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  Moristerole was orally administered in 20 cases of benign prostatic hypertrophy． One capsule

of MoristerolO contained 200 mg of soysterol． ln all the cases， 9 capsules of Moristerol＠ were given

per day in three divided doses for 6 weeks． Clinical improvement was observed in 11 of the 20 cases

（550／，）． lt consisted mal’nly of subjective complaints such as improvement of dysuria， narrow and
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weak uriロary stream and feeling of inco皿plete voiding． As o句ective丘ndings， a statistically sig－

nificant decrease ofresidual urine volume was noted after treatment， although shrinkage of the enlarged

prostate was not clear upon palpation or roentgenography．

  In addition to the’improvemeht of syinpt’oms， s’eruin lipid perokide which might be considered

to be a provocative cause of benign prostatic hypertrophy， was alsg significantly decreasedby Moristerol＠

administration．

  No marked side effects were seen in this study．

Key words： Soysterol， Residual Urine Volume， Lipoperoxide， Prostatic hypertrophy

は じ め に

 われわれは，臨床的に前立腺肥大症と診断された患

者に対して，脂質代謝改善剤モリステロール⑪を投与

し，臨床効果，血清脂質の変化，および副作用の有無

について検討したので報告する．

対象および方法

 対象は直腸内触診，尿道造影などにより，臨床的に

前立腺肥大症と診断された浜松医科大学附属病院およ．

び関連病院泌尿器科外来患者20名を対象とした．尿道

狭窄例，尿閉例は対象から除外してある．

 モリステロール⑧は森下製薬株式会社製の高コレス

テロール血症用剤で，1カプセル申にソイステロ・一一ル

200mgを含有する．ソィステロールは大豆より抽出

された物質であり，構成成分として，植物ステロール

40～50％，天然トコフェロール18～22％を含み，室温

で褐色不透明な半固体である．薬理作用として，コレ

ステロールの腸管吸収・再吸収の阻害，異化，排泄の

促進，血液中への遊離脂肪酸の動員抑制があげられる．

またHDLコレステロ 一一ルを増加させ，αfβリボ蛋

白比を是正すると報告されている1～3）．

 モリステロール⑪は1回3カプセル， ユ日3回食後

に経口投与し，6週間継続投与した．’ほかの薬剤は併

用せず，モリステロール⑪単独投与とした．

 モリステロール⑭6週間投与後に，自覚症状および

他覚所見の変化，総合効果，副作用の有無，血清コレ

ステロール，’．トリグリセライド，β一リボ蛋白，過酸化

脂質の変化について検討した．自覚症状として，夜間

頻尿，三線の細小，排尿開始の遅れ，三三の勢い，残

尿感について検討した．他覚所見では，残尿量，直腸

．内触診，尿道造影，血圧について検討した．残尿量は

尿道カテーテル法で判定した．総合効果判定は主持医

の判断により，改善，不変，増悪の3段階とし，改善

例を有効とした．副作用の有無の検討項目として，消

化器症状の有無，ヘマトクリット，GPT，クレアチニ

ンの血液検査の変化についてしらべた．なお，血清総

コレステm一ル，トリグリセライドは酵素法，β一リボ

蛋白は免疫沈降法を用い測定し，血清過酸化脂質は八

木法4）を用いた．

結 果

 D 自覚症状に対する効果

 自覚症状に対する効果をTable 1にまとめた．内

聞頻尿については17例中6例（35。3％）に改…善をみた．

尿線の細小は17例中9例（52．9％），排尿開始のおく

れは13例中7例（53．8％），尿の勢いは17例中11例

（6生．7％），残尿感は19例中9例（47．4％）に改善をみ

た．なお増悪は1例もみとめられなかった．

 2）他覚所見に対する効果

 残尿のある16例申9例で，残尿量は20ml以上減

少していた．Fig．1に示すように，モリズテロール②

投与により残尿量の有意な減少がみとめられた．

すなわち，投与前の残尿量は，平均42ml（SD47），

Thble 1．自覚症状に対する効果

夜間頻尿  尿線の細小
排尿開始
     排尿の勢い  残尿感
．の遅れ

例数（％） 17（100）

．改善

不変

17（100） 13（100） 17（100） 19（100）

6 （35 ．3） 9 （52 ．9） ’7 （53 i8）’ 11 （64 ．7） 9 （47 ．4）

11（64．7） 8（47；1） 6C46．2） 6（35．3） 10（52．6）
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Fig．1．残尿量

  投与前      投与後

Fig．2．収縮期圧と拡張期圧

投与後は平均23 ml（SD26）である．

 直腸内触診，尿道造影についてはあき．らかな変化を

みとめた症例はなかった．

 血圧は，投与前後で有意の変化はみとめられなかっ

tこ （Fig．2）．

 3）総合 判 定
 自覚症状の軽減，他覚所見の改善により，主持医の

判断で総合判定をした．20例中ll例（55％）が有効で

あった．
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Fig．3．総コレステn一ルの変動
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Fig．4． トリグリセライドの変動

 4）副  作  用

 Table 2に示すように，ヘマトクリット， GPT，血

清クレアチニン値について検討したが，有意な変化は

みとめられなかった．また自覚的にも消化器症状など

の副作用はまったくみとめられなかった．

 5）血清脂質の変化

 血清総コレステロール値は，モリステロール⑪投与

Table 2・血液検査値の変動

投与前 投与後

ヘマトクリット値％

GPT KU
クレアチニン
    （mg／d2）

38・一51 （43．5±4．0）

6－35 （14．0±6．8）

36～50 （42．2±3．フ）

6一・25 （11S±6．0）

O．8一一tl．5 （1．1±O．2） O．7t－1．3 （1．0±O．2）

（）内は平均値±SD
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Fig．5．β一リポ蛋白の変動
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Fig・6・過酸化脂質の変動

前平均197mg／dl（SD 36．4）が，投与後平均182 mg／

dl（SD 41．5）と減少しているが，推計学的には有意

ではなかった（Fig．3）．血清トリグリセライド値も，

投与前平均120皿g／dl（SD 98．9）が，投与後103 mg／

dl（SD 47．5）と減少しているが有意の減少ではなか

った（Fig．4）．血清β一リボ蛋自も，投与前平均408

mgfdl（SD 81），投与後422 mgldl（SD 51）であり

有意差はなかった（Fig．5）．いっぽう，血液過酸化脂

質は，投与前7．3 nmoles／ml（sD 1．4）が，投与後

6．4 nmoleslml（sD 1．2）と減少した（Fig．6）．この変

化は推計学的に有意であった（P＜0．05）．

考 察

 前立腺肥大症は，加齢とともにその頻度を増す．し

たがって高齢化社会を迎えつつある現在では，前立肥

大症はきわめて重要な疾患の1つである．

 前立腺肥大症では，排尿障害に付随してさまぎまな

不快な訴えが出現し，また下部尿路の閉塞によって残

尿が生じ，尿路感染症きら．には腎機能障害にいたるこ．

とがある．このような前立腺肥大症に対する根本的治

療法は，基本的には手術療法である．しかし，前立腺

肥大症の患者には，その疾愚の性格上，手術侵襲に耐

えられないようなpoor riskの老人が多かったり，あ

るいは，前立腺肥大症がまだ手術適応にならない軽度

な症例が多い．このような意味から，保存療法として

の薬物療法の意義はきわめて大きいといえよう．

 従来より，薬物療法として，成熟ブタ前立腺抽出物，

植物抽出エキス，アミノ酸混合製剤などがある．さら

に最近では，アンドロゲン受容体拮抗薬などが臨床応

用されている5）．しかし，成熟ブタ前立腺抽出物，植

物抽出エキス，アミノ酸混合製剤などの薬物作用機序

は不明で，臨床効果もかならずしも明確でない．また

最近市販されたアンドロゲン受容体拮抗薬は，あきら

かな前立腺の縮小効果をみとめるが6），その副作用の

面において，かならずしも十分に満足できるものでは

ない．副作用としての陰萎などの抗アンドロゲン作用

は無視できない問題である．

 われわれは，前立瞭肥大症に対する薬物療法の新し

い試みとしてし脂質代謝改善剤モリステロール②の臨

床的検討をおこなった．

 前立腺における脂質代謝については，従来から多く

の研究がなされている．とくに肥大前立腺組織の申に，

コレステロールが豊富である7）ことが見出されている

魁その病態的意義，あるいは前立腺組織における脂

質代謝の動態については，不明な点が多い．しかし，

前立腺肥大症の成因に脂質代謝が重要なかかわりの1

つをもつことは確かであろう．モリステロール②投与

により，このような前立腺肥大症組織の脂質代謝が改

善し，臨床効果がある程度得られるのではないかと期

待し，今回の臨床的検討をおこなったわけである．そ

の結果，総合効果判定では，有効が55％であ．つた．こ

の有効率は，ほかの前立腺肥大症治療薬のそれと比較

して，決して遜色がない8）．モリステロール⑧投与によ

り，治療効果の客観的な指標である残尿量が有意に減

少していることは，有効性をうらづけていると考えら

れる．

 モリステロール⑧投与による血清脂質の変動では，

β一リボ蛋白は変化はみられなかったが，総コレステロ

ール，トリグリセライドは減少傾向を示した．とくに

過酸化脂質は，モリステP一ル⑬投与により有意に減

少した．

 最近，過酸化脂質の生成と，各種の疾患との関連が

あきらかにされてきている9・10）．また細胞の老化に，

．過酸化脂質の生成が関与することが，示唆されてい

る11）．．前立腺肥大症は，典型的な，老人疾患のひとつ

である．この意味において，モリステロール⑪投与に
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よる過酸化脂質の減少と，臨床効果の出現は非常に興

味深い問題を含んでいるt

 前立腺肥大症に対する，脂質代謝改善剤モリステロ

ール②の投与は，きわめてユニークな発想からおこな

われた．その結果は前述のとおり，自覚的，他覚的な

副作用はまったくなく，臨床効果は満足できるもので

あると考えられる．モリステロール⑪の前立腺肥大症

に対する作用機序について，今後さらに検討をすすめ

ていきたい．

ま と  め

 前立腺肥大症患者20例に対し，モリステロール⑧を1

日9カプセル，6週間投与した，その結果，総合判定

で11例（55％）に臨床効果を認めた．また他覚所見で

は，触診上，あるいはX線学的には，あきらかな縮小

効果の症例はなかったが，残尿量の減少は有意にみと

められた，なお血清過酸化脂質は投与により有意に減

少した．副作用の出現は，1例もみられなかった．
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