
すけれども、まんざら外れてはいない
のですね。
　入江　全くそのとおりだと思います。
　池田　そこで次に気になるところは、
実際にヒトではどうかということです
が、これはある程度わかっているので
しょうか。
　入江　肥満者と非肥満者では腸内細
菌叢が異なる、また、２型糖尿病を有
している患者さんは腸内細菌叢が異な
る、これらのことは日本人でも順天堂
の綿田先生もご報告されていると思い
ますが、世界で複数報告されています。
これらの代謝異常症を有する方の腸内
細菌叢が異なるというのはほぼ間違い
ないと思います。

　一方で、腸内細菌叢はもともと個人
差が非常に大きいものです。マウスの
ように、ある食事や薬物で一定の変化
を見いだすのは容易ではなく、より詳
細な検討を要するところかと考えてい
ます。
　池田　今後、腸内細菌叢のさらなる
解析、そして薬への応答、そういうも
のを見ることによって、ある程度はわ
かってくるだろうということですね。
　入江　はい、そのように考えていま
す。
　池田　非常に興味深い分野ですので、
ますます研究が進むことを期待いたし
ます。どうもありがとうございました。

　山内　秋下先生、歳をとってくると
テストステロンがだんだん減ってくる
のはよく知られていますが、この下が
り方に個人差はあるのでしょうか。
　秋下　実は非常に長い期間、変化を
追った研究は世界的にもほとんど行わ
れていなくて、それぞれの年代の人た
ちのワンポイントを取ってみると年齢
とともに下がっているとか、数年間の
タームで見るとある程度下がっている。
私自身もそういう研究をしたことがあ
って、全体では下がっていますけれど
も、下がらない人と下がる人がいて、
集団で見たときのようなきれいな加齢
変化は、そういう意味では逆に見えな
いことが多いです。
　山内　女性ホルモンの場合には生理
という現象がありますから、比較的目

に見えるかたちがありますが、男性の
場合ですと、いわゆる性欲の減退とか、
そういう少しあいまいなもので、わか
りにくいですね。かなり個人差もある
ような気もいたしますけれども。
　秋下　実は20代がピークなのです。
そこから緩やかに下がってくるのです
が、もうすでに20代の方のフリーテス
トステロンの値はかなりばらつきがあ
りまして、かなり高い人もいれば、実
は70代の人の平均ぐらいと低い方もい
ます。また必ずしも低ければ何か症状
が出ているというわけでもないのです。
　山内　生殖能力に影響があるかとい
うと、そうでもないと。
　秋下　そうでもないですね。
　山内　なかなか複雑なものですね。
　秋下　そこが診断とか治療を行う場

血中遊離テストステロン値の減少

東京大学医学部附属病院老年病科教授
秋　下　雅　弘

（聞き手　山内俊一）

　男性更年期症候群（LOH症候群）、糖尿病、薬剤性などにおける血中遊離テス
トステロン値減少の病態、診断、治療、予後について、文献も併せて、ご教示
ください。

＜青森県開業医＞
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合、難しい点でもあるのです。
　山内　今いろいろと話題になってい
る更年期症候群に少し焦点を当てたい
のですが、男性更年期症候群が問題に
なってくる一つの理由としては、いろ
いろな合併症が出てくると知られてき
ていることがあると思うのです。この
あたりを順にご紹介願いたいのですが。
　秋下　中年期以降、多くは40代以降
です。女性の更年期は50歳を挟んで前
後５年間、45～55歳という非常にクリ
アなタイムウインドーがあるのですが、
男性の場合は、40歳以降、ぽつぽつと
出てくる。中年期の病気といいますと、
メタボリックシンドロームに代表され
るような代謝異常あるいは肥満による
病気ですが、まさにそういったことか
ら始まるようです。
　山内　むしろそういったものに関係
してくるホルモンと考えてよろしいで
すか。
　秋下　そうですね。私が行った研究
でも、肥満とテストステロンの濃度は
きれいな相関関係があって、その下で
糖代謝とか血圧とか脂質異常にも関係
するのですが、どうも肥満のところに
一番関係しているようです。
　山内　内臓脂肪にも影響があると。
　秋下　そのようですね。CTで内臓
脂肪とか皮下脂肪を量った研究も行っ
たのですが、内臓脂肪の量とフリーテ
ストステロンの値は逆相関で、テスト
ステロンが高いほど内臓脂肪が少ない

という結果でした。
　山内　脂質にも影響があるのでしょ
うか。
　秋下　そこは直接効果と間接効果が
あって、少し難しい部分もあるのです
けれども、一般的にテストステロンが
低い方はHDLコレステロールが低くて
トリグリセリドが高いという、いわゆ
るメタボのパターンですね。LDLコレ
ステロールはあまり関係がないという
結果が多く出ているようです。
　山内　女性の更年期では骨の問題が
ありますね。これはいかがでしょう。
　秋下　これはもう少し遅い年齢、い
わゆる高齢者の問題として出てきます。
骨粗鬆症は男性はそんなに多くはない
のですけれども、実はけっこう骨が折
れやすくなっている方もおり、そうい
う方でテストステロンが低い方はけっ
こういらっしゃいます。テストステロ
ンを下げる治療がありまして、前立腺
がんのときに行う治療ですが、その後
に骨粗鬆症になりやすいことが知られ
ています。女性でも男性でも、ステロ
イドホルモンを服用するときに予防的
に骨粗鬆症の治療薬、ビスホスホネー
トを使ったりしますが、テストステロ
ンを下げる治療をするときにも、骨量
減少に注意しながら、場合によっては
ビスホスホネートを使うこともありま
す。
　山内　それ以外にも注目されている
ような病気、病態はあるのでしょうか。

　秋下　高齢期の問題というと認知症
ですが、認知機能の低下のほかに身体
機能も落ちてきます。ご存じのように、
テストステロンというのはドーピング
に使われるホルモン、筋肉増強剤です
ので、逆にテストステロンの低下と筋
肉量の減少、あるいは筋力の減少は密
接に関係しています。この２つの問題
がテストステロンを考えた場合には重
要な、なかなかいい対策がないことも
ありますので、今後もっと研究してい
かなければいけないと思っている領域
です。
　山内　認知症などいろいろあります
けれども、実際に加齢が進んで死亡年
齢が早まるとか、そういったものはい
かがなのでしょう。
　秋下　実はテストステロンの問題が
注目されるようになって、2006年に初
めて海外の疫学研究が出て、その後に
立て続けにテストステロンの低い高齢
男性が早死にするという報告が出まし
た。我々も要介護高齢男性では見まし
たが、やはりテストステロンが低い人
のほうがどうも早死にするという結果
でして、死亡リスクともかかわるとい
うことでした。
　ちなみに、海外の文献では、一つは
一部のがん、あと脳梗塞とか心筋梗塞、
いわゆる心血管病にかかりやすくなる
ことが指摘されています。
　山内　いずれにしても早死にしてし
まうという感じですね。

　秋下　そうですね。体も虚弱になっ
てきて、いろいろな合併症、肺炎など
も起こしやすくなりますので、そうい
うようなことも含まれるのだと思うの
です。
　山内　次に診断ですが、診断基準と
いうのはあるのでしょうか。
　秋下　Men＇s Health医学会というの
がありまして、男性更年期を主に取り
扱う学会ですが、その学会と日本泌尿
器科学会が合同で診療の手引きを出し
ています。血清のフリーテストステロ
ンを測って、8.5pg/㎖を一応基準とし
て、それ未満であって、かつ、もとも
と低い方もいらっしゃるものですから、
今お話ししたような症状とか病態を伴
っている場合には、LOH症候群、Late 
onset hypogonad ismという病態を考え
て、場合によってはホルモン補充を試
みることを提唱しています。
　山内　テストステロンは、例えば日
差、日内変動はいかがなのでしょう。
　秋下　非常に重要な点です。テスト
ステロンは朝高く、午後から夜には下
がっていくホルモンなのです。ですの
で、朝元気が出る一つの要素がもしか
したら男性ホルモンが高いことにある
のかもしれないのですけれども、測定
する場合は必ずしも空腹時である必要
はないですが、午前中に測るようにし
ていただきたいと思います。
　山内　最後に、「それでは治療をや
ってみようかな」という話が出てくる
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合、難しい点でもあるのです。
　山内　今いろいろと話題になってい
る更年期症候群に少し焦点を当てたい
のですが、男性更年期症候群が問題に
なってくる一つの理由としては、いろ
いろな合併症が出てくると知られてき
ていることがあると思うのです。この
あたりを順にご紹介願いたいのですが。
　秋下　中年期以降、多くは40代以降
です。女性の更年期は50歳を挟んで前
後５年間、45～55歳という非常にクリ
アなタイムウインドーがあるのですが、
男性の場合は、40歳以降、ぽつぽつと
出てくる。中年期の病気といいますと、
メタボリックシンドロームに代表され
るような代謝異常あるいは肥満による
病気ですが、まさにそういったことか
ら始まるようです。
　山内　むしろそういったものに関係
してくるホルモンと考えてよろしいで
すか。
　秋下　そうですね。私が行った研究
でも、肥満とテストステロンの濃度は
きれいな相関関係があって、その下で
糖代謝とか血圧とか脂質異常にも関係
するのですが、どうも肥満のところに
一番関係しているようです。
　山内　内臓脂肪にも影響があると。
　秋下　そのようですね。CTで内臓
脂肪とか皮下脂肪を量った研究も行っ
たのですが、内臓脂肪の量とフリーテ
ストステロンの値は逆相関で、テスト
ステロンが高いほど内臓脂肪が少ない

という結果でした。
　山内　脂質にも影響があるのでしょ
うか。
　秋下　そこは直接効果と間接効果が
あって、少し難しい部分もあるのです
けれども、一般的にテストステロンが
低い方はHDLコレステロールが低くて
トリグリセリドが高いという、いわゆ
るメタボのパターンですね。LDLコレ
ステロールはあまり関係がないという
結果が多く出ているようです。
　山内　女性の更年期では骨の問題が
ありますね。これはいかがでしょう。
　秋下　これはもう少し遅い年齢、い
わゆる高齢者の問題として出てきます。
骨粗鬆症は男性はそんなに多くはない
のですけれども、実はけっこう骨が折
れやすくなっている方もおり、そうい
う方でテストステロンが低い方はけっ
こういらっしゃいます。テストステロ
ンを下げる治療がありまして、前立腺
がんのときに行う治療ですが、その後
に骨粗鬆症になりやすいことが知られ
ています。女性でも男性でも、ステロ
イドホルモンを服用するときに予防的
に骨粗鬆症の治療薬、ビスホスホネー
トを使ったりしますが、テストステロ
ンを下げる治療をするときにも、骨量
減少に注意しながら、場合によっては
ビスホスホネートを使うこともありま
す。
　山内　それ以外にも注目されている
ような病気、病態はあるのでしょうか。

　秋下　高齢期の問題というと認知症
ですが、認知機能の低下のほかに身体
機能も落ちてきます。ご存じのように、
テストステロンというのはドーピング
に使われるホルモン、筋肉増強剤です
ので、逆にテストステロンの低下と筋
肉量の減少、あるいは筋力の減少は密
接に関係しています。この２つの問題
がテストステロンを考えた場合には重
要な、なかなかいい対策がないことも
ありますので、今後もっと研究してい
かなければいけないと思っている領域
です。
　山内　認知症などいろいろあります
けれども、実際に加齢が進んで死亡年
齢が早まるとか、そういったものはい
かがなのでしょう。
　秋下　実はテストステロンの問題が
注目されるようになって、2006年に初
めて海外の疫学研究が出て、その後に
立て続けにテストステロンの低い高齢
男性が早死にするという報告が出まし
た。我々も要介護高齢男性では見まし
たが、やはりテストステロンが低い人
のほうがどうも早死にするという結果
でして、死亡リスクともかかわるとい
うことでした。
　ちなみに、海外の文献では、一つは
一部のがん、あと脳梗塞とか心筋梗塞、
いわゆる心血管病にかかりやすくなる
ことが指摘されています。
　山内　いずれにしても早死にしてし
まうという感じですね。

　秋下　そうですね。体も虚弱になっ
てきて、いろいろな合併症、肺炎など
も起こしやすくなりますので、そうい
うようなことも含まれるのだと思うの
です。
　山内　次に診断ですが、診断基準と
いうのはあるのでしょうか。
　秋下　Men＇s Health医学会というの
がありまして、男性更年期を主に取り
扱う学会ですが、その学会と日本泌尿
器科学会が合同で診療の手引きを出し
ています。血清のフリーテストステロ
ンを測って、8.5pg/㎖を一応基準とし
て、それ未満であって、かつ、もとも
と低い方もいらっしゃるものですから、
今お話ししたような症状とか病態を伴
っている場合には、LOH症候群、Late 
onset hypogonad ismという病態を考え
て、場合によってはホルモン補充を試
みることを提唱しています。
　山内　テストステロンは、例えば日
差、日内変動はいかがなのでしょう。
　秋下　非常に重要な点です。テスト
ステロンは朝高く、午後から夜には下
がっていくホルモンなのです。ですの
で、朝元気が出る一つの要素がもしか
したら男性ホルモンが高いことにある
のかもしれないのですけれども、測定
する場合は必ずしも空腹時である必要
はないですが、午前中に測るようにし
ていただきたいと思います。
　山内　最後に、「それでは治療をや
ってみようかな」という話が出てくる
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こともあると思うのですが、現況はい
かがなのでしょうか。
　秋下　ホルモン剤、女性ホルモンも
以前はそうだったのですけれども、男
性ホルモンに関しては海外に比べて著
しく日本国内の開発状況は遅れていて、
非常に古い、数十年前から使われてい
る商品名エナルモンデポーという注射
剤がほぼ唯一の薬で、海外のように内
服とか貼り薬がない状況です。その注
射薬を２～３週間に１回、医療機関に
行って打ってもらう。しかも、ステロ
イドホルモンはかなり薬価も安いこと
から、なかなか開発が進まず、いい武
器がないのが実感です。
　山内　確かに注射ですと、長期にわ
たるスタディは難しいですから。
　秋下　そうですね。患者さんのQOL
を考えてもなかなか難しいですね。
　山内　今後の開発を頑張っていただ
くということになりますが、結局これ
らの治療はうまくいくと、いわゆるア
ンチエイジングにつながっていくと考
えてよいのでしょうか。
　秋下　男性ホルモンを維持する。今

の話の場合、テストステロンをある程
度維持することで、老化予防的なもの、
体の機能とか認知機能とか、心血管病
の予防とかに期待ができるかと思って
います。
　山内　生殖能力とは関係なく、バイ
タリティが上がってくることが期待で
きると見てよろしいのですね。
　秋下　そうですね。では何をやった
らいいのかという話になるのですが、
例えば漢方の中の一部のものはホルモ
ンを上げたり、ホルモン様作用がある
といわれています。一番エビデンスが
あるのが運動なのです。運動をしてい
ない人に、３カ月ぐらい毎日約30分の
運動をしていただくと、テストステロ
ンの値が10～20％ぐらい上がることが、
我々の要介護高齢者を対象とした様々
な研究でも出ていますので、そういう
意味でも運動をおすすめすることにな
ろうかと思います。
　山内　その意味では生活習慣病と少
しかぶっているところがありますね。
　秋下　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

　山内　朝田先生、糖尿病とアルツハ
イマー、最近よく関係しているという
話を耳にするようになったのですが、
実際問題として、これはいろいろな疫
学的なデータなどからサポートされて
いるものなのでしょうか。
　朝田　いずれであっても、両病とも
コモンディジーズだというところが出
発点になります。わが国の２年ぐらい
前の調査ですと、認知症の人が462万
人、その予備軍が400万人、おそらく
今なら合わせて1,000万人と思われます。
よく糖尿病も潜在患者さんを入れると
1,000万人といわれますから、両者の合
併があったとしても、それはある確率
で当然起こってこようかと思います。
　そういう問題とは別に、ロッテルダ
ムスタディという、オランダで継続し
ている認知症の疫学研究の中から最初

にいわれるようになりました。糖尿病
があると、ない人に比べて２倍の危険
性でアルツハイマーになりやすい。あ
るいは、インスリンで治療していると、
さらに２倍、合計４倍になることがセ
ンセーショナルな話題になったわけで
す。
　その後、わが国でも九州大学の有名
な久山研究でも、やはり糖尿病は危険
因子だとされました。従来いわれてい
た脳血管性より、むしろアルツハイマ
ー病のほうの危険因子だとオランダの
研究と同じぐらいの危険性でもって示
されたのです。そのようなことで、認
知症の領域においてもこの両者の関係
は常識になってきました。
　山内　ここでいいますアルツハイマ
ーというのは、昔からいわれている狭
義の若年性の認知症なのでしょうか。

糖尿病とアルツハイマー

筑波大学臨床医学系精神医学教授
朝　田　　隆

（聞き手　山内俊一）

　糖尿病とアルツハイマーが関連する理由、血糖を下げることで防止できるの
か、などについてご教示ください。

＜東京都勤務医＞
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