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Clinical Questions
Clinical Question（CQ）は，診療を行う上でしばしばもつ疑問とその回答で構成されて
おり，診療アルゴリズムと併せ読むことが望ましい。なお，専門医は一般医向けのアル
ゴリズムと CQ も参照されたい。

CQ1

男性下部尿路症状を悪化させる薬剤や生活習慣は何か ?
要約

多くの薬剤が男性下部尿路症状を悪化させる可能性があり，特に抗コリン作用

を有する薬剤には注意が必要である。また，肥満，高血圧，高血糖，脂質異常症などの生
活習慣病と男性下部尿路症状との関係が指摘されている。

薬剤性排尿障害をキーワードとして医中誌で検索した 21 編中の 1 編，male lower
urinary tract symptom と lifestyle をキーワードに PubMed で検索した 256 編中の 3 編，お
よび他の 4 編を引用した。
多数の薬剤が副作用として男性下部尿路症状（MLUTS）を増悪させる可能性がある（表

1）。特に中枢神経や自律神経に影響を及ぼす薬剤の使用には留意が必要である。前立
腺部尿道・尿道括約筋の収縮あるいは排尿筋の弛緩に作用する薬剤は排尿困難・尿閉の
原因に，逆に前立腺部尿道・尿道括約筋の弛緩あるいは排尿筋の収縮に作用する薬剤は
頻尿・尿失禁の原因となる。抗うつ薬，抗不整脈薬 , 鎮痙薬など抗コリン作用を有する
薬剤は多く，使用に当たっては添付文書の確認が必要である。
2009 年の調査では，国内で販売されている医療用医薬品約 1,800 剤のうち，添付文書
の副作用欄に排尿障害ならびに関連する LUTS が記載されている薬剤は 392 剤であっ
た 1）。そのうち，発現頻度が比較的高い（1% 以上）薬剤は 152 剤，それらの薬剤が属す
る薬効分類は 41 分類と多岐にわたっていた。排尿困難・尿閉などの排尿症状と頻尿・
尿失禁などの蓄尿症状の両者とも発症しうる薬効分類として，抗癌剤や抗精神病薬があ
る。排尿症状の発症が優位な薬効分類として，抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬，
パーキンソン病 / 症候群治療薬，泌尿・生殖器用薬，抗不整脈薬および自律神経系作用
薬がある。蓄尿症状の発症が優位な薬効分類として，抗ウイルス薬，抗てんかん薬およ
びインターフェロン・インターロイキン製剤がある。総合感冒薬も LUTS を増悪させる
可能性がある。シクロホスファミドやイホスファミドは直接的粘膜障害により，トラニ
ラストや漢方薬（柴朴湯，柴苓湯，小柴胡湯，温情飲，柴胡桂枝湯）はアレルギー性膀
胱炎により出血性膀胱炎の原因となりうる 2）。
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CQ8

前立腺肥大症に対して，α1 遮断薬と PDE5 阻害薬の有効性に違いはあるか ?
要約

α1 遮断薬（検討されているのはタムスロシンに限られる）と PDE5 阻害薬の下

部尿路症状に対する効果はほぼ同等であり，効果に優劣をつけるのは困難である（レベル

2）。PDE5 阻害薬は勃起障害にも効果があるが，前立腺肥大症の治療目的とは用法・用量
が異なる別の治療薬とされている。

benign prostatic hyperplasia（前立腺肥大症）
，α-adrenoceptor antagonist，α1-blocker（α1 遮
断薬）
，phosphodiesterase 5 inhibitor（PDE5 阻害薬）をキーワードとして文献を検索し
1,198 編を得た。そのうちα1 遮断薬と PDE5 阻害薬の比較に関連する 5 編を引用した。
前立腺肥大症の薬物療法の第一選択がα1 遮断薬であったので b），α1 遮断薬が先行投
与され，その無効例で PDE5 阻害薬に切り替える，あるいは併用するという少数例の報
告はある。しかしながら，PDE5 阻害薬とα1 遮断薬を直接比較した大規模 RCT は少
ない。
タダラフィル，タムスロシンをプラセボと比較した大規模 RCT が欧米で 1 件ある。
タダラフィルは IPSS 総スコアのみならず IPSS 蓄尿症状スコア，前立腺肥大症影響スコ
ア（BII）および最大尿流量を，プラセボに比較して有意に改善させ，タムスロシンも同
等な効果を示した。しかし，IPSS-QOL スコア，患者満足スケール（TSS-BPH）
，IIEF は
タダラフィルでは有意な改善がみられたが，タムスロシンではみられなかった 1）。
タダラフィル（2.5 mg，5 mg）
，α1 遮断薬（タムスロシン）とプラセボとを比較したア
ジア共同第 III 相試験においては，タダラフィル 5 mg およびタムスロシンはプラセボに
比べて IPSS の有意な改善が得られ，改善度はほぼ同等（有意差検定はなし）であった。
しかし，最大尿流量に対する効果は，タダラフィル 5 mg およびタムスロシンともにプ
ラセボと有意差がなかった 2）。直接比較ではないが，PDE5 阻害薬単独とα1 遮断薬併用
のメタアナリシスでは，比較的若く，BMI が低く，LUTS の重度の患者が PDE5 阻害薬
に適しているとされている 3）。
したがって，タダラフィル 5 mg およびタムスロシンはともに，プラセボに比べて有
意に IPSS を改善させるが，最大尿流量における改善度は現段階では効果に優劣をつけ
るのは困難である。PDE5 阻害薬とタムスロシン以外のα1 遮断薬とを比較した大規模
RCT の報告はみられない。α1 遮断薬抵抗例にタダラフィルへの変更が有効とする観察
報告もある 4）。
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of once-daily tadalafil in men with signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia on concomitant
α1-adrenergic antagonist therapy: results of a multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled
trial. Urology 2012; 79: 875 – 882（I）

CQ10

男性下部尿路症状に対して，健康食品・サプリメントなどの代替療法は推奨されるか ?
要約

有効性を示す報告はある（レベル 1〜2）が，効果の一貫性が十分でない。また，

適切な摂取量が明確でなく有害事象もあり，推奨する根拠は十分でない。
〔推奨グレード C2〕

benign prostatic hyperplasia（前立腺肥大症）
，alternative therapy（代替療法）
，complimentary
therapy（補完療法）
，diet（食事）
，herb，saw palmetto（Serenoa repens）
，vitamin（ビタミン）
をキーワードとして文献を検索し 210 編を得た。そのうち 19 編を引用した。
代替療法や食事内容と前立腺肥大症との関連に関する大規模な研究として，7 年間
18,880 例 に お い て フ ィ ナ ス テ リ ド の 前 立 腺 癌 予 防 効 果 を 検 証 し た Prostate Cancer
Prevention Trial（PCPT）がある 1）。それによると，プラセボ群 4,770 例で 7 年間に有症状
性前立腺肥大症の発生を 876 例（33.6/1,000 人年）に認め，その頻度は，食事として亜鉛
とリコピンを多く摂取していた人で低値を示した（各々，p＝0.018，0.056）
。ビタミン
D については，食事とサプリメント両方で摂取の多い人とサプリメントで多い人の両方
で，有意に前立腺肥大症の発症が少なかった（各々，p＝0.032，0.047）
。
亜鉛は前立腺組織内に高濃度に存在し 5α還元酵素活性抑制作用などを有することか
ら，前立腺肥大症や前立腺癌の発症，進行を抑制する可能性が報告されている 2，3）。し
かし，その効果は二相性であり，一定の摂取量（組織内濃度）を超えるとむしろ促進的
に作用する可能性が示唆されている 3）。実際，米国 Health Professionals Follow-Up Study
における 46,974 例の 14 年間の調査によると，サプリメントとして高用量の亜鉛（100
mg/日以上）を摂取した人の進行性前立腺癌発生リスクは 2.29 であった 4）。また，Agerelated Eye Disease Study では，3,640 例を無作為にサプリメント亜鉛摂取（80 mg/日以上）
群と非摂取群に割り付けて検討したところ，亜鉛摂取群は前立腺肥大症（尿閉）
，尿路感
5）
。
染症，尿路結石，腎不全などの泌尿器疾患関連イベントが有意に多かった
（p＝0.0003）

リコピンは，抗酸化作用などからその有効性が示唆されてきたが 2），40 例の小規模な
RCT において，6 カ月間リコピン服用（15 mg/日）群は有意に血清 PSA 値が低下し（p＜
0.05）
，経直腸的超音波測定による前立腺体積の増加が非服用群と比較して有意に少な
かった。IPSS は両群で有意に改善したが，群間で有意差はなかった 6）。なお，ノコギリ
ヤシ，リコピン，セレンをタムスロシンに併用した群とタムスロシン単独群を 1 年間比
較した 225 例の RCT において，併用群は単独群と比較して，IPSS，最大尿流量が有意
に改善した（ともに p＜0.05）との報告がある 7）。
ビタミン D の前立腺肥大症の進行抑制を支持する根拠としては，前立腺や膀胱に存
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