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前立腺肥大症症例に対する αlブロッカーによる

射精障害の検討

塩酸タムスロシンとナフトピジルの比較一

古 屋亮 児久 末伸一三古屋聖児小椋 啓i

舛森直哉2 伊藤直樹三塚本泰司2

l古屋病院泌尿器科札幌医科大学泌尿器科学教室

EJACULATORY DISORDER BY ALPHA-l ADRENOCEPTOR ANTAGONIST 

IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA; 

RETROSPECTIVE COMPARISON BETWEEN NAFTOPIDIL 

AND TAMSULOSIN 

Ryoji FURUYA 1， Shinichi HISASUE2， Hiroshi OGURA 1， Seiji FUR山 Al，

Naoya MASUMORI2， Naoki ITOH2 and Taiji TSUKAMOT02 

1 The Department 01 Urology， Furuya Hospital 

2The Department 01 Urology， Sapporo Medical Univeηiry， School 01 Medicine 

We cro砕 .sect間同llystudied the incidence and impact on quality of life of ejaculatory disorders 

caused by alpha-l adrenoceptor antagonists (tamsulosin or naftopidil) in patients with benign prostatic 

hyperplasia (BPH). By questionnaire， we queried 88 clinical BPH patients concerning ejaculatory 

disorders， who were treated with tamsulosin or naftopidil between February 1999 and August 2003. 
We investigated the difference in the incidence and types of disorders between the two drugs. Of the 

88 patients， 63 (7l.6 %) had sexual activities during the treatment. The incidence of ejaculatory 

disorders was significantly higher in the tamsulosin group (30.0 %) than in the naftopidil group (3.0 %). 

Eighty percent of patients having the disorders noticed the absence or reduced volume of semen 

although they experienced orgasms. The median quality of life index concerning the disorder was 

rated as 4， "mostly dissatisfied." 
Our results indicated that ejaculatory disorders occurred more frequently in the tamsulosin group. 

We should inform patients about this adverse effect caused by alpha-l adrenoceptor antagonists prior to 

treatment. 

(Hinyokika Kiyo 51 : 763一766，2005) 
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緒 自

現在，前立腺肥大症患者に対する薬物療法におい

て，交感神経 αl受容体遮断薬 (αlブロッカー)はそ

の有効性の高さ，安全性から第一選択薬として広く用

いられている 1，2) αiブロッカーの副作用としては起

立性低血圧などの他に射精障害が報告されている.射

精障害の頻度はナフトピジルでは報告がないが3，4)

塩酸テラゾシンでは0.3-1.4%5，6)，塩酸タムスロシ

ンでは4.2-18.1%7-9)と報告されており，薬剤により

頻度の差が見られる傾向にある.しかし，Q'1ブロッ

カーによる射精障害の種類や機序に関して検討した報

告や薬剤による発生頻度の違いを比較検討した研究は

少ない.

今閉われわれは塩酸タムスロシンおよびナフトピジ

ルを服用している症例を対象にして， αlブロッカー

の薬剤の違いによる射精障害の頻度と QOLに与える

影響について検討した.

対象と方法

対象は1999年 2月から2003年 9月までに臨床的に前

立腺肥大症として診断された88例である.治療として

塩酸タムスロシン (0.2 mg/day，以下タムスロシン

群)またはナフトピジル (50mg/day，以下ナフトピ

ジル群)の内服を開始した. 88例の内訳はタムスロシ

ン群40例，ナフトピジル群48例で薬剤の割り付けは担

当医の判断によって行われており明確な基準はなかっ

た.当初，ナフトピジルを内服していたが，排尿障害

が改善しなかったためにタムスロシンに変更した症例

が 2例いたため，これらはタムスロシン群に割付し

た.服用期間はタムスロシンに変更してからの期間と

した.また， タムスロシン内服後，ナフトピジルに変
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(付録) 射精障害に関する質問紙

前立腺肥大症の投薬を開始してからの状態につき，該当する項目にOをつけて下さい.

1.治療が開始されてから性的行為(性交，自慰など)の機会はありましたか?はい/いいえ)

*質問1.で旦どと答えた方のみ，下記の質問事項にお答え下さい.

2.その際，射精に関して以前と比べて「違和感」を感じる事がありましたか?はい/いいえ)

*質問 2.ではいと答えた方のみ，下記の質問事項にお答え下さい.

射精の「違和感jについて下記の質問事項にお答え下さい.

a.絶頂感，射精ともなくなった.

b.絶頂感はあるが精液が出なくなった.

c.絶頂感はあるが精液量が減った.

d.絶頂感，射精ともあるが，射精までにかかる時聞が長い.

e.絶頂感，射精ともあるが，射精までにかかる時間が短い.

f.射精はあるが絶頂感がない(または減った).

g.その他

3.現在の射精の違和感が今後一生続くとしたらどう感じますかっ

o.嬉しい 1.満足 2.大体満足 3.満足，不満の中間 4.不満気味 5.気が重い 6.つらい

更した症例はいなかった. (投薬開始から射精障害を調査した期間)に両群聞の

有意差を認めなかった (Table1). 排尿パラメータは

投与前の前立腺重量と投与前の残尿量に両群聞に有意

差を認めたが，最大尿流率，排尿量， IPSS， QOLで

は有意差はなかった.投与前後の最大尿流率，残尿

量，排尿量， IPSS， QOLは改善がみられたものの各

群問に有意差は認めなかった.

上記対象患者に対し， 2003年 5月から2003年10月ま

での聞に射精障害に関する横断的調査を行った.方法

として質問票(付録)を用い，両薬剤における射精障

害の有無，射精障害の詳細， QOLに与える影響につ

き検討した.質問表は今回の検討のために作成したも

のであり，妥当性の評価などはまだ行われていない.

なお患者が質問紙上，薬剤内服後，射精に違和感を感

じた場合を射精障害ありと定義した(質問 2で「は

い」と答えた場合). 

統計解析には Fischer'sexact testおよび Mann-

Whitney U-testを用い， p<0.05を統計学的有意差あ

りとした.

服用後の性行為は88例中63例(71.6%) に見られ，

射精障害の頻度はタムスロシン群で30%，ナフトピジ

ル群で 3%と有意に塩酸タムスロシン群での射精障害

の頻度が高かった (Table2). 

結 果

タムスロシン群とナフトピジル群で年齢，投与期間

射精障害の種類は絶頂感があるにもかかわらず精液

の出現がなしらあるいは射精量の減少した症例が10例

中8例であった.射精障害に対する QOLindexは

中央値 4(やや不満である，範囲 2-5)であった

(Table 3). 聴取にてナフトピジルでは射精障害が存

Table 1. Characteristics of patients treated with tamsulosin or naftopidil 

塩酸タムスロシン群 ナフトピジル群 p値

患者数 40 48 

年齢(歳) 63.6::!:: 4目 3 61. 7::!:: 5. I p=O.06 

投与期間(月) 17 土24 15 ::!:: 13 p=0.09 

前立腺重量 (ml) 37. s::!:: 13. 3 (n=26) 28.8::!:: 8.5 (n=27) p<O.OI* 

投与前 最大尿流率 (ml!s) 13.3土 5.4(n=33) 12. I土 4.3(n=39) p=0.36 

残尿 (ml) 61 土54 (n=33) 34 土37 (11=39) p<0.05* 

排尿量 (ml) 231土140 (n=33) 205土73 (n=39) p=O目 92

I-PSS 15.0::!:: 6.6 (n=21) 18.3土 8.4(n=24) p=0.16 

QOL index 4.1土1.I (n=21) 4.4土 0.9(n=24) p=0.44 

投与後 最大尿流率 (ml!s) 14.6土 9.0(n=l7) 14.9::!:: 6.0 (11=25) p=0.49 

残尿 (ml) 44-土54 (n=17) 33 ::!::38 (n=25) p=O.57 

排尿量(ml) 245 ::!::157 (n=l7) 273 ::!:: 193 (11=25) p=0.89 

I-PSS 10.8土 6.4.(n=11) 11. 8土 5.9(n=24) p=0.49 

QOL index 2.6::!:: 1.7 (n=11) 3.3::!:: 1.3 (n=24) p=0.36 

*: statistically significant， Mann-Whitney U test 
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Table 2. The incidence of ejaculatory disorders caused by tamsulosin or naftopidil 

ナフトピジル群*
(全体の%，性行為ありの内の%)

塩酸タムスロシン群*
(全体の%，性行為ありの内の%)

l例(2. 1， 3.0) 

恒例 (66.7，97.0) 

15例 (31.2 

9例 (22.5，30目 0)

21例 (52.5， 70. 0) 

10例 (25.0

射精障害あり*

射精障害なし*

性行為なし

48例40例計

* p<O. 001， Fischer's exact test 

Characteristics of patients having ejaculatory disorders caused by tamsulosin or naftopidil 

射精障害の種類 QOL index 経過

Table 3. 

c.射精量の減少

C. 射精量の減少

C. 射精量の減少

射精量の減少
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射精量の減少
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ロッカーによる射精障害が同様のメカニズムと考えら

れているようである.しかし 一方で精嚢および精管

による射出障害が原因とする報告もある 14) 薬理学

的，生理学的に射出にかかわる臓器である精嚢は αl

受容体特にサブタイプAに依存性に肌縮することが知

られている 15，16) また，塩酸タムスロシンはアルフ

ゾシンよりもラットにおいて精嚢の収縮を有意に抑制

させた17) このことから α1ブロッカーによる射精障

害は精嚢および精管の収縮障害による射出障害による

可能性も考えられる.すなわち，これらサブタイプへ

の親和性の違いが射精障害の頻度の差に結びついた可

能性は十分に考えられる.

他の報告と比較して本研究における塩酸タムスロシ

ンの射精障害の頻度が高い. しかし，この結果には本

研究が横断研究であるという性質上，避けられないい

くつかのバイアスの存在を考慮、しなくてはならない.

第iに投与時の薬剤選択に明らかな基準はなく，投与

に当たっては担当医師の判断に任されていた.これに

よるバイアスの可能性を示唆するものとして 2群で前

立腺容積と残尿量に有意差を認めており，排尿に関し

て重症度の高い症例にタムスロシンが投与されていた

傾向が認められた.第 2に受診時の射精状態、が明らか

でなく，用量依存性も不明である.第 3に今回の検討

は自覚的な射精障害のみであり，精液量や射精後尿中

の精子の有無など他覚的な検討は行われていない. し

かし，今回の検討により，これまで αlブロッカーに

よる射精障害を有する症例を見過ごしていた可能性，

察

α1ブロッカーによる射精障害は対象が前立腺肥大

症患者で高齢であることより，臨床上大きな問題とは

されていなかった. しかし，今回の検討では射精障害

の QOLindexがやや不満であるという結果から，高

齢者であっても性交を有する患者においては QOLを

損なう可能性があると考えられた.近年，前立腺炎や

尿管結石に対し， α1 ブロッカーが治療として有効で、

あるとする報告が出てきておりゅ12) 今後，性的活

動期の若年患者に α1ブロッカーを使用する機会も増

えることが予想される.その場合，射精障害により

QOLが大きく損なわれることによる臨床的な問題が

出る可能性がある.

われわれの検討では，塩酸タムスロシンとナフトピ

ジルにおける射精障害の頻度に有意差があり，またナ

フトピジルから塩酸タムスロシンに変更後射精障害が

出現した症例もいた.塩酸タムスロシンは αIA 受容

体に対する親和性が αlD受容体の3.3倍，ナフトピジ

ルは αlD受容体に対する親和性がαIA受容体の3.1倍

とされている 13) 前立腺肥大症に対する経尿道的前

立腺切除術後では勝脱頚部および前立腺部尿道の内圧

が下がり逆行性射精が起こる7) このことから αlブ

在せず，塩酸タムスロシンに変更後射精障害が出現し

た症例を 2例認めた.射精障害のあり，なしで分けた

両群の投与前および投与後の排尿パラメータには有意

差を認めなかった(データ記載せずに

考
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ひいては QOLの低下につながっていたことが少なか

らず示唆されたものといえる.

αlブロッカーによる射精障害のメカニズムは現在

不明であり，今後この機序を臨床例で明らかにする必

要があろう.

女士 墨4
閉口 国岡

αlサブタイプAへの親和性が高いとされる塩酸タ

ムスロシンは， αIサブタイプDへの親和性が高いと

されるナフトピジルよりも有意に射精障害の頻度が高

かった.また， Q'lブロッカーによる射精障害は前立

腺肥大症患者の QOLを妨げる可能性があると考えら

れた.
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