
から、出たときに急に打つのかという
話になりますね。
　池田　高いから、なるべく定期的と
いうよりは期間を空けていきたいとい
うことになりますね。
　大路　出ないようにしておくのがじ
んましんの治療の目標ですから。
　池田　そういう意味ではちょっと使
いづらいですね。
　大路　出たときにさっとのめるよう

な薬があったほうがいいですね。注射
だと難しいかもしれません。
　池田　いろいろな薬が全く効かない、
あるいは２種類、３種類重ねても、胃
薬を使ってもよっぽど効かない場合と
か。
　大路　最終手段ですかね。
　池田　そういう方ですと、対象が少
なくなるかなというところですね。ど
うもありがとうございました。

北海道大学病院泌尿器科講師
橘　田　岳　也

（聞き手　山内俊一）

　高齢者の排尿障害についてご教示ください。
　高齢者で朝方の起床時頃、または起床直後１〜２時間ほどに頻尿になると訴
える人がいます。その機序と治療についてご教示ください。

＜新潟県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　脳梗塞による排尿障害についてご教示ください。
　脳梗塞後、尿が一日中出ている人の処方はどうしたらよいのでしょうか。
　ウリトスは効きますでしょうか。

＜群馬県開業医＞

高齢者の排尿障害

　山内　排尿障害といいますと、我々
は昔から、男ならば前立腺肥大、女性
は膀胱炎というイメージだったのです
が、最近は過活動膀胱といったものを
中心に、非常に概念が広がっています。
これらにはいろいろな種類のものもあ
って、また重なることも多いと思いま
すので、まずこのあたりを少し整理し
たいと思います。まず、おのおのに関
して少しご説明願いたいのですが。
　橘田　おしっこについてはほとんど
がためている時間です。蓄尿していて、
１日に数回、多くの場合、７回か８回

だけ排尿するということを我々は行っ
ています。それが歳を取ってくると、
いろいろな理由から、まずためられな
くなってしまうことで頻尿が起きてし
まいます。もう一つは、男性の加齢に
よる宿命ですが、先生がおっしゃった
ような前立腺肥大症、それによって尿
が出づらいということが起きてきます。
　ですから、ためる症状としては、非
常にトイレが近い、いわゆる頻尿と、
あるいは急に切迫するような尿意が蓄
尿するときに起きる症状が有名です。
それが夜に起きれば夜間頻尿として、
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　山内　それ以外の不活動膀胱とか低
活動膀胱といったものも、その前に現
れるという話を聞きますが、いかがで
しょうか。
　橘田　過活動膀胱が非常に有名にな
ってきたので、過活動膀胱だけでトイ
レが近い、切迫感があるというイメー
ジが強かったのですが、実は世の中に
は、切迫感は確かにあるのだけれども、
トイレに行ったらあまりおしっこを出
せない。そういう方の残尿を調べると、
中にはほとんどおしっこを出せない方
もいることがわかってきました。そう
いった患者さんの中には、実はおっし
ゃるように低活動膀胱という概念の患
者さんがけっこう多くいて、それと過
活動膀胱が一緒に存在したりするので
す。ですから、トイレが近いだけでは
なくて、いざトイレに行くとおしっこ
を出しきれないという、非常に辛い症
状の方が高齢の方に多くいらっしゃる
ことが最近わかってきました。低活動
膀胱については、実は良い薬があまり
ないので、我々泌尿器科の中では非常
に治療に苦慮している疾患概念です。
　山内　この低活動膀胱ですが、残尿
とかなり深く結びついていると見てよ
いのでしょうか。
　橘田　エコーをおなかに当てたりし
て残尿を調べるのですが、トイレに行
きたくて行くのに、どんなに頑張って
もおしっこが出せない状態。その理由
として、通常であれば我々の膀胱は、

別におなかに力を入れなくても勝手に
収縮して尿を出してくれるのですが、
低活動膀胱は文字どおり膀胱が収縮し
なくなっているのです。ですので、必
要なだけの収縮を起こせないので出き
らないことから、残尿が中心になって
しまいます。
　山内　ほかにも神経因性膀胱という、
昔から耳慣れたものがあるのですが、
これの位置づけは今どうなのでしょう。
　橘田　神経因性膀胱はもちろんなく
なった概念ではありませんし、神経因
性膀胱の適応を取った薬剤もあります。
ただ、神経因性膀胱といっても幅が広
くて、膀胱の周囲の末梢神経から脊髄、
脳まで、あらゆるところの障害によっ
て排尿ができない疾患概念としての神
経因性膀胱です。何かに特化した概念
ではないので、なくなったわけではあ
りません。脊髄損傷の方などのような
典型的ないわゆる神経因性膀胱の方も
いますが、最近非常に過活動膀胱がク
ローズアップされ、低活動膀胱も出て
きていることから、あまり多く話題に
上らない言葉になっているのは事実で
す。
　山内　少し狭い意味になってきたの
ですね。
　橘田　そうです。
　山内　この質問のように、起床後、
ないし早朝あたりに非常にトイレが頻
繁になるらしいのですが、一般的にこ
ういうものなのでしょうね。

非常に生活の質を下げるものになりま
す。
　もう一つが男性の前立腺などに代表
される出すほうの障害です。排出障害
と我々は言うのですが、例えばトイレ
では非常におなかに力を入れないと出
ないとか、トイレに行っても、終わっ
た後に残尿感があったりします。
　泌尿器科では、蓄尿症状、排尿症状
と、あと排尿後症状の３つに分けてそ
の症状を比べるのですが、最後の排尿
後症状は、排尿している最中に残尿感
は感じません。そういった言葉の定義
を泌尿器科学会で決めて整理をし、そ
の症状の程度について、治療でどうな
るかを見たりしています。
　山内　最近になって過活動膀胱の概
念が出てきてから、相当いろいろなこ
とがわかってきたのでしょうね。
　橘田　過活動膀胱の定義自体は、例
えば検査をして膀胱の圧力を測ったり
するわけではなく、とにかく切迫感が
ある、それが１週間に１回以上ある方
で、特に女性であれば切迫感でトイレ
に間に合わなくて失禁に至ってしまう
切迫性尿失禁などが主症状としての定
義です。ですから、患者さん自体が、
検査などを要さないで過活動膀胱であ
ることが判明する定義ができたのです。
　これによって、先生がおっしゃった
ように非常に研究が進んだことがあり
ました。例えば過活動膀胱のそもそも
の理由は、よくイメージされるのが脳

梗塞や、神経のパーキンソン病など、
神経疾患ではっきりわかっているもの
は実は２割ぐらいです。残りの８割の
過活動膀胱の理由は、あまりはっきり
わかっていません。先生の専門の糖尿
病でも、加齢だけで過活動膀胱になる
といわれていますが、結局、正確なメ
カニズムは全部は解明されていません。
ただ、今は動物実験等で前立腺肥大症
でも長い時間が経つと過活動膀胱にな
ることがわかっています。その辺のメ
カニズムはけっこう頑張って解明が進
んでいます。
　山内　先ほどの症状ですが、間に合
わない尿漏れについて、女性では有名
ですが、男性でもあるのでしょうか。
　橘田　私もイメージとしてなかなか
わからなかったのですが、実は国内の
アンケートを行うと、40代、50代ぐら
いまでは女性の失禁のほうがはるかに
男性よりも多く、それはイメージどお
りなのです。ところが75歳以上や80歳
を超えていくと、男性も女性もほとん
ど同じぐらいに切迫性尿失禁を起こし
ているという統計が取られたのです。
ですから、ご高齢の男性でも実は切迫
性尿失禁を起こしていることがわかっ
ています。
　山内　排尿障害の中でも、頻度とし
て過活動膀胱は非常に多いと見てよい
のでしょうか。
　橘田　非常に多いことがわかってい
ます。
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　山内　それ以外の不活動膀胱とか低
活動膀胱といったものも、その前に現
れるという話を聞きますが、いかがで
しょうか。
　橘田　過活動膀胱が非常に有名にな
ってきたので、過活動膀胱だけでトイ
レが近い、切迫感があるというイメー
ジが強かったのですが、実は世の中に
は、切迫感は確かにあるのだけれども、
トイレに行ったらあまりおしっこを出
せない。そういう方の残尿を調べると、
中にはほとんどおしっこを出せない方
もいることがわかってきました。そう
いった患者さんの中には、実はおっし
ゃるように低活動膀胱という概念の患
者さんがけっこう多くいて、それと過
活動膀胱が一緒に存在したりするので
す。ですから、トイレが近いだけでは
なくて、いざトイレに行くとおしっこ
を出しきれないという、非常に辛い症
状の方が高齢の方に多くいらっしゃる
ことが最近わかってきました。低活動
膀胱については、実は良い薬があまり
ないので、我々泌尿器科の中では非常
に治療に苦慮している疾患概念です。
　山内　この低活動膀胱ですが、残尿
とかなり深く結びついていると見てよ
いのでしょうか。
　橘田　エコーをおなかに当てたりし
て残尿を調べるのですが、トイレに行
きたくて行くのに、どんなに頑張って
もおしっこが出せない状態。その理由
として、通常であれば我々の膀胱は、

別におなかに力を入れなくても勝手に
収縮して尿を出してくれるのですが、
低活動膀胱は文字どおり膀胱が収縮し
なくなっているのです。ですので、必
要なだけの収縮を起こせないので出き
らないことから、残尿が中心になって
しまいます。
　山内　ほかにも神経因性膀胱という、
昔から耳慣れたものがあるのですが、
これの位置づけは今どうなのでしょう。
　橘田　神経因性膀胱はもちろんなく
なった概念ではありませんし、神経因
性膀胱の適応を取った薬剤もあります。
ただ、神経因性膀胱といっても幅が広
くて、膀胱の周囲の末梢神経から脊髄、
脳まで、あらゆるところの障害によっ
て排尿ができない疾患概念としての神
経因性膀胱です。何かに特化した概念
ではないので、なくなったわけではあ
りません。脊髄損傷の方などのような
典型的ないわゆる神経因性膀胱の方も
いますが、最近非常に過活動膀胱がク
ローズアップされ、低活動膀胱も出て
きていることから、あまり多く話題に
上らない言葉になっているのは事実で
す。
　山内　少し狭い意味になってきたの
ですね。
　橘田　そうです。
　山内　この質問のように、起床後、
ないし早朝あたりに非常にトイレが頻
繁になるらしいのですが、一般的にこ
ういうものなのでしょうね。

非常に生活の質を下げるものになりま
す。
　もう一つが男性の前立腺などに代表
される出すほうの障害です。排出障害
と我々は言うのですが、例えばトイレ
では非常におなかに力を入れないと出
ないとか、トイレに行っても、終わっ
た後に残尿感があったりします。
　泌尿器科では、蓄尿症状、排尿症状
と、あと排尿後症状の３つに分けてそ
の症状を比べるのですが、最後の排尿
後症状は、排尿している最中に残尿感
は感じません。そういった言葉の定義
を泌尿器科学会で決めて整理をし、そ
の症状の程度について、治療でどうな
るかを見たりしています。
　山内　最近になって過活動膀胱の概
念が出てきてから、相当いろいろなこ
とがわかってきたのでしょうね。
　橘田　過活動膀胱の定義自体は、例
えば検査をして膀胱の圧力を測ったり
するわけではなく、とにかく切迫感が
ある、それが１週間に１回以上ある方
で、特に女性であれば切迫感でトイレ
に間に合わなくて失禁に至ってしまう
切迫性尿失禁などが主症状としての定
義です。ですから、患者さん自体が、
検査などを要さないで過活動膀胱であ
ることが判明する定義ができたのです。
　これによって、先生がおっしゃった
ように非常に研究が進んだことがあり
ました。例えば過活動膀胱のそもそも
の理由は、よくイメージされるのが脳

梗塞や、神経のパーキンソン病など、
神経疾患ではっきりわかっているもの
は実は２割ぐらいです。残りの８割の
過活動膀胱の理由は、あまりはっきり
わかっていません。先生の専門の糖尿
病でも、加齢だけで過活動膀胱になる
といわれていますが、結局、正確なメ
カニズムは全部は解明されていません。
ただ、今は動物実験等で前立腺肥大症
でも長い時間が経つと過活動膀胱にな
ることがわかっています。その辺のメ
カニズムはけっこう頑張って解明が進
んでいます。
　山内　先ほどの症状ですが、間に合
わない尿漏れについて、女性では有名
ですが、男性でもあるのでしょうか。
　橘田　私もイメージとしてなかなか
わからなかったのですが、実は国内の
アンケートを行うと、40代、50代ぐら
いまでは女性の失禁のほうがはるかに
男性よりも多く、それはイメージどお
りなのです。ところが75歳以上や80歳
を超えていくと、男性も女性もほとん
ど同じぐらいに切迫性尿失禁を起こし
ているという統計が取られたのです。
ですから、ご高齢の男性でも実は切迫
性尿失禁を起こしていることがわかっ
ています。
　山内　排尿障害の中でも、頻度とし
て過活動膀胱は非常に多いと見てよい
のでしょうか。
　橘田　非常に多いことがわかってい
ます。
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　橘田　ウリトスという薬は抗コリン
薬のカテゴリーに入るのですが、国内
に何種類もある抗コリン薬の中で、ウ
リトスは半減期が短い薬になります。
裏を返すと、効いている時間として、
１日のうち、ある時間帯だけ効かせた
いということが可能です。質問にあり
ましたが、いろいろ水分を減らしても

頻尿がとれないという人に対しては、
例えば、こういったウリトスのような
薬を寝る前にのむことで夜間頻尿を抑
えることが臨床研究等でも有効性を認
められています。選択肢としては有効
ではないかと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　橘田　夜間頻尿から起床後数時間ま
で、すなわち日中の活動時間以外で、
本来であれば尿が濃縮されたものしか
つくられない時間帯の尿が増えてしま
うことが、こういった典型例だと思い
ます。
　山内　この理由は何なのでしょうか。
　橘田　夜間に尿量が増えることが根
っこにあると思います。その理由とし
ては若いときに比べて、歳を取ってく
ると尿を濃くする抗利尿ホルモンの分
泌が減ることが一つ判明しています。
あとは純粋に、どうしても心臓の働き、
心機能の低下によって、日中は動き回
っている、座ったり立ったりしていま
すが、臥位をとることによって、いわ
ゆる血流量が増え、心臓に戻ってくる
量が増えて、尿がつくられてしまうこ
となどが理由とされています。
　山内　そうしますと、治療というよ
り、対策としては寝る前の水分摂取を
少し抑えたほうがいいということでし
ょうね。
　橘田　おっしゃるとおりです。
　山内　次にもう一つの質問なのです
が、脳梗塞での頻尿はいかがでしょう。
　橘田　脳梗塞も、先ほどの過活動膀
胱の一つの大きな理由になっています。
基本的に脳のいろいろな部位が梗塞に
よって障害を受けますが、脳は主に排
尿反射を抑制する立場を取っている。
脳梗塞によってその抑制が外れると考
えていいと思います。ですので、例え

ば我々の膀胱は、正常であれば400mL
前後はためられるといわれていますが、
それが脳梗塞によって100mL程度しか
ためられなくなってしまう。100mL程
度で、もはやその情報が排尿反射に結
びついてしまうことが起きていると考
えられるので、頻尿になる方が多い。
脳梗塞後のいわゆる排尿障害は頻尿の
方が多くなってしまいます。
　山内　過活動の一部ですね。
　橘田　はい。
　山内　さて、治療ですが、いかがで
しょう。
　橘田　過活動膀胱と考えますと、今、
国内でのガイドライン等でも過活動膀
胱の治療薬としては、いわゆる抗コリ
ン薬とβ3アドレナリン受容体の作動
薬の２種類が主にどちらもグレードA
というのを取っており、同等に有効で
あることがわかっています。ですので、
もちろんどちらを使われてもいいので
すが、抗コリン薬については非常に種
類が多く存在しています。実は薬剤に
もそれぞれ特性がありますので、泌尿
器科専門医であれば、そういった使い
分けをするときもあります。β3遮断
薬についても、近年は新しい薬剤など
も出ていますから、もちろんそちらを
使われてもかまいません。患者さんに
合ったものを使うということになりま
す。
　山内　質問でウリトスはどうでしょ
うとあります。いかがでしょうか。
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　橘田　ウリトスという薬は抗コリン
薬のカテゴリーに入るのですが、国内
に何種類もある抗コリン薬の中で、ウ
リトスは半減期が短い薬になります。
裏を返すと、効いている時間として、
１日のうち、ある時間帯だけ効かせた
いということが可能です。質問にあり
ましたが、いろいろ水分を減らしても

頻尿がとれないという人に対しては、
例えば、こういったウリトスのような
薬を寝る前にのむことで夜間頻尿を抑
えることが臨床研究等でも有効性を認
められています。選択肢としては有効
ではないかと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　橘田　夜間頻尿から起床後数時間ま
で、すなわち日中の活動時間以外で、
本来であれば尿が濃縮されたものしか
つくられない時間帯の尿が増えてしま
うことが、こういった典型例だと思い
ます。
　山内　この理由は何なのでしょうか。
　橘田　夜間に尿量が増えることが根
っこにあると思います。その理由とし
ては若いときに比べて、歳を取ってく
ると尿を濃くする抗利尿ホルモンの分
泌が減ることが一つ判明しています。
あとは純粋に、どうしても心臓の働き、
心機能の低下によって、日中は動き回
っている、座ったり立ったりしていま
すが、臥位をとることによって、いわ
ゆる血流量が増え、心臓に戻ってくる
量が増えて、尿がつくられてしまうこ
となどが理由とされています。
　山内　そうしますと、治療というよ
り、対策としては寝る前の水分摂取を
少し抑えたほうがいいということでし
ょうね。
　橘田　おっしゃるとおりです。
　山内　次にもう一つの質問なのです
が、脳梗塞での頻尿はいかがでしょう。
　橘田　脳梗塞も、先ほどの過活動膀
胱の一つの大きな理由になっています。
基本的に脳のいろいろな部位が梗塞に
よって障害を受けますが、脳は主に排
尿反射を抑制する立場を取っている。
脳梗塞によってその抑制が外れると考
えていいと思います。ですので、例え

ば我々の膀胱は、正常であれば400mL
前後はためられるといわれていますが、
それが脳梗塞によって100mL程度しか
ためられなくなってしまう。100mL程
度で、もはやその情報が排尿反射に結
びついてしまうことが起きていると考
えられるので、頻尿になる方が多い。
脳梗塞後のいわゆる排尿障害は頻尿の
方が多くなってしまいます。
　山内　過活動の一部ですね。
　橘田　はい。
　山内　さて、治療ですが、いかがで
しょう。
　橘田　過活動膀胱と考えますと、今、
国内でのガイドライン等でも過活動膀
胱の治療薬としては、いわゆる抗コリ
ン薬とβ3アドレナリン受容体の作動
薬の２種類が主にどちらもグレードA
というのを取っており、同等に有効で
あることがわかっています。ですので、
もちろんどちらを使われてもいいので
すが、抗コリン薬については非常に種
類が多く存在しています。実は薬剤に
もそれぞれ特性がありますので、泌尿
器科専門医であれば、そういった使い
分けをするときもあります。β3遮断
薬についても、近年は新しい薬剤など
も出ていますから、もちろんそちらを
使われてもかまいません。患者さんに
合ったものを使うということになりま
す。
　山内　質問でウリトスはどうでしょ
うとあります。いかがでしょうか。
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