
　池脇　背骨の手術というと、大手術
ではないかと患者さんは心配されるか
もしれませんが、今はそうでもないの
ですね。
　松本　一定のリスクはありますが、

体のご負担を少なくできるような手術
が広く行われるようになっています。
ですから、安心して手術をお考えいた
だいていいと思います。
　池脇　ありがとうございました。

順天堂大学練馬病院小児科先任准教授
大　友　義　之

（聞き手　池脇克則）

　夜尿症におけるアラーム療法についてご教示ください。
　１．  アラーム療法の実際のやり方については、施設によってかなり違いがあ

るようです。アラームが鳴っても、着替えさせたり、トイレ排尿を促す
こともせず、そのまま就眠させる施設もあれば、アラームが鳴ったら必
ずきちんと覚醒させ、トイレまで行かせて残りを排尿させるところもあ
ります。ガイドラインでは後者ですが、どのようなやり方が一番効果的
なのでしょうか。

　２．  夜尿症の治療の原則は「あせらず、怒らず、起こさず」であり、保護者
が児を起こしてトイレに行かせることは推奨されていません。アラーム
療法と、起こして排尿させることに大きな違いはないと思いますが、ど
うしてアラーム療法は効果があり、起こして排尿させることは推奨され
ないのでしょうか。

＜埼玉県開業医＞

夜尿症におけるアラーム治療

　池脇　夜尿症のアラーム療法につい
ての質問です。まず夜尿症は、就学以
降も夜尿が続くというイメージですが、
頻度など、定義から教えてください。
　大友　夜尿症という病名ですが、そ
れよりも前に日常、子育てをしている
ときに、おねしょという言葉が出てく
ると思います。おねしょはあくまでも
発達の過程で、「そのうちよくなるで

しょう」みたいなものですが、ある年
齢を過ぎて、それ以降もおねしょが続
いていたら、それは夜尿症という病名
をつけて、医療の対象になるという考
え方です。
　これは世界共通の定義があって、５
歳の誕生日を過ぎても１カ月に１回以
上夜尿があって、それが３カ月連続で
続くことを夜尿症と診断しているので
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とは申し上げていません。本人が困っ
ているとか、あるいはご両親が困って
いて相談されたときに、こういう治療
がありますとアドバイスをしたり、あ
るいはもう少し介入したりしています。
　池脇　成長に伴って膀胱容量も大き
くなってきますので、徐々に自然に治
る方向にはいくのでしょうが、一応小
学校に上がった時点で治療を考えると
いうのが、分岐点ですね。
　大友　そうですね。ただ、夜尿も実
は４人のうち３人は夜だけ漏れている
という夜尿症ですが、４人のうち１人
は昼間も漏れているという子がいるの
です。昼間漏れている子というのは、
膀胱とか下部尿路に何らかの病気を抱
えているかもしれないので、基礎疾患
のチェックが絶対必要です。昼間漏れ
ていることがあるようでしたら、昼間
の漏れを治してあげる治療を先に行い
ます。小学校に入る以前、普通はトイ
レットトレーニングは３歳半ぐらいま
でには完了しますので、３歳半過ぎて
も昼間漏れていることがあるようでし
たら、幼稚園、保育園の年中さん、年
長さんぐらいから、少し昼間の治療と
いうかお手伝いを始めて、夜尿に関し
ては小学校１年以降かと思います。
　池脇　今回の質問ですが、アラーム
療法のやり方が施設によって違うと。
アラームが鳴っても、着替えさせたり、
トイレの排尿を促すこともしない。そ
のまま寝かせているところもあれば、

きちんと覚醒させてトイレまで行かせ
て排尿させるところもあります。一応
ガイドラインでは後者のやり方なのだ
けれども、何が一番いいのでしょうか
という質問です。いかがでしょうか。
　大友　夜尿症の場合、第一選択で選
ぶ治療は２つあって、１つは抗利尿ホ
ルモンのアナログ製剤で、デスモプレ
シンという薬を使ってみる治療と、も
う一つは先生がおっしゃった排尿アラ
ーム療法です。どちらもうまく治療が
できれば７割の患者さんに有効で、有
効率はほぼ同等です。
　違いがあるとすると、排尿アラーム
療法は少し効果が出るのに時間がかか
ることと、家族の協力が絶対的に必要
だということです。ただ、「アラーム
で起こす？　でも、夜尿症は、夜、起
こしては本当はいけないと言われてい
る」という質問をいただきます。アラ
ーム療法は、パンツのところに尿が出
た、漏れたということを感知するセン
サーをつけておいて、それが枕元とか、
あるいは自分のパジャマのポケットに
入れているアラームが鳴る、あるいは
バイブレーションで教えてくれるとい
う器械なのです。何が目的かというと、
とにかく漏れたら、すぐにそれに気づ
かせることです。
　普通、お子さんはアラームが鳴って
もすぐには止められないので、ただ、
それを鳴らしっぱなしで、15分、20分
たってようやく気づいても、もう全部

す。なので、毎晩漏れてしまう方もい
るかもしれないし、週に１回程度とい
う方もいるかもしれませんが、回数が
少ないほうが、より治療の卒業に近づ
いていけるかと思います。
　池脇　これは日本、海外を問わず、
５歳ということですが、５歳の子ども
たちの何％ぐらいが夜尿症なのでしょ
うか。
　大友　これは意外と国による違いと
か人種による違いがあまりなくて、５
歳でほぼ世界共通で約20％の人が夜尿

症という病名をもらいます。ただ、だ
からといって、それを積極的に治療し
なければいけないかどうかは意見の分
かれるところです。欧米諸国、あるい
は日本でもそうですが、治療はいつか
ら始めたらいいのだろうという話にな
ります。目安としては小学校に上がっ
てもまだ夜尿が続いている場合という
ことから、６歳から始めていることが
多いです。
　ただ、それは、あるからといって、
こちらが「絶対やらなきゃいけない」

図　夜尿症の初期治療のまとめ

＊生活指導は治療期間を通じて継続する。
＊＊排尿日誌などから多尿タイプであると推察される場合には薬物療法を優先する。
＊＊＊抗コリン薬は、抗利尿ホルモン薬とアラーム療法効果不十分例に追加可能。
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とは申し上げていません。本人が困っ
ているとか、あるいはご両親が困って
いて相談されたときに、こういう治療
がありますとアドバイスをしたり、あ
るいはもう少し介入したりしています。
　池脇　成長に伴って膀胱容量も大き
くなってきますので、徐々に自然に治
る方向にはいくのでしょうが、一応小
学校に上がった時点で治療を考えると
いうのが、分岐点ですね。
　大友　そうですね。ただ、夜尿も実
は４人のうち３人は夜だけ漏れている
という夜尿症ですが、４人のうち１人
は昼間も漏れているという子がいるの
です。昼間漏れている子というのは、
膀胱とか下部尿路に何らかの病気を抱
えているかもしれないので、基礎疾患
のチェックが絶対必要です。昼間漏れ
ていることがあるようでしたら、昼間
の漏れを治してあげる治療を先に行い
ます。小学校に入る以前、普通はトイ
レットトレーニングは３歳半ぐらいま
でには完了しますので、３歳半過ぎて
も昼間漏れていることがあるようでし
たら、幼稚園、保育園の年中さん、年
長さんぐらいから、少し昼間の治療と
いうかお手伝いを始めて、夜尿に関し
ては小学校１年以降かと思います。
　池脇　今回の質問ですが、アラーム
療法のやり方が施設によって違うと。
アラームが鳴っても、着替えさせたり、
トイレの排尿を促すこともしない。そ
のまま寝かせているところもあれば、

きちんと覚醒させてトイレまで行かせ
て排尿させるところもあります。一応
ガイドラインでは後者のやり方なのだ
けれども、何が一番いいのでしょうか
という質問です。いかがでしょうか。
　大友　夜尿症の場合、第一選択で選
ぶ治療は２つあって、１つは抗利尿ホ
ルモンのアナログ製剤で、デスモプレ
シンという薬を使ってみる治療と、も
う一つは先生がおっしゃった排尿アラ
ーム療法です。どちらもうまく治療が
できれば７割の患者さんに有効で、有
効率はほぼ同等です。
　違いがあるとすると、排尿アラーム
療法は少し効果が出るのに時間がかか
ることと、家族の協力が絶対的に必要
だということです。ただ、「アラーム
で起こす？　でも、夜尿症は、夜、起
こしては本当はいけないと言われてい
る」という質問をいただきます。アラ
ーム療法は、パンツのところに尿が出
た、漏れたということを感知するセン
サーをつけておいて、それが枕元とか、
あるいは自分のパジャマのポケットに
入れているアラームが鳴る、あるいは
バイブレーションで教えてくれるとい
う器械なのです。何が目的かというと、
とにかく漏れたら、すぐにそれに気づ
かせることです。
　普通、お子さんはアラームが鳴って
もすぐには止められないので、ただ、
それを鳴らしっぱなしで、15分、20分
たってようやく気づいても、もう全部

す。なので、毎晩漏れてしまう方もい
るかもしれないし、週に１回程度とい
う方もいるかもしれませんが、回数が
少ないほうが、より治療の卒業に近づ
いていけるかと思います。
　池脇　これは日本、海外を問わず、
５歳ということですが、５歳の子ども
たちの何％ぐらいが夜尿症なのでしょ
うか。
　大友　これは意外と国による違いと
か人種による違いがあまりなくて、５
歳でほぼ世界共通で約20％の人が夜尿

症という病名をもらいます。ただ、だ
からといって、それを積極的に治療し
なければいけないかどうかは意見の分
かれるところです。欧米諸国、あるい
は日本でもそうですが、治療はいつか
ら始めたらいいのだろうという話にな
ります。目安としては小学校に上がっ
てもまだ夜尿が続いている場合という
ことから、６歳から始めていることが
多いです。
　ただ、それは、あるからといって、
こちらが「絶対やらなきゃいけない」

図　夜尿症の初期治療のまとめ

＊生活指導は治療期間を通じて継続する。
＊＊排尿日誌などから多尿タイプであると推察される場合には薬物療法を優先する。
＊＊＊抗コリン薬は、抗利尿ホルモン薬とアラーム療法効果不十分例に追加可能。
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てしまいます。１回やればかなり効果
が出るかなと考えています。
　池脇　最初の質問に関しては、鳴っ
てもそのまま寝かせているというので
は、アラーム療法の効果は出にくいの
で、少なくとも起こすところまではや
ってくださいということでよいですか。
　大友　起こすというか、気づかせる。
　池脇　さて、アラーム療法は、気づ
かせる、起こすという治療ですが、夜
尿症の治療の原則の一つに「起こさず」
というのがある。ちょっと相反してい
るのではないかという疑問です。
　大友　起こすというのは、おそらく
お子さんが９時、10時ぐらいに寝まし
た。お父さん、お母さんが12時、１時
ぐらいに寝るという家庭があった場合
に、お父さん、お母さんが自分たちが
寝るとき、要するにお子さんがお休み
になってから３時間ぐらいたってから、
１回起こしてトイレに連れていってお
しっこさせれば、朝までうまくいった
よとか、あるいはお子さんがどうも午

前５時ぐらいに漏れるというときに、
４時半に起こしてトイレに連れていっ
たらパンツが汚れなかった。それはそ
れだけのことであって、お父さん、お
母さんから見たら、お子さんの膀胱に
おしっこがたまっているかたまってい
ないか、漏れそうか漏れそうでないか、
わからず起こしているだけなのです。
それはパンツを汚さないということに
はなるかもしれないけれども、夜尿症
を治すということにはならないのです。
　繰り返しになりますけれども、アラ
ーム療法のポイントは、漏れた瞬間を
いかに本人に気づかせるかというとこ
ろなので、単に起こすということとは
全然違うかと考えています。
　池脇　原則では「起こさず」かもし
れないけれども、夜尿症はそういうや
り方で効果があると。
　大友　そうですね。アラーム療法は
７割には効くので、効かない場合には
薬と併用で使ったりしています。
　池脇　ありがとうございました。

尿が出てしまいます。いかに漏れた瞬
間を気づかせるか、家族が「止められ
ないな」と思ったら、周りから「鳴っ
てるよ、止めて」とある程度気づかせ
てあげることが必要です。そうするこ
とによって、お子さんが「あっ」と思
って、あわてて尿をこらえることによ
って、だんだん膀胱にためられるおし
っこの量が増え、アラームが作動する
時間が後に後に延びてきて朝を迎える
ことができる。基本的には約２カ月ぐ
らい頑張ると、かなり効果が出ます。
でも、逆にいえば、２カ月やってもま
ったく成果があがらないとか、あるい
はアラームが鳴る時間が後ろへずれな
いようでしたら、ちょっとギブアップ
かと思っています。
　池脇　アラーム療法がどういうもの
かわからないまま先生の解説を聞く中
で、アラームがお子さんのパンツにつ
いていて、少量のおしっこが漏れた時
点でアラームを出してくれる。少し湿
ったぐらいで感知できる鋭敏なセンサ
ーなのですか。
　大友　アラーム療法自体は、第二次
世界大戦の前、1938年が欧米から最初
の報告だったと思います。今非常にい
い器械ができてきて、日本では３種類
ぐらいの器械が市場で手に入り、本当
に少量の尿を感知します。アラームの
器械自体は携帯電話ぐらいのサイズの
ものが鳴るシステムです。
　池脇　おしっこの出始めのときに子

どもさんにそれを知らせて、子どもさ
んが「漏れ始めた」ことがわかって止
める、それを繰り返すことによって膀
胱の容量がだんだんと大きくなってく
れば、最終的には睡眠中に生み出され
る尿量よりも膀胱の量が大きくなって、
治癒、という流れですね。
　大友　朝までもつようになるかどう
かというところだと思います。あとは、
質問でいただいているようにアラーム
を必ず本人に止めさせなければだめで
す。親が「うるさいな」と切ってしま
ってはだめだし、いかに早く本人に気
づかせて、本人にアラームを止めさせ
るか。そこをやらないと絶対うまくい
かないです。
　けれども、欧米では止めたところで
さらに本人を起こして、残ったおしっ
こをトイレに行ってさせろと言ってい
るのです。そこまでさせたグループと、
止めるところでそのまま寝かせてしま
ったグループで成績を比べたところ、
差が出なかったのです。なので、私た
ち多くの専門医は止めるところまでや
れればよしとして、何も起こしてトイ
レに行かせなくていいだろうといわれ
ています。
　あとは、一晩で２回漏れる子がいる
とすると、これもやはり欧米では１度
目が終わったら、２度目に備えてもう
１回つけるように言っていますが、一
晩で２回アラームが鳴るような事態に
なりますと、ほとんど寝られなくなっ
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てしまいます。１回やればかなり効果
が出るかなと考えています。
　池脇　最初の質問に関しては、鳴っ
てもそのまま寝かせているというので
は、アラーム療法の効果は出にくいの
で、少なくとも起こすところまではや
ってくださいということでよいですか。
　大友　起こすというか、気づかせる。
　池脇　さて、アラーム療法は、気づ
かせる、起こすという治療ですが、夜
尿症の治療の原則の一つに「起こさず」
というのがある。ちょっと相反してい
るのではないかという疑問です。
　大友　起こすというのは、おそらく
お子さんが９時、10時ぐらいに寝まし
た。お父さん、お母さんが12時、１時
ぐらいに寝るという家庭があった場合
に、お父さん、お母さんが自分たちが
寝るとき、要するにお子さんがお休み
になってから３時間ぐらいたってから、
１回起こしてトイレに連れていってお
しっこさせれば、朝までうまくいった
よとか、あるいはお子さんがどうも午

前５時ぐらいに漏れるというときに、
４時半に起こしてトイレに連れていっ
たらパンツが汚れなかった。それはそ
れだけのことであって、お父さん、お
母さんから見たら、お子さんの膀胱に
おしっこがたまっているかたまってい
ないか、漏れそうか漏れそうでないか、
わからず起こしているだけなのです。
それはパンツを汚さないということに
はなるかもしれないけれども、夜尿症
を治すということにはならないのです。
　繰り返しになりますけれども、アラ
ーム療法のポイントは、漏れた瞬間を
いかに本人に気づかせるかというとこ
ろなので、単に起こすということとは
全然違うかと考えています。
　池脇　原則では「起こさず」かもし
れないけれども、夜尿症はそういうや
り方で効果があると。
　大友　そうですね。アラーム療法は
７割には効くので、効かない場合には
薬と併用で使ったりしています。
　池脇　ありがとうございました。

尿が出てしまいます。いかに漏れた瞬
間を気づかせるか、家族が「止められ
ないな」と思ったら、周りから「鳴っ
てるよ、止めて」とある程度気づかせ
てあげることが必要です。そうするこ
とによって、お子さんが「あっ」と思
って、あわてて尿をこらえることによ
って、だんだん膀胱にためられるおし
っこの量が増え、アラームが作動する
時間が後に後に延びてきて朝を迎える
ことができる。基本的には約２カ月ぐ
らい頑張ると、かなり効果が出ます。
でも、逆にいえば、２カ月やってもま
ったく成果があがらないとか、あるい
はアラームが鳴る時間が後ろへずれな
いようでしたら、ちょっとギブアップ
かと思っています。
　池脇　アラーム療法がどういうもの
かわからないまま先生の解説を聞く中
で、アラームがお子さんのパンツにつ
いていて、少量のおしっこが漏れた時
点でアラームを出してくれる。少し湿
ったぐらいで感知できる鋭敏なセンサ
ーなのですか。
　大友　アラーム療法自体は、第二次
世界大戦の前、1938年が欧米から最初
の報告だったと思います。今非常にい
い器械ができてきて、日本では３種類
ぐらいの器械が市場で手に入り、本当
に少量の尿を感知します。アラームの
器械自体は携帯電話ぐらいのサイズの
ものが鳴るシステムです。
　池脇　おしっこの出始めのときに子

どもさんにそれを知らせて、子どもさ
んが「漏れ始めた」ことがわかって止
める、それを繰り返すことによって膀
胱の容量がだんだんと大きくなってく
れば、最終的には睡眠中に生み出され
る尿量よりも膀胱の量が大きくなって、
治癒、という流れですね。
　大友　朝までもつようになるかどう
かというところだと思います。あとは、
質問でいただいているようにアラーム
を必ず本人に止めさせなければだめで
す。親が「うるさいな」と切ってしま
ってはだめだし、いかに早く本人に気
づかせて、本人にアラームを止めさせ
るか。そこをやらないと絶対うまくい
かないです。
　けれども、欧米では止めたところで
さらに本人を起こして、残ったおしっ
こをトイレに行ってさせろと言ってい
るのです。そこまでさせたグループと、
止めるところでそのまま寝かせてしま
ったグループで成績を比べたところ、
差が出なかったのです。なので、私た
ち多くの専門医は止めるところまでや
れればよしとして、何も起こしてトイ
レに行かせなくていいだろうといわれ
ています。
　あとは、一晩で２回漏れる子がいる
とすると、これもやはり欧米では１度
目が終わったら、２度目に備えてもう
１回つけるように言っていますが、一
晩で２回アラームが鳴るような事態に
なりますと、ほとんど寝られなくなっ
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