
になりました。この測定は完全な安静
呼吸ではありませんが、肺活量などに
比べれば比較的やさしいので、小さい
お子さんでも測定できます。一酸化窒
素の濃度によって喘息の状態や、治療
効果を判定することができます。最近
広く使われるようになってきました。
　山内　まだスパイロメーターほどに
は普及していない。
　東條　目的が違います。スパイロメ
ーターに置き換わる検査ではありませ

ん。
　山内　COPDは子どもの病気ではな
いというのもあるわけですね。こうい
った検査全体、コスト的なものも含め
てですが、今後、もう少しやりやすい
ものになるということはありますか。
　東條　患者さんも検査者も、安静の
呼吸で呼吸機能評価ができる検査を望
んでいます。
　山内　これからの課題ということで
すね。ありがとうございました。

　山内　エナルモンデポーの使い方に
関して、アンチエイジングもありますし、
加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症
候群）に使うのもあると思います。こ
の２つが混ざらないように、まず先に
病気としてのLOH症候群、こちらにど
ういうかたちで使っているかというと
ころからおうかがいして、それを参考
にしていきたいと思います。まずLOH
症候群ですが、これはどういった病気
かといったあたりから説明願えますか。
　井手　LOH症候群、日本名では加齢
男性性腺機能低下症候群というもので
すけれども、これは加齢に伴う男性の
臓器機能低下で、それをLOH症候群、
late onset hypogonadism syndromeと

して定義しています。ですので、加齢
に伴っていろいろな不定愁訴が出る。
例えば筋力の低下とか、発汗、やる気
のなさ、性欲の低下、ED等々。非常
に多岐にわたる症状が出てくるものを、
一つの疾患群として定義して治療しよ
う。男性更年期といったものの一つの
かたちとして、それが加齢に伴って起
きてくるものをLOH症候群として定義
しています。それに対してテストステ
ロンの補充療法の場合はエナルモンデ
ポー、注射剤なのですが、を使用して
います。
　山内　症候群ですから、いろいろな
ものが混ざっている、一緒くたにされ
ているということですが、基軸として

アンチエイジングとしてのエナルモンデポーの使い方

帝京大学泌尿科准教授
井　手　久　満

（聞き手　山内俊一）

　アンチエイジングとしてのエナルモンデポーの使い方についてご教示ください。
　血中遊離テストステロン値の減少に関して、現行国内ではエナルモンデポー
くらいしかありませんが、加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症候群）に対す
る投与の方法の具体的なプロトコールがあればご教示ください。実費診療でも
LOH症候群の治療希望者がいます。

＜埼玉県開業医＞
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は男性ホルモンの低下ということでよ
いのですね。
　井手　おっしゃるとおりです。
　山内　今ご紹介がありましたが、女
性の更年期障害に近いようなものもた
くさん出てきますが、そういった機能
障害的なもの以外に、例えば体つきが
おかしくなる、あるいは発病率が高い
とかいった報告はあるのでしょうか。
　井手　例えば、加齢に伴って筋力が
低下してくる。そういったものにもテ
ストステロンの低下が関係してきます
し、テストステロンが低下してきてい
る人ほどメタボリック症候群とか糖尿
病になりやすいというデータもありま
す。それから、狭心症などの心血管障
害もテストステロンの低い人のほうが
イベントが起こりやすくて、早く亡く
なってしまう。これは日本においても
疫学的データがあります。
　がんに関しては、例えば前立腺がん
も、テストステロンをブロックするホ
ルモン療法がよく効いて、患者さんの
治療に使っているのですが、実は発が
んに至る前の段階では、テストステロ
ンの低い人ほど悪いがんができる。テ
ストステロンが高い人のほうが、病理
組織学的に良性といいますか、おとな
しい性格のがんができることが、これ
までの疫学的な調査でわかっています。
一般的にテストステロンが高いほうが
心疾患も少ないし、がんも少ない。寿
命も長いことが示されています。

　山内　一般的には生理的にも加齢に
伴いだんだん下がってくるものとみて
よいのですね。
　井手　おっしゃるとおりです。思春
期を経た20歳ぐらいをピークにゆっく
りと下がってきます。
　山内　だいたい50歳、60歳代あたり
から顕在化してくるということでしょ
うか。
　井手　テストステロンの血清の値も、
例えばストレスの影響を受けたりとか、
もちろん日内変動も、朝高くて夕方低
いとか、そういったものもありますし、
ストレスが非常に影響しているのでは
ないかといわれています。先生がおっ
しゃった50代、60代というのは、家庭
の問題とか、会社でも中間管理職にな
っているとか、お金の問題、教育の問
題、いろいろなストレスがかかってい
る年代で、自殺も一番多い年代です。
そういったところに加齢によるテスト
ステロンの低下が重なって症状が顕在
化してくるといったことがあると思い
ます。
　山内　よくうつ病も話題になります
が、こういった方の中にもこれが原因
と思われる方がいらっしゃるのですか。
　井手　うつ病と思って抗うつ剤で治
療されていて、実はLOH症候群だった
という方もいらっしゃいます。
　山内　そうしますと、一部のうつ症
状の方にエナルモンデポーを使うこと
もあるのですね。

　井手　そうですね。抗うつ作用があ
りますので、うつ症状も楽になること
もあります。
　山内　実際に打ってみて、かなり効
果があるのですか。
　井手　テストステロンが下がってき
てこういった症状が出てくる方で、テ
ストステロンを補充すると、比較的早
期に、注射剤に対しては打って１週間
以内ぐらいに、元気になってくる。効
果がすぐわかります。逆に、注射剤を
打って、３カ月たっても症状が変わら
ない人は、LOH症候群ではないと判断
できると思います。
　山内　実際のエナルモンデポーの使
い方ですが、どういうかたちになるの
でしょうか。
　井手　これはテストステロンの徐放
剤になっていまして、だいたい125～ 
250㎎を患者さんの症状に合わせて２～ 
４週間に１度注射をする。最初、症状
が強いときには２週間に１度打って、
それをだんだん１カ月に１度とかに延
ばしていくような使い方をします。そ
の間に生活指導をして、例えば適度な
運動をするとテストステロン値も上が
ってきますので、あとは脂質をあまり
取り過ぎないとか、ストレスをためな
い。そういったマネジメントも行いな
がらホルモンの補充をする。一生打つ
わけにはいかないので、症状が取れて
くると、そういった生活改善をして離
脱していくかたちにしています。

　山内　保険はきくものなのですか。
　井手　エナルモンデポーの使用に関
して、男性更年期障害の病名では保険
適応はなく、適応症に関しては添付文
書を参照ください。
　山内　テストステロンの血中濃度は
下がっている方が多いとみてよいので
すね。
　井手　そうですね。
　山内　今のお話で、それがだんだん
上がってくるというのは、マーカーに
は必ずしもならないのでしょうか。
　井手　血清の値は非常に変動が激し
い症候群ですので、症状を取ることを
まず第一に考えて治療を行います。テ
ストステロン値の改善は二次的な目的
にするかたちで診療を行っています。
　山内　いずれにしても、有効性があ
りそうなのですが、お値段もけっこう
高いのでしょうね。
　井手　実はすごく安くて、多分、数
百円単位だと思います。
　山内　日本ではまだそんなに使われ
ている印象はありませんが、海外では
使われているところもけっこう多いの
でしょうね。
　井手　アメリカではテストステロン
のゲル製剤も使用できるのですけれど
も、この10年間に処方箋料が４倍増加、
16億ドルにも及んでいることが2011年
のデータで出ています。アメリカでは
非常に処方が多い。治療対象になる患
者さんも多いので、日本もゲル製剤の
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は男性ホルモンの低下ということでよ
いのですね。
　井手　おっしゃるとおりです。
　山内　今ご紹介がありましたが、女
性の更年期障害に近いようなものもた
くさん出てきますが、そういった機能
障害的なもの以外に、例えば体つきが
おかしくなる、あるいは発病率が高い
とかいった報告はあるのでしょうか。
　井手　例えば、加齢に伴って筋力が
低下してくる。そういったものにもテ
ストステロンの低下が関係してきます
し、テストステロンが低下してきてい
る人ほどメタボリック症候群とか糖尿
病になりやすいというデータもありま
す。それから、狭心症などの心血管障
害もテストステロンの低い人のほうが
イベントが起こりやすくて、早く亡く
なってしまう。これは日本においても
疫学的データがあります。
　がんに関しては、例えば前立腺がん
も、テストステロンをブロックするホ
ルモン療法がよく効いて、患者さんの
治療に使っているのですが、実は発が
んに至る前の段階では、テストステロ
ンの低い人ほど悪いがんができる。テ
ストステロンが高い人のほうが、病理
組織学的に良性といいますか、おとな
しい性格のがんができることが、これ
までの疫学的な調査でわかっています。
一般的にテストステロンが高いほうが
心疾患も少ないし、がんも少ない。寿
命も長いことが示されています。

　山内　一般的には生理的にも加齢に
伴いだんだん下がってくるものとみて
よいのですね。
　井手　おっしゃるとおりです。思春
期を経た20歳ぐらいをピークにゆっく
りと下がってきます。
　山内　だいたい50歳、60歳代あたり
から顕在化してくるということでしょ
うか。
　井手　テストステロンの血清の値も、
例えばストレスの影響を受けたりとか、
もちろん日内変動も、朝高くて夕方低
いとか、そういったものもありますし、
ストレスが非常に影響しているのでは
ないかといわれています。先生がおっ
しゃった50代、60代というのは、家庭
の問題とか、会社でも中間管理職にな
っているとか、お金の問題、教育の問
題、いろいろなストレスがかかってい
る年代で、自殺も一番多い年代です。
そういったところに加齢によるテスト
ステロンの低下が重なって症状が顕在
化してくるといったことがあると思い
ます。
　山内　よくうつ病も話題になります
が、こういった方の中にもこれが原因
と思われる方がいらっしゃるのですか。
　井手　うつ病と思って抗うつ剤で治
療されていて、実はLOH症候群だった
という方もいらっしゃいます。
　山内　そうしますと、一部のうつ症
状の方にエナルモンデポーを使うこと
もあるのですね。

　井手　そうですね。抗うつ作用があ
りますので、うつ症状も楽になること
もあります。
　山内　実際に打ってみて、かなり効
果があるのですか。
　井手　テストステロンが下がってき
てこういった症状が出てくる方で、テ
ストステロンを補充すると、比較的早
期に、注射剤に対しては打って１週間
以内ぐらいに、元気になってくる。効
果がすぐわかります。逆に、注射剤を
打って、３カ月たっても症状が変わら
ない人は、LOH症候群ではないと判断
できると思います。
　山内　実際のエナルモンデポーの使
い方ですが、どういうかたちになるの
でしょうか。
　井手　これはテストステロンの徐放
剤になっていまして、だいたい125～ 
250㎎を患者さんの症状に合わせて２～ 
４週間に１度注射をする。最初、症状
が強いときには２週間に１度打って、
それをだんだん１カ月に１度とかに延
ばしていくような使い方をします。そ
の間に生活指導をして、例えば適度な
運動をするとテストステロン値も上が
ってきますので、あとは脂質をあまり
取り過ぎないとか、ストレスをためな
い。そういったマネジメントも行いな
がらホルモンの補充をする。一生打つ
わけにはいかないので、症状が取れて
くると、そういった生活改善をして離
脱していくかたちにしています。

　山内　保険はきくものなのですか。
　井手　エナルモンデポーの使用に関
して、男性更年期障害の病名では保険
適応はなく、適応症に関しては添付文
書を参照ください。
　山内　テストステロンの血中濃度は
下がっている方が多いとみてよいので
すね。
　井手　そうですね。
　山内　今のお話で、それがだんだん
上がってくるというのは、マーカーに
は必ずしもならないのでしょうか。
　井手　血清の値は非常に変動が激し
い症候群ですので、症状を取ることを
まず第一に考えて治療を行います。テ
ストステロン値の改善は二次的な目的
にするかたちで診療を行っています。
　山内　いずれにしても、有効性があ
りそうなのですが、お値段もけっこう
高いのでしょうね。
　井手　実はすごく安くて、多分、数
百円単位だと思います。
　山内　日本ではまだそんなに使われ
ている印象はありませんが、海外では
使われているところもけっこう多いの
でしょうね。
　井手　アメリカではテストステロン
のゲル製剤も使用できるのですけれど
も、この10年間に処方箋料が４倍増加、
16億ドルにも及んでいることが2011年
のデータで出ています。アメリカでは
非常に処方が多い。治療対象になる患
者さんも多いので、日本もゲル製剤の
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ような治療の手段が増えると患者さん
にも恩恵があるのかなと。日本で保険
で使えるのは注射剤、エナルモンデポ
ーしかないのです。
　山内　ただ、行っている施設は限ら
れているのでしょうね。
　井手　先生のご指摘のとおり、泌尿
器科の中でもLOH症候群を診られる病
院は限られています。まだLOH症候群
自体認知度が低いので、治療を行って
いる病院も少ないですが、今後徐々に
増えていくと思います。
　山内　元気になるのはいいことです
ね。LOH症候群は病気とみなしてもい
いのでしょうが、もう一つの質問のア
ンチエイジングになってくると、もう
少し微妙な問題が出てきます。例えば
テストステロンはほぼ正常かもしれな
い。そこそこ元気なのだけれども、も
っと元気になりたいとか、もっとポジ
ティブになりたいとか、一歩治療から
は踏み出したところかと思うのですが、
使用経験とか現状はいかがなのでしょ
う。
　井手　LOH症候群の診断がつかなく
て、アンチエイジングの目的で保険診
療をするのは、ちょっと難しいかなと
思いますし、実際にテストステロンが
高い方のほうが長生きというのはある
のですが、そこに先生が今おっしゃっ
た、上乗せしてテストステロンを補充
した場合に、本当に寿命が延びるとか、
そういったデータは全くありません。

ですので、そういった患者さんにテス
トステロンを補充するのは、アンチエ
イジング目的としてはなかなか使用し
ていません。どちらかというと、生活
指導を行って、スポーツを勧めたり、
脂質を少し減らしたり、適度な運動を
していただく、そういったものを含め
て生活指導することによって、元気で
長生きしていただくほうに持っていこ
うとしています。
　山内　先ほどの話ですと、アメリカ
あたりではいかにも使われていそうな
気がするのですが。
　井手　アメリカはゲル製剤という塗
り薬があり、処方できます。日本には
それはまだ入ってきていないのですが、
注射剤と違い、ゲルだと比較的簡易に
使用できる。アメリカの問題点は、先
生がおっしゃったように、元気になる
ので、テストステロン値も測らずに、
検査もせずに処方しているという実情
があって、FDAが数カ月前に副作用に
ついて警鐘を鳴らすといったようなこ
ともありました。
　大量に使うと、テストステロンもア
ロマターゼの作用でエストロゲンに変
わってしまいますので、そうなると心
臓にも悪いですし、女性化乳房等の障
害も出てくる可能性があります。テス
トステロンは適量を使うとともに、体
調に合わせてうまいさじ加減で使うと
ころにポイントがあると思います。
　山内　ありがとうございました。

　池田　德田先生、術中虹彩緊張低下
症候群、IFISというのでしょうか、ま
ずどのような症候群で、いつごろから
認知されてきているのでしょうか。
　德田　人間の眼は、光を取り入れる
瞳孔というところがありますが、それ
は虹彩、茶目と呼ばれている部分の中
心に開いた孔の部分にあたります。こ
の瞳孔を白内障手術のときに大きく開
いて、その後ろにある白内障を手術す
る必要があるのですが、この虹彩が開
かない人や、あるいは、開いてはいて
も、手術中にそれが閉じてくるような
人が出現してきました。それがだいた
い10年ぐらい前から認知されてきまし
た。

　その原因として、前立腺肥大治療薬、
αブロッカーを投与している人に発症
することがわかってきました。以前は、
前立腺肥大症の治療なので、男性だけ
に起こるといわれていましたが、緑内
障の目薬で同じくαブロッカーを使う
ものが出てきましたので、女性でも起
こることがわかってきています。
　池田　αブロッカーで虹彩が開きに
くい、これはどういう関係にあるので
しょうか。
　德田　前立腺の筋肉を抑制するため
にαブロッカーを使いますが、もとも
と前立腺の筋肉は自分で動かすことが
できません。虹彩の筋肉も自分で動か
すことができない、同じ種類の平滑筋

白内障手術患者のIFIS

井上眼科病院副院長
德　田　芳　浩

（聞き手　池田志斈）

　白内障手術患者の術中虹彩緊張低下症候群（IFIS）についてご教示ください。
　私自身（77歳）、前立腺肥大症でαブロッカー（以前はハルナール、今はユ
リーフ）を服用中で、つい先日、白内障の手術を受けました。従来の報告のよ
うに、やはり術中にIFISが発症したようですが、問題なく両眼の手術は終わり
ました。白内障も前立腺肥大症も高齢者に多いため、ぜひご教示ください。

＜大分県開業医＞
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