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前立腺癌に対する小線源治療後の下部尿路症状の解析
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CLINICAL EVALUATION OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS

FOLLOWING SEED IMPLANT FOR PROSTATE CANCER

Toshikazu Okaneya1,4, Shuji Nishizawa1, Kazuyoshi Iijima1, Takahiro Yamagishi1,
Takayuki Kamigaito1, Iwao Hashida2 and Noriko Hosaka3

1The Department of Urology, Nagano Municipal Hospital
2The Department of Radiation Oncology, Nagano Municipal Hospital

3The Department of Pathology, Nagano Municipal Hospital
4The Department of Urology, Toranomon Hospital

A total of 320 localized prostate cancer patients including 272 at low-risk and 48 at intermediate-risk

were treated with permanent iodine-125 seed implants. Changes of lower urinary tract symptoms after the

treatment were analyzed for one consecutive year using international prostate symptom score, quality of life

(QOL) score and uroflowmetry. These patients did not have prostate hypertrophy or were not treated with

any α1 blocker before the seed implant. Tamsulosin (0.2 mg/day) was prophylactically administered to all

the patients for six months beginning the day after the seed implant. Both voiding and storage symptoms

developed even in patients without any urinary symptoms before seed implant and worsened during the

consecutive three months ; and, QOL also worsened after seed implant. Lower urinary tract symptoms

continued to be significantly severe for six months compared with that before the seed implant, then

improved gradually to almost the initial level after one year. It seems to take longer for storage symptoms to

diminish to the initial level compared with voiding symptoms. Neoadjuvant hormone therapy improved

neither voiding nor storage symptoms in patients without prostate hypertrophy less than 40 ml in volume.

In conclusion, a more effective α1 blocker or other potent prophylactic drug therapy should be used on the

patients after seed implant because the disadvantage of seed implant is probably only urinary disturbance.

(Hinyokika Kiyo 58 : 185-191, 2012)
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緒 言

前立腺癌に対する小線源治療は低侵襲であり，治療

後の QOL が高く保たれるのが利点である．時間の経

過とともに徐々に性機能の低下がみられる以外には，

ほぼ唯一の合併症は排尿あるいは蓄尿に関する訴えで

あるが，その経過について詳細に検討した研究は少な

い1,2)．われわれは以前に小線源治療後の下部尿路症

状の経過について報告したが3)，今回より詳細に小線

源治療後の排尿症状と蓄尿症状がそれぞれどのように

増悪，緩解していくのかを IPSS，QOL スコアの変化

と尿流検査の結果から明らかにする．さらに，ネオア

ジュバントホルモン療法（以下 NHT) が下部尿路症

状に与える影響についても検討する．

対 象 と 方 法

2004年 9月30日から2010年 7月31日までに長野市民

病院で限局性前立腺癌578例に対してヨウ素125を用い

る永久密封小線源治療（以下，小線源治療）を施行し

た．症例のリスク群分類は D’Amico の定義4)に準じた

が，Gleason score が 3＋4 かつ PSA ＜10 ng/ml のもの

は低リスク群に分類した3)．リスク群別の治療法を

Fig. 1 に示すが，低リスク群は小線源単独で，中間リ

スク群は外照射と小線源を併用して治療を行い，外照

射を先行させた．また高リスク群は小線源治療の適応

外とした．

治療計画は低リスク群では小線源治療の開始前に，

また中間リスク群では外照射の開始前に，また NHT

施行例では NHT 終了後に作成した．初期には術前計

画法，その後は術中計画法5)にしたがって作成した．

前立腺容積は治療計画作成時に経直腸エコーによる前

立腺輪郭を 5 mm スライスでトレースした画像を積分

して算出した．外来受診時に IPSS および QOL スコ

アを自己記載させ，同時に尿流検査を行って最大尿流
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Fig. 1. Treatment modality according to the risk classification of prostate cancer.
Patients in high risk group are not indicated for seed implant.

Table 1. The clinical profiles of the patients are shown according to
the modality of treatment and with or without neoadjuvant
hormone therapy

Low risk Intermediate risk

NHT (−) NHT (＋) NHT (−) NHT (＋)

Number of cases 170 102 28 20

Age 65.0±6.7 66.4±6.4 64.0±6.8 69.2±5.6

Clinical stage

T1c 150 95 20 16

T2a 15 5 6 3

T2b 5 2 3 1

Prostate volume (ml) 26.0±6.4 23.7±7.9 26.2±4.5 19.9±6.7*

Initial PSA (ng/ml) 6.8±2.5 6.9±2.1 10.0±4.4* 13.1±9.4*

IPSS 8.4±6.4 8.1±6.1 8.1±5.6 8.5±6.2

QOL 2.4±1.5 2.6±1.6 2.6±1.6 2.7±1.3

Voided volume (ml) 262±149 262±152 296±172 234±106

* p＝0.0003. †NHT : Neoadjuvant hormone therapy.

率と排尿量を経時的に記録した．

これらのうち小線源治療前には α1 ブロッカーを内

服しておらず，治療前， 1，3，6，12カ月後の IPSS

がサブスコア別に記録されており，同時に QOL スコ

アと尿流検査の結果も記載されていた低リスク群の

272例および中間リスク群の48例について下部尿路症

状の推移を検討した．さらに同じ治療群内で NHT の

有無によって結果を別々に検討した．

これらの症例の詳細を Table 1 に示す．

PSA 値は針生検で前立腺癌と診断される直前のも

のであり，未治療時の値である．IPSS，QOL，排尿

量，前立腺容積は治療計画作成時の値であり，NHT

施行例では NHT 終了後の値を示す．

NHT は紹介元の医療機関で行われた場合が多いた

めに内容はさまざまであったが，combined androgen

blockade 療法が約80％を占め，その他はほとんどが

antiandrogen 剤のみを投薬されていたが，治療期間は

平均4.9カ月間であった．なお，NHT は低リスク群

では小線源治療前に，中間リスク群では外照射開始前

に終了し，その後は一切ホルモン剤投与を行わなかっ

た．

なお前立腺容積は全例 40 ml 以下であり，外照射併

用群の前立腺容積は NHT 施行症例で有意に小さかっ

た．

外照射を併用した中間リスク群では小線源単独治療

を行った低リスク群に比べ PSA は高値であった．

全症例に小線源治療後翌日から 6カ月間 α1 ブロッ

カー（塩酸タムスロシン 0.2 mg/day) を投与した．

IPSS のサブスコアのうち 3＋5＋6 を排尿症状，2＋

4＋7 を蓄尿症状と定義してそれらの変化を経時的に

示した．また同様に QOL スコアについても経時的な

変化を示した．これらの自覚的および客観的な下部尿

路症状を表すデータは，治療による影響を明らかにす

るために，低リスク群では小線源治療開始直前を，中

間リスク群では外照射開始直前を起点とした変化量で

示した．

統計学的解析は治療開始から各時点までの変化につ

いては t 検定を用いて行い，危険率0.05未満を有意差

ありと判定した．

また各群間の有意差の有無については一元配置分散
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Fig. 2. Change of voiding symptom in each treatment modality. Changed value of IPSS is shown
in each risk group. Pretreatment value is defined as one before seed implant and before
EBRT in low and intermediate risk groups, respectively.

分析法を用いて行った．

結 果

Fig. 2 に治療法別の排尿症状スコアの変化量を示

す．低リスク群では治療後に排尿障害が出現し， 1∼

3カ月後に最も高度となった後は徐々に改善するもの

の，治療前の状態と比較すると 6カ月までは有意な増

悪がみられた．中間リスク群でも同様の経時的変化が

みられたが，両治療法とも NHT の有無による有意差

はみられなかった．なお578例中 3例（0.5％）で一過

性の尿閉を認めたため， 3日間∼ 6カ月間の膀胱留置

カテーテルを要したがその後自然排尿可能となった．

泌58,04,01-3

Fig. 3. Change of storage symptom in each treatment modality.

Fig. 3 に治療法別の蓄尿症状スコアの変化量を示

す．低リスク群では治療後に蓄尿障害が出現し， 1∼

3カ月後に最も高度となった後は徐々に改善するもの

の，NHT を行わなかった場合には治療前の状態と比

較すると 6カ月までは有意な増悪がみられた．しかし

NHT の有無による有意差はみられなかった．中間リ

スク群でも同様の経時的変化がみられたが，NHT を

施行した群ではやや変動がみられた．

Fig. 4 に治療法別の QOL スコアの変化量を示す．

低リスク群では治療後 1∼ 3カ月後に最も悪化した後

は徐々に改善するものの，治療前の状態と比較すると

NHT を行わなかった場合には 6カ月までは有意な増
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Fig. 4. Change of QOL score in each treatment modality.

泌58,04,01-5

Fig. 5. Change of maximum flow ratio in each treatment modality.

泌58,04,01-6

Fig. 6. Change of voided volume in each treatment modality.
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悪がみられた．しかし NHT の有無による有意差はみ

られなかった．中間リスク群では NHT を施行しな

かった群でのみ 3カ月後まで悪化していたが，NHT

を施行した群では有意な増悪はみられなかった．

Fig. 5 に治療法別の最大尿流率の変化量を示す．低

リスク群では治療後 1∼ 3カ月後までは低下しその後

改善するものの， 6カ月後までは有意に悪化してい

た．しかし NHT の有無による有意差はみられなかっ

た．中間リスク群では 3 カ月後まで低下したが，

NHT の有無による有意差はみられなかった．

Fig. 6 に治療法別の 1回排尿量の変化量を示す．低

リスク群では治療後 1回排尿量は減少しその後改善す

るものの，治療前の状態と比較すると 6カ月後までは

有意に減少していた．しかし NHT の有無による有意

差はみられなかった．中間リスク群では NHT を施行

しなかった群でのみ 1カ月後と12カ月後に排尿量の有

意な減少がみられた．しかし NHT の有無による有意

差はみられなかった．

考 察

今回の結果からは α1 blocker を予防的に内服した場

合でも小線源治療後は排尿症状と蓄尿症状の両者とも

増悪することが明らかになった．排尿症状は治療 1∼

3カ月後に最も増悪し，おおむね 6カ月後までは治療

前よりも悪化していた．蓄尿症状は排尿症状と同様の

経過を示したが，やや回復までの時間が遷延する傾向

がみられ， 1年後にも治療前のレベルまで戻らなかっ

た．一方，NHT は小線源治療後の排尿症状にも蓄尿

症状にもほとんど影響しないという結果が示された．

本研究は小線源治療が下部尿路症状に与える影響に

ついて解析した後ろ向き研究であり，α1 blocker が小

線源治療後の下部尿路症状へ及ぼす効果を検討したも

のではない．すなわち全例が小線源治療直後から α1

blocker を内服しており，内服しなかった例との比較

は行わなかった．また小線源治療開始時に α1 blocker

を内服していた症例は対象外とした．

一般に前立腺の肥大がある場合には尿道への被曝が

多くなり小線源治療後に排尿障害が起こりやすいとさ

れているが6)，Merrick らはあらかじめ α1 blocker を

投与することで小線源治療後の排尿障害の程度を軽減

でき，期間も短縮できると報告している7)．自験例で

は小線源治療後に α1 blocker を投薬したにも関わらず

相応の排尿症状と蓄尿症状の増悪がみられたことから

は，小線源治療後はより強力な薬物療法による下部尿

路症状の治療がなされるのが望ましいであろう．

自験例では NHT を行った症例の小線源治療前の

IPSS 平均値は8.1∼8.5と，NHT を行わなかった症例

の8.1∼8.4とほぼ同様であり，また治療後の排尿およ

び蓄尿症状の変化も同様であった．一方，Stone らは

前立腺容量 50 ml 以上かつ IPSS が15以上の症例での

下部尿路症状の軽減に NHT が有用であると報告して

いるが8)，日本では総処方線量の法律上の規制がある

ため，通常 40 ml 以上の症例は小線源治療の適応にな

りえない（しかし本研究ではもともと肥大していた前

立腺が NHT によって 40 ml 以下に縮小するとともに

下部尿路症状が改善し，その後に小線源あるいは外照

射＋小線源治療を施行した症例が含まれていると思わ

れるので，NHT によって下部尿路症状が改善するこ

とを否定するものではない．）．

なお，自験例では外照射併用群で NHT を行うと，

Fig. 6 のように有意差はなかったものの 1回排尿量の

減少の程度が軽減されるという傾向が示された．しか

し Table 1 に示すように外照射併用群の治療前の前立

腺容積は NHT を行った群で有意に小さかったため，

そのことが影響している可能性が示唆される．した

がって NHT によって 1回排尿量の減少の程度が軽減

されたとは言えないであろう．一方，外照射を併用す

ると小線源治療単独の場合と比べ， 1回排尿量減少は

より高度であったが，原因として放射線治療による前

立腺の浮腫に差がある可能性が示唆される．また外照

射併用群で治療12カ月後に 1回排尿量の減少がみられ

たが，この時期に一過性に頻尿などの症状が増悪した

可能性は否定できないものの，IPSS でそれに一致す

る変化がはっきりしないため原因は不明である．

小線源治療後のほぼ唯一の合併症は下部尿路症状で

あることから，性機能に対する影響が問題にならない

高齢患者などに対しては短期間の NHT を行うことは

理にかなうであろう．特にもともと排尿障害を自覚し

ている症例には積極的に行ってよいであろうが，自験

例での結果からは 40 ml 未満で下部尿路症状のない症

例に投与する必要はないと思われた．また限局性前立

腺癌に対する NHT は追加的な抗腫瘍効果はなく，高

齢者ではむしろ全死亡が増加することが示されている

ので9)，その意味でも使用は限定的に留めるべきであ

ろう．

前立腺肥大症では排尿症状だけでなくしばしば蓄尿

症状がみられるが，両者に対して α1 blocker は有効で

あるものの10)，抗ムスカリン薬を加えることによっ

て症状がより改善することが知られている11)．

今回の解析結果からは，小線源治療後の下部尿路症

状として排尿症状とやや遷延する蓄尿症状がみられ，

タムスロシンで必ずしも十分な効果が得られていな

かったと考えられるので，より強力な α1 blocker や，

それに加えて抗ムスカリン薬を用いることによって小

線源治療後の下部尿路症状を軽減させられる可能性が

あると思われる．特に蓄尿症状が遷延する時は抗ムス

カリン薬の効果を期待して投与してみる価値はあるも

のと思われる．
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自験例では治療後 1年経過しても下部尿路症状は治

療前の状態に完全には回復していないようであった．

しかし治療後 6カ月間の α1 blocker 投薬終了後にもさ

らに下部尿路症状が軽快していたことからは，α1

blocker の投与期間は 6カ月間で十分であると思われ

る．Merrick らは長期間観察すると下部尿路症状は元

の状態に戻ると報告している12)．しかし Stone らは元

の状態にほぼ戻るが，尿意切迫感と尿線細小のみがわ

ずかに増悪した状態で残るとしている一方，排尿障害

を示すかなり大きな前立腺の場合でも排尿状態は小線

源治療後に改善することを示している13)．これらの

ことからは，もともと高度の尿路症状を訴えない症例

では小線源治療後 1年余り経てばほぼ治療前の状態に

回復すると考えてよいであろう14)．

なお最近では 5α 還元酵素阻害剤が使用できるよう

になったが，比較的大きな前立腺肥大による尿路症状

の治療に有効であり，性機能にも影響を与えにくいこ

とからは15)，小線源治療後に尿路症状が遷延する場

合には使用を考慮してもよいであろう．

小線源治療後 2年目前後には頻尿や血尿などの下部

尿路症状が時々みられるが16)，今回はこれら晩期の

下部尿路症状については検討しなかった．

限局性前立腺がんは治癒することが高率に期待でき

るため，治療後の QOL が高く保たれることが重要で

ある．治療手段として手術や外照射などの選択肢も候

補となるが，小線源治療は手術に比べて尿禁制につい

ては良好であるが2)，治療後48カ月時点では他の下部

尿路症状についてはやや劣るという評価もあるの

で17)，より長期間の follow up による検討が望ましい

であろう．

結 語

小線源治療後は排尿症状と蓄尿症状がともに出現

し，治療後 1∼ 3カ月頃に最も高度となり QOL は低

下した．約 6カ月間有意な増悪がみられ 1年以上経過

するとほぼ治療前の状態に回復した．また排尿症状に

比べ蓄尿症状の回復はやや遷延するようであった．前

立腺容量が 40 ml 以下の前立腺肥大のない症例では

NHT を行うことによって小線源治療後の排尿症状も

蓄尿症状も有意な改善は得られなかった．これらの結

果から，小線源治療の最大の欠点は治療後の下部尿路

症状であるので，より強力な α1 blocker やその他の薬

物療法によって一層の下部尿路症状の治療を考慮すべ

きと思われる．
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