も多

くいます。しかし新しい抗がん剤治療（ドセタキセル）により、再燃後の生存期間をの

ばす可能性が示唆されており、本邦でも再燃後前立腺がんに対して適応となっていくこ

とが予想されています。 

 

一般的に、根治を目指すことができるあなたの病期では、手術療法、または放射線（小

線源療法）をお勧めしますが、最初からホルモン療法を選択したり、経過観察を行い、P

SAが上昇してきた時点で手術方法を選択する、など、さまざまな選択肢があります。担

当医とよく相談の上、最適な治療法方を納得して選んでいただくことが、大切と思われ

ます。 

６．患者さまの具体的な希望：                                             
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（ＩＤ：@PATIENTID） 

（@PATIENTNAMEKANA） 

７．手術･検査の同意を撤回(てっかい)する場合： 同意された後であっても手術･検査が始まるまでは、

いつでもやめることができます。やめる場合には、そのことを主治医もしくは担当医にご連絡下さい。      

8．診療情報・材料の教育研究目的での使用に関するお願い: 

関西医科大学腎泌尿器外科では、よりよい診断法や治療法の開発のための臨床研究を常に行っていま

す。また、大学病院として学生や研修中の医師の教育（学生講義、教科書執筆、学会での教育セミナーなど）

にも力を注いでいます。さらに、近年は専門医・認定医としての資格制度も多数制定され、多くの医師が取得

を目指しています。これらの研究、教育、資格応募に際して、患者さんの診療情報（血液データ、画像デー

タ、手術画像など）と診療材料（余剰血清、摘出組織の一部など）を使用しなければならないことがあります。ま

た、治療の成績を明らかにするために、患者様の治癒状態についての調査（治療後に患者様個人宛に調査

用紙を送付することや、お電話で健康状態についてお尋ねをすること）も重要な作業です。患者さんの個人

情報は厳密に保護され、氏名、住所などが診療目的以外に使用されたり外部に漏れたりすることは決してあり

ません。御理解の上、御協力いただければ幸いです。 

協力いただけるかどうかはあなたの自由で、協力しなくても診療上の不利益を受けることは決してありませ

ん。いったん協力に同意されても、いつでも撤回でき、撤回しても不利益を受けることは決してありません。   

9．連絡先: 関西医科大学附属枚方病院@USERFORMALSECTIONNAME  枚方市新町 ２丁目３番１号、

電話 072-804-0101  

                                         @SYSDATE 

     @USERFORMALSECTIONNAME  医師  @USERNAME 印  

 

関西医科大学附属枚方病院 病院長 殿 

   私は、上記について説明を受け、その内容を十分に理解しましたので、その実施に同意しました。

なお、この説明・同意書の写し（もしくは、説明文書とこの同意書の写し）を受け取りました。 

@NENGOU   年     月     日   

    患者氏名                         

    住 所 @PATIENTADDRESS   

 

 親族又は代理者 (親権者、父母、配偶者、兄弟姉妹、保護義務者、法定代理人、  

その他          ) 

氏名                          


