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三宅 修5，内田 欽也6，奥山 明彦1

1大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（泌尿器科)
2市立豊中病院泌尿器科，3蒼龍会井上病院泌尿器科

4友紘会総合病院泌尿器科，5医誠会病院泌尿器科，6協仁会小松病院泌尿器科
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We investigated the clinical efficacy and safety of administration of naftopidil at 75 mg for clinically

benign hyperplasia patients who had moderate or severe urinary disturbance according to guidelines for

clinical studies regarding urination disorder. Among patients with benign prostatic hyperplasia who were

treated with a a1-adrenoceptor blocker, we administered naftopidil (75 mg/day) for 12 weeks to 85 patients in

whom the global severity was evaluated as moderate or severe. This agent significantly reduced the

international prostate symptom score (I-PSS) and residual urine volume, and improved the QOL index and

maximum urine flow volume in comparison with the baselines. Concerning the global treatment response,

a partial response or better was achieved in 83.8% of the patients. Neither blood pressure nor heart rate

were changed in patients who continued to receive this therapy. Side effects included orthostatic

hypotension (1 patient : discontinuation), dizziness (2 patients : discontinuation, 1 patient : continuation), and

palpitation (1 patient : discontinuation). These results suggest that a once-a-day administration of naftopidil

at 75 mg safely relieves urination/accumulated urine symptoms in patients with moderate or severe urination

disorder related to prostatic hypertrophy.

(Hinyokika Kiyo 55 : 181-186, 2009)
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緒 言

前立腺肥大症 (BPH) に対する薬物療法は，前立腺

に高い選択性を示す α1 受容体阻害薬が排尿障害だけ

でなく蓄尿症状に対しても優れた効果を有することか

ら第一選択薬として使用されている．α1 受容体阻害

薬には，α1A 受容体に選択性の強い薬剤と α1D 受容

体に強い選択性を有する薬剤があり，これらを使い分

けることの重要性は，BPH の病態におけるアドレナ

リン受容体の解析により明らかにされてきた1~3)．し

かし，実際の診療においては，I-PSS などを用いた問

診により排尿症状が強い場合には α1A に選択性の強

い薬剤，蓄尿症状が強い場合には α1D に選択性の強

い薬剤を選択し，効果不十分の場合に増量もしくは他

剤に切り替えるという治療方針をとっている場合が多

い．

ナフトピジルは α1D 受容体に強い選択性を有する

薬剤であり，排尿症状のみならず，夜間頻尿などの蓄

尿症状に対しても有効性が認められている．用法・用

量は， 1 日 1 回 25 mg より投与を開始し，症状や重

症度によって 1日 1回最大用量 75 mg まで承認され

ている．薬剤を切り替える場合にナフトピジルのよう

に用量を選択できる場合には適切な投与量を決めるこ

とが大切である．
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これまでわれわれは，薬物治療しているにもかかわ

らず十分な改善効果が得られない BPH 患者に対して

ナフトピジル 50 mg への切り替えにより有効性を認

めたという報告を行った4)．さらに BPH 患者のなか

で『排尿障害臨床試験ガイドライン』5) による全般重

症度が重症例に対するナフトピジル 75 mg 投与例に

おける臨床効果も報告してきた．今回，われわれは

α1 受容体阻害薬で薬物治療されている BPH 患者（ナ

フトピジル 75 mg 投与を除く）のなかで『排尿障害

臨床試験ガイドライン』に収載されている全般重症度

判定基準で中等症または重症と判定された排尿障害患

者に対し，ナフトピジルの 1日最大用量 75 mg を初

回から 1日 1回投与し，その有効性と血圧変動を中心

とした安全性について検討した．

対 象 と 方 法

(1）対 象

2006年 4月から2007年 7月までに，本研究の参加施

設（大阪大学付属病院，市立豊中病院，蒼龍会井上病

院，友紘会総合病院，医誠会病院，協仁会小松病院）

において BPH に伴う排尿障害で受診した患者の中

で，α1 受容体阻害薬を中心とした薬物治療中である

にもかかわらず，『排尿障害臨床試験ガイドライン』

に収載されている全般重症度判定基準で中等症または

重症の症例を対象にした．

なお，以下の除外基準に該当する患者は本研究の対

象外とした．

○1手術絶対適応（すぐに手術が必要）の患者

○2原則として抗コリン剤などの排尿障害治療薬 (α1

受容体阻害薬を除く）による治療を受けている患者

○3投与開始前 1カ月以内に抗アンドロゲン剤による

治療を受けた患者

○4投与開始前 1カ月以内に TUR-P や低侵襲治療な

どの治療歴がある患者

○5前立腺癌が強く疑われる患者

○6低活動膀胱，尿道狭窄，慢性細菌性前立腺炎，活

動性尿路感染症，パーキンソン病などを合併している

患者

○7その他，安全性および調査の目的を考慮して主治

医が不適当と判断した患者

(2）投与方法

本研究の条件を満たした症例に対しインフォームド

コンセントを行い，先行薬の wash out なしにナフト

ピジル 75 mg を 1日 1回12週間投与した．併用禁止

薬剤としては，抗男性ホルモン製剤，他の α1 受容体

阻害薬，交感神経および副交感神経に作用する薬剤な

ど下部尿路機能に影響を及ぼすものとした．なお，合

併症などにより使用せざるを得ない薬剤の併用は可と

し，本研究中は原則として用法・用量を変更せずに継

続投与した．

(3）臨床評価および安全性の判定

1）患者背景

対象症例の年齢，既往歴，BPH の治療歴とその治

療薬，合併症とその治療薬を確認した．本研究開始前

の I-PSS，QOL index，最大尿流率，残尿量および前

立腺推定体積（経腹的超音波検査）を測定した．これ

らの数値より，排尿障害臨床試験ガイドライン領域別

重症度判定基準に従って判定し，かつ全般重症度を判

定した．

2）自覚症状

本研究開始時および投与 2，6，12週後に I-PSS，

QOL index について患者自身で評価した．なお，I-

PSS の項目は，昼間頻尿，尿意切迫感および夜間頻尿

を蓄尿症状とし，尿線途絶，尿勢減弱および腹圧排尿

を排尿症状とし，残尿感を排尿後症状とした．

3）他覚所見

本研究開始時および投与 6，12週後に尿流測定（排

尿量，排尿時間，最大尿流率，平均尿流率）および超

音波断層法による残尿量 (＝π/6×左右径×上下径×

前後径）を測定した．

4）坐位血圧および心拍数の測定

坐位血圧および心拍数を本研究開始時および投与

2，6，12週後の外来受診時に測定した．

5）副作用の評価

副作用については血液生化学的検査および臨床症状

について評価し，副作用が認められた場合には，本剤

との因果関係および重篤度を判定した．

6）解析方法

統計学的解析は Wilcoxon 順位和検定を用いた．危

険率0.05未満を有意差有りと判定した．

結 果

(1）評価対象症例

対象として登録された患者は，85例であった．登録

された85例全例を安全性の解析対象とし，前治療薬が

確認できなかった症例と α1 受容体阻害薬以外であっ

た11例，副作用により中止された 4例，解析対象基準

を満たさなかった 2例を除いた68例を有効性解析対象
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Fig. 1. Composition of patients.
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とした (Fig. 1）．

(2）患者背景

有効性解析対象症例の年齢は66∼77歳（平均71.7

歳）であった．前治療薬は塩酸タムスロシン製剤33

例，ナフトピジル製剤32例，エブランチル 1例，ハイ

トラシン 2 例であった．有効性解析対象症例を領域

（症状，QOL，機能，形態）別重症度でみると症状

(I-PSS) および QOL ではそれぞれ46例（67.6％），42

例（61.8％）の患者が中等症であったが，機能および

形態ではそれぞれ60例（88.2％），54例（79.4％）が

中等症と判定された (Table 1）．

(3）有効性評価

自覚症状について I-PSS の各項目スコア，症状別ス

コアおよび QOL index のナフトピジル投与前後の分

布を Table 2 に示した．I-PSS 蓄尿症状スコア，排尿

症状スコア，合計スコアおよび残尿感スコアは投与前

後で有意な改善が認められた．また，I-PSS の各項目

すべてにおいて有意な改善を得た．QOL index は有

意に改善し，患者満足度は向上していた．

他覚所見についてはナフトピジルの投与前後で，最

大尿流率は 9.3±2.7∼12.6±4.9 ml/sec，平均尿流率

は 4.6±1.5∼6.3±2.5 ml/sec，排尿量は 182.2±

115.0∼204.4±96.2 ml/sec，残尿量は 35.6±33.1∼

19.0±23.8 ml/sec といずれの評価項目においても投

与開始時に比べて投与12週後に有意な改善が認められ

Table 1. Characteristics in the patients with BPH

領域 区分 安全性解析症例 (n＝85) 有効性解析症例 (n＝68)

症状 (I-PSS)

軽症（ 7以下) 1 0

中等症（8-19) 54 46

重症（20以上) 29 22

不明 1 0

QOL (QOL index)

軽症 (0，1) 0 0

中等症 (2，3，4) 51 42

重症 (5，6) 33 26

不明 1 0

機能（最大尿流率 [Qmax] および
残尿量 [RU])

軽症 (Qmax 15 ml/s 以上かつ RU
50 ml 未満) 2 0

中等症 (Qmax 5 ml/s 以上かつ RU
100 ml 未満) 70 60

重症 (Qmax 5 ml/s 未満または RU
100 ml 以上) 12 8

不明 1 0

形態（前立腺体積)

軽症（20 ml 未満) 5 3

中等症 (50 ml 未満) 64 54

重症 (50 ml 以上) 12 9

不明 4 2

Table 2. Effect of naftopidil on I-PSS, QOL index

項目 開始時 12週後

IPSS（症状別)

排尿症状 計 7.2±3.2 4.3±2.6*

尿線途絶 2.2±1.5 1.4±1.2*

尿勢減弱 3.3±1.4 2.0±1.2*

腹圧排尿 1.8±1.5 0.9±0.9*

蓄尿症状 計 7.2±3.0 5.3±2.6*

昼間頻尿 2.5±1.2 1.7±1.2*

尿意切迫感 2.0±1.4 1.5±1.3*

夜間頻尿 2.6±1.1 2.0±1.0*

残尿感 2.1±1.6 1.3±1.1*

Total IPSS 16.5±5.4 11.1±5.1*

QOL index 4.4±0.8 3.2±1.3*

* : Wilcoxn rank sum test p＜ 0. 01 significant difference
compared to before with naftopidil.

Table 3. Effect of naftopidil on urodynamic parameter

開始時 12週後

最大尿流率 (ml/s) 9.3± 2.7 12.6± 4.9*

平均尿流率 (ml/s) 4.6± 1.5 6.3± 2.5*

排尿量 (ml) 182.2±115.0 204.4±96.2*

残尿量 (ml) 35.6± 33.1 19.0±23.8*

(n＝ 68) * : Wilcoxn rank sum test p＜ 0. 01 significant
difference compared to before with naftopidil.

泌55,04,02-2

Fig. 2. Effect of naftopidil on overall efficacy.
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た (mean±SD p＜0.01，Table 3）．

排尿障害臨床試験ガイドラインに従い，I-PSS，

QOL，最大尿流率に対する効果を判定した．有効性

の結果は，著明改善 9例（13.2％），改善35例（51.5

％），やや改善13例（19.1％）であった (Fig. 2）．

(4）坐位血圧・心拍数の変化

収縮期血圧が 140 mmHg 以上または拡張期血圧が

90 mmHg 以上の高血圧例（29例）およびそれ以外の

正常血圧症例（43例）についてナフトピジルによる影

響を調べた．その結果，いずれの群においても投与前

後において座位血圧および心拍数に差は認められな

かった．また，収縮期血圧 120 mmHg 以下あるいは

拡張期血圧が 60 mmHg の血圧が低い症例（10例）に

おいても座位血圧・心拍数に影響は認められなかった

(Table 4）．

(5）副作用

安全性評価対象85例の中で，副作用発現症例数は 5

例（5.8％）であった．発現した副作用は（起立性低

血圧 1例，立ちくらみ 3例，動悸 1例）で重篤度はす

べて軽微であった．ふらつきの 1例は投与を継続し，

他4例は投薬を中止することにより症状は回復した．

考 察

今回われわれは，α1 受容体阻害薬で薬物治療され

ている BPH 患者のなかで『排尿障害臨床試験ガイド

ライン』に収載されている全般重症度判定基準におい

て中等症以上と判定された排尿障害患者を中心にナフ

トピジルの 1日最大用量 75 mg を 1日 1回投与し，I-

PSS を中心とした有効性および血圧変動を中心とした

安全性について検討した．結果として，α1 受容体阻

害薬からナフトピジル 75 mg の 1日 1回投与に切り

替えることにより，I-PSS，QOL のいずれの項目にお

いても有意な改善作用を示した．また，他覚症状であ

る最大尿流率，平均尿流率， 1回排尿量および残尿量

において有意な改善を呈した．林らは，前治療薬であ

る α1 受容体阻害薬が無効であると判断された患者に

対して治療薬を切り替えることにより治療効果を検討

している6)．そこで彼らは，ナフトピジルが塩酸タム

スロシン無効症例の残尿感・間歇性排尿・夜間頻尿を

改善し，塩酸タムスロシンがナフトピジル無効症例の

尿意切迫感・尿勢の低下・腹圧排尿を改善したと報告

している．また，塩酸タムスロシン投与により改善し

ていた尿意切迫感・尿勢の低下・最大尿流量・排尿量

はナフトピジル変更後に効果が減じたとも報告してい

る．今回のわれわれの検討では，前治療薬がナフトピ

ジル（32例）群と塩酸タムスロシン（33例）群の間で

改善効果に差は認めなかった．前治療薬がナフトピジ

ル 25 あるいは 50 mg であっても，塩酸タムスロシン

0.2 mg であった場合でも，残尿感・間欠性排尿・夜

間頻尿の改善のみならず，尿意切迫感・尿勢の低下・

最大尿流率においても有意に改善効果を認め，前治療

薬で得られたいずれの項目においても改善効果が減じ

ることはなかった． これまでナフトピジルと塩酸タ

ムスロシンの比較において，総合的な有効性はほぼ同

等であるという報告が多い7)．それらの比較試験にお

ける投与量はナフトピジル 50 mg/日に対し塩酸タム

スロシン 0.2 mg/日であった．ナフトピジルの場合に

は 75 mg/日まで用量を漸増することが可能で，ナフ

トピジル 75 mg/日は塩酸タムスロシン 0.2 mg/日よ

り有効性が高いとの報告8)もあり，今回のわれわれの

検討においても同様の結果を呈した．また今回の研究

では前治療によって I-PSS の項目の中で尿勢低下の項

目が他項目より改善効果が悪い傾向を示していた．こ

れらの患者においても 75 mg 1回投与によって I-PSS

の排尿症状，蓄尿症状，残尿感すべての項目で改善効

果を認めた．これまでの報告との結果の相違の要因と

して，過去の検討では治療薬の切り替え時のナフトピ

ジルの用量設定が 50∼75 mg であったが，今回のわ

れわれの検討ではナフトピジルを最大用量の 1日 1回

75 mg のみに統一していることが考えられた．よって

ナフトピジルは 25∼75 mg/日の投与量において用量

依存性に有効性が認められることが確認された．

今回の検討において QOL スコアと自覚・他覚症状

の改善が相関しない症例を認めた．QOL スコアにお

いて 6点を呈する患者が切り替え前は 3人であったも

のが切り替え12週後に 7人に増加した．しかしこれら

の患者において自覚・他覚所見が悪化した症例は 1例

もなく，各所見において改善は認められるが QOL ス

コアの改善が認められない症例や，QOL スコアが経

Table 4. Effect of naftopidil on blood pressure and heart

rate

a

開始時 12週後

高血圧症例 (n＝29)

収縮期血圧 (mmHg) 151.4±10.42 147.9 ±13.19

拡張期血圧 (mmHg) 84.3±10.5 83.1 ±11.6

心拍数 (beats/m) 76.4±11.0 76.67±10.7

非高血圧症例 (n＝43)

収縮期血圧 (mmHg) 127.0±10.4 130.0 ±10.4

拡張期血圧 (mmHg) 76.7± 8.5 77.1 ± 8.2

心拍数 (beats/m) 71.0± 5.9 72.7 ± 6.4

b

開始時 12週後

低血圧症例 (n＝10)

収縮期血圧 (mmHg) 114.1±6.7 108.0±30.7

拡張期血圧 (mmHg) 72.9±7.3 71.9± 7.1

心拍数 (beats/m) 69.5±4.7 71.3± 5.7
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時的に 5点と 6点を交互に認める症例であった．林ら

は最大尿流率や I-PSS の総スコアが改善しても QOL

スコアの改善が認められない症例が存在すると報告し

ている6)．また，中津らはナフトピジルに関しては夜

間頻尿と残尿感の改善が QOL 向上に影響を与えると

報告している9)．今回の検討においては，QOL スコ

アの改善が認められなかった症例が少なかったことか

ら QOL スコアが改善した群と改善が認められなかっ

た症例の背景に明らかな違いを見出すことはできな

かった．

ナフトピジルの用法・用量は 1日 1回 25 mg より

投与を開始し，効果が不充分な場合 1∼ 2週間の間隔

において 50∼75 mg に漸増することとしている．そ

れはナフトピジルの血圧への影響についての配慮と考

える．特にナフトピジルの最大用量である 75 mg/日

を 1回で投与することには起立性低血圧などの副作用

の発現が懸念される．しかし山口らは，ナフトピジル

75 mg/日は 25 mg/日や 50 mg/日と副作用の発生頻度

は変わらないと報告している10)．われわれの以前の

報告では，高血圧群において収縮期血圧および拡張期

血圧に対してわずかな血圧低下が認められると報告し

たが，今回の検討においてはナフトピジル 75 mg/日

での血圧への影響をほとんど認めなかった．またふら

つきや起立性低血圧の副作用の発現についてもこれま

での報告と大きな差は認めなかった10~13)．以上より

ナフトピジル 75 mg/日においても安全に投与できる

ものと考えられた．

今回の研究終了後のナフトピジル継続率は72.9％と

高く，有効性および安全性においても満足できる結果

が得られたと考える．手術治療の適応になるような症

例を除き，患者の希望，年齢などの要因および合併症

のリスクなどにより手術療法が困難な重症患者に対し

てナフトピジル 75 mg/日が効果的な薬物治療になり

うるものと考えられた．

結 語

われわれは，α1 受容体阻害薬により治療中にもか

かわらず『排尿障害臨床試験ガイドライン』において

全般重症度が中等症または重症の前立腺肥大症に伴う

排尿障害患者85症例に対してナフトピジルの 75 mg

を 1日 1回12週間投与による有効性および安全性につ

いての検討を行った．検討において，ナフトピジルは

I-PSS，QOL index，最大尿流率，平均尿流率，一回

排尿量，残尿量を投与前と比較して有意な改善が認め

られ，全般治療効果においてもやや有効以上が81.7％

と高い結果が得られた．また投与期間中，血圧・心拍

数の有意な変動は認められなかった．以上より，α1

受容体阻害薬による薬物治療中にもかかわらず中等症

または重症の患者に対して，ナフトピジル75mgの初

回からの 1日 1回投与は，排尿症状および蓄尿症状の

改善に有効でありかつ安全に治療できることが示唆さ

れた．
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