
　齊藤　今回は、「排尿の異常を感じた
ら、過活動膀胱」ということでうかが
います。
　過活動膀胱とは、どのような疾患な
のでしょうか。
　鈴木　過活動膀胱という用語は古く
からあったのですが、2002年に国際禁
制学会が高齢化時代に合うように定義
を変更しました。それによりますと、
「過活動膀胱とは、尿意切迫感を必須
症状とし、通常は頻尿や夜間頻尿を伴
う症状症候群であり、同様の症状を呈
する局所的な疾患を除外する必要があ
る」となっています。簡単に言います
と、原因不明の尿意切迫感で困ってい
る状態といえます。尿意切迫感とは、
突然に起こる我慢できないような強い
尿意のことです。
　齊藤　これは前立腺肥大症とは違う
のでしょうか。
　鈴木　前立腺肥大症では、約半数が
過活動膀胱を合併しているといわれて
います。また、切迫性尿失禁とも近い
といわれていますが、過活動膀胱はウ

ェットタイプとドライタイプに分かれ、
ウェットタイプの過活動膀胱が切迫性
尿失禁と同じ意味になります。
　齊藤　どのぐらいの頻度で日本での
症例はあるのでしょうか。
　鈴木　2003年の日本での有名な調査
があります。それによると、40歳以上
の12.4％、約810万人がこの過活動膀胱
であると判明しています。この疾患は
加齢とともに罹患率が上昇しますので、
現在ではもっと多いはずで、実際の日
常診療でも、高齢者で最も一般的に訴
えられる臨床症状の一つになっていま
す。
　齊藤　局所的な疾患を除外するとの
ことですけれども、どのような検査で
診断していくのでしょうか。
　鈴木　過活動膀胱は高齢者の普通の
病態であるため、一般の医療施設でで
きる程度の検査が念頭に置かれていま
す。
　第一の検査は検尿です。検尿で、膿
尿や血尿があったら、同様の症状を呈
する局所的な疾患を疑います。膿尿は

一般に膀胱炎などの尿路感染症を疑う
所見です。もし膿尿で膀胱炎が疑われ
る場合には、短期の抗菌薬治療が勧め
られます。これで治癒しなければ、複
雑性尿路感染症として専門医紹介が勧
められます。
　血尿は、肉眼的血尿と顕微鏡的血尿
に分かれますが、両者の臨床的意義は
大違いです。高齢者の肉眼的血尿は膀
胱がんなどの重大疾患が高頻度で認め
られるため、速やかな紹介、精査が必
要になります。一方で、尿潜血陽性や
顕微鏡的血尿だけの場合には、重大な
疾患が潜んでいる可能性は低いのです
が、超音波などで尿路の画像診断や尿
細胞診検査が推奨されます。
　これは私見なのですが、容易で非侵
襲的な尿細胞診検査の有用性は高いと
考えています。一般に、尿細胞診を３
回施行して異常がなければ、膀胱がん
などの尿路上皮腫瘍は否定的です。逆
にクラスⅣ以上が１回でも出たら、早
急に泌尿器科受診をさせなければなり
ません。また、尿路結石の場合にもし
ばしばクラスⅢなどが出て、腹部CT
等で大きな結石が同定されることをよ
く経験しています。
　検査法に戻ります。次に行うべき検
査は残尿測定です。本来、残尿測定は、
排尿後にカテーテルで導尿して測定さ
れましたが、現在では排尿後に超音波
で膀胱の直径を縦・横・高さで測定し、
これを掛け合わせて、さらに半分にす

ると残尿量が測定できます。例えば、
縦・横・高さがすべて６㎝ならば、残
尿量は６×６×６×0.5＝108㏄となり
ます。正常機能では膀胱排尿後の尿で
ある残尿量はゼロなのですが、加齢等
で尿排出機能が低下します。臨床的に
は残尿量は50㏄以下では問題になるこ
とは少なく、100～150㏄を超えると尿
路感染の遷延、複雑化で臨床的に問題
になります。
　この２つの検査である検尿、残尿測
定で異常がなければ、尿路に放置でき
ない疾患がある可能性はあまり高くな
いということが推定されます。これに、
尿路エコー等の画像検査と、採血時に
クレアチニンと電解質に合わせ、前立
腺特異抗原（PSA）も測定していれば、
一般臨床として泌尿器科的スクリーニ
ング検査は十分といえます。
　齊藤　尿排出機能障害はどのような
病態なのでしょうか。
　鈴木　膀胱機能は、蓄尿機能と尿排
出機能の２つに分けられます。尿排出
機能は生命維持に必須の機能といえま
す。尿は基本的にヒトの老廃物ですか
ら、確実に排出することが絶対に必要
です。尿が十分に排出されないと膀胱
内に残尿が生じ、それが進行・悪化す
ると複雑性尿路感染症や膀胱尿管逆流
から水腎症につながります。これが持
続すると、最終的には腎盂腎炎から敗
血症や腎不全にまで発展します。この
経過を早期からとらえるためには、自
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覚症状では不十分で、検尿や残尿測定
のような他覚所見が必要になります。
　尿排出機能の評価には尿流率、つま
り尿の勢いの正確な測定が必須ですが、
これを判定するのは特殊な機器を必要
とします。一方で残尿量測定は、前記
のごとく超音波機器さえあれば容易で
す。排尿後の膀胱の直径が５～６㎝未
満であれば、残尿量が50～100㏄を超
えていることがないと判断でき、これ
は最低限の尿排出機能が担保されてい
るといえます。
　齊藤　蓄尿機能障害はどんな病態で
すか。
　鈴木　もう一つの膀胱機能である蓄
尿機能の目的は尿失禁の予防です。失
禁予防は、生活の質や人間の尊厳維持
に不可欠ですが、ヒトの生命維持には
基本的には無関係です。生死に関係し
ない機能は容易に障害されます。蓄尿
機能障害の臨床症状で最も高頻度なの
が過活動膀胱です。
　現在の日本では過活動膀胱の主因は
加齢です。そして過活動膀胱をより重
度に、より早期に起こす要因として、
メタボリック症候群や動脈硬化が関係
していることが判明しています。
　齊藤　それでは、過活動膀胱の治療
はどうするのでしょうか。
　鈴木　治療の基本は生活指導、膀胱
訓練、骨盤底筋体操などの行動療法で
すが、十分な診療報酬がなく煩雑なの
で現実的には施行困難なため、詳細は

専門書に譲ります。
　薬物療法はエビデンスに基づく高い
有効性が実証されていますが、男女で
少し違います。女性の場合には、イミ
ダフェナシンなどの抗コリン薬やβ3刺
激薬が適応になります。抗コリン薬は
アセチルコリンの作用を抑制する薬剤
のため、口渇、便秘などの副作用が問
題になることがありますので、複数用
量がある薬剤では少量から開始して、
ゆっくりと増量するよう注意が必要で
す。
　男性の場合には前立腺があることを
考慮し、タムスロシン、ナフトピジル、
シロドシンなどのα遮断薬、もしくは
PDE-５阻害薬のタダラフィルが第一
選択になります。前立腺肥大症で過活
動膀胱を合併している場合には、これ
で約半数の過活動膀胱が治癒するとい
われています。これでも過活動膀胱が
残る場合には女性と同様に、抗コリン
薬やβ3刺激薬が追加適応になります。
また前立腺が30g以上に大きく肥大し
ている場合には、デュタステリドなど
の５α-還元酵素阻害薬や抗アンドロ
ゲン薬が有効です。また、伝統的にエ
ビプロスタットなどの生薬や漢方薬の
有効性も広く知られています。
　齊藤　効果がある方は服薬してどの
ぐらいで改善するのでしょうか。
　鈴木　内服を始めて１日、２日で改
善する方が半数以上います。
　齊藤　そのように治療がうまくいっ

た場合、その後の経過観察はどうした
らいいでしょうか。
　鈴木　定期的に検尿と残尿測定は行
ったほうが無難と思います。膀胱機能
で大事な尿排出機能は副交感神経に支
えられています。過活動膀胱治療の主
役は抗コリン薬とβ3刺激薬で、副交感
神経を抑制する方向に働きます。よっ
て、経過とともに尿排出機能が障害さ
れ、残尿が増加する危険がないとはい
えません。また抗コリン薬では、繰り
返しになりますが、口渇、便秘などの
消化器症状が進行し、摂食障害をきた
していないかの情報収集は重要です。
　齊藤　この疾患について、ガイドラ
インはどうなっていますか。
　鈴木　2015年、過活動膀胱診療ガイ
ドラインの第２版が発刊されました。
このガイドラインには、これまでの排
尿障害研究の集大成がわかりやすく記
載されていて、排尿障害診療全般にも
通じる内容です。要点は今述べました
が、高齢者に一般的な排尿障害の理解
のためにもご一読をお勧めいたします。
　齊藤　最後にまとめますと、どうな
りますか。

　鈴木　過活動膀胱に対しては、抗コ
リン薬やβ3刺激薬の効果が非常に良好
であるということですが、副作用には
注意してくださいということです。
　また、ヒトの生命維持には適量の水
分、塩分、栄養分の摂取が必要である
ことは常識です。しかし、一方で過剰
摂取の害は、塩分、栄養分で十分知ら
れています。実は、水分もむやみな過
剰摂取は、多尿から、無駄な頻尿、尿
意切迫を起こします。頻尿や難治性過
活動膀胱で専門施設を紹介される患者
さんの３割近くが、実は多飲多尿であ
ることがわかっています。尿意切迫や
頻尿は転倒、骨折の引き金になり、運
が悪いと寝たきりにもつながります。
　多尿の鑑別には、毎回の尿量を数日
間測定し記録する排尿日誌という作業
が必要になりますが、スクリーニング
として、尿が水のように薄いことが鑑
別点として重要です。もし頻尿、過活
動膀胱の患者さんを見たら、無駄な水
分摂取はないか、尿は薄くないかもチ
ェックいただけたらと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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覚症状では不十分で、検尿や残尿測定
のような他覚所見が必要になります。
　尿排出機能の評価には尿流率、つま
り尿の勢いの正確な測定が必須ですが、
これを判定するのは特殊な機器を必要
とします。一方で残尿量測定は、前記
のごとく超音波機器さえあれば容易で
す。排尿後の膀胱の直径が５～６㎝未
満であれば、残尿量が50～100㏄を超
えていることがないと判断でき、これ
は最低限の尿排出機能が担保されてい
るといえます。
　齊藤　蓄尿機能障害はどんな病態で
すか。
　鈴木　もう一つの膀胱機能である蓄
尿機能の目的は尿失禁の予防です。失
禁予防は、生活の質や人間の尊厳維持
に不可欠ですが、ヒトの生命維持には
基本的には無関係です。生死に関係し
ない機能は容易に障害されます。蓄尿
機能障害の臨床症状で最も高頻度なの
が過活動膀胱です。
　現在の日本では過活動膀胱の主因は
加齢です。そして過活動膀胱をより重
度に、より早期に起こす要因として、
メタボリック症候群や動脈硬化が関係
していることが判明しています。
　齊藤　それでは、過活動膀胱の治療
はどうするのでしょうか。
　鈴木　治療の基本は生活指導、膀胱
訓練、骨盤底筋体操などの行動療法で
すが、十分な診療報酬がなく煩雑なの
で現実的には施行困難なため、詳細は

専門書に譲ります。
　薬物療法はエビデンスに基づく高い
有効性が実証されていますが、男女で
少し違います。女性の場合には、イミ
ダフェナシンなどの抗コリン薬やβ3刺
激薬が適応になります。抗コリン薬は
アセチルコリンの作用を抑制する薬剤
のため、口渇、便秘などの副作用が問
題になることがありますので、複数用
量がある薬剤では少量から開始して、
ゆっくりと増量するよう注意が必要で
す。
　男性の場合には前立腺があることを
考慮し、タムスロシン、ナフトピジル、
シロドシンなどのα遮断薬、もしくは
PDE-５阻害薬のタダラフィルが第一
選択になります。前立腺肥大症で過活
動膀胱を合併している場合には、これ
で約半数の過活動膀胱が治癒するとい
われています。これでも過活動膀胱が
残る場合には女性と同様に、抗コリン
薬やβ3刺激薬が追加適応になります。
また前立腺が30g以上に大きく肥大し
ている場合には、デュタステリドなど
の５α-還元酵素阻害薬や抗アンドロ
ゲン薬が有効です。また、伝統的にエ
ビプロスタットなどの生薬や漢方薬の
有効性も広く知られています。
　齊藤　効果がある方は服薬してどの
ぐらいで改善するのでしょうか。
　鈴木　内服を始めて１日、２日で改
善する方が半数以上います。
　齊藤　そのように治療がうまくいっ

た場合、その後の経過観察はどうした
らいいでしょうか。
　鈴木　定期的に検尿と残尿測定は行
ったほうが無難と思います。膀胱機能
で大事な尿排出機能は副交感神経に支
えられています。過活動膀胱治療の主
役は抗コリン薬とβ3刺激薬で、副交感
神経を抑制する方向に働きます。よっ
て、経過とともに尿排出機能が障害さ
れ、残尿が増加する危険がないとはい
えません。また抗コリン薬では、繰り
返しになりますが、口渇、便秘などの
消化器症状が進行し、摂食障害をきた
していないかの情報収集は重要です。
　齊藤　この疾患について、ガイドラ
インはどうなっていますか。
　鈴木　2015年、過活動膀胱診療ガイ
ドラインの第２版が発刊されました。
このガイドラインには、これまでの排
尿障害研究の集大成がわかりやすく記
載されていて、排尿障害診療全般にも
通じる内容です。要点は今述べました
が、高齢者に一般的な排尿障害の理解
のためにもご一読をお勧めいたします。
　齊藤　最後にまとめますと、どうな
りますか。

　鈴木　過活動膀胱に対しては、抗コ
リン薬やβ3刺激薬の効果が非常に良好
であるということですが、副作用には
注意してくださいということです。
　また、ヒトの生命維持には適量の水
分、塩分、栄養分の摂取が必要である
ことは常識です。しかし、一方で過剰
摂取の害は、塩分、栄養分で十分知ら
れています。実は、水分もむやみな過
剰摂取は、多尿から、無駄な頻尿、尿
意切迫を起こします。頻尿や難治性過
活動膀胱で専門施設を紹介される患者
さんの３割近くが、実は多飲多尿であ
ることがわかっています。尿意切迫や
頻尿は転倒、骨折の引き金になり、運
が悪いと寝たきりにもつながります。
　多尿の鑑別には、毎回の尿量を数日
間測定し記録する排尿日誌という作業
が必要になりますが、スクリーニング
として、尿が水のように薄いことが鑑
別点として重要です。もし頻尿、過活
動膀胱の患者さんを見たら、無駄な水
分摂取はないか、尿は薄くないかもチ
ェックいただけたらと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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