
ることが可能であるということ。その
施設の産婦人科医師、産婦人科専門医
は臨床遺伝専門医であることが原則で
はあるけれども、臨床遺伝専門医でな
かったとしても、臨床遺伝に関する研
修を修了している先生がいれば連携施
設として認めようではないかというこ

とになってきたのです。ただ、現時点
でどういうところが載ってくるかはま
だ決まってはいないです。
　池田　今後の動向を見守っていく必
要がありますね。
　濱田　おっしゃるとおりです。
　池田　ありがとうございました。

泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅲ）

川崎医科大学泌尿器科教授
永　井　　敦

（聞き手　大西　真）

勃起のアンチエイジング

　大西　永井先生、「勃起のアンチエ
イジング」というタイトルそのものに
ついて教えていただけますか。
　永井　たいへんおもしろいタイトル
だと思うのですが、男性は勃起機能を
保つことができれば健康で長生きでき
るという考え方です。すなわち、アン
チエイジングにつながるのです。いい
勃起をずっと保つことができれば、男
性のアンチエイジングにつながる、こ
ういったことを私はかねてから主張し
ています。この「勃起のアンチエイジ
ング」というタイトルには、この観点
に加えて、さらに勃起機能を衰えさせ
ないためにはどうすればよいのかとい
う意味も含まれていると思います。
　大西　男性の健康のバロメーターと
いうことでしょうか。
　永井　そうですね。
　大西　それでは、EDについて少し
詳しくお話しいただけますか。
　永井　EDという言葉は十分市民権
を得ていると思います。患者さんも外
来に来られて「先生、EDなんです」

といわれるぐらいになりました。ED
とは、erectile dysfunctionの略称です。
勃起障害、あるいは勃起不全と訳しま
す。
　大西　EDについてはいろいろなリ
スクファクターが知られていると思い
ますが、そのあたりを教えていただけ
ますか。
　永井　2018年に「ED診療ガイドラ
イン」第３版が出まして、その危険因
子として12項目が挙げられています。
１つ目に加齢があります。それから糖
尿病、肥満と運動不足、心血管疾患お
よび高血圧、喫煙、テストステロンの
低下、慢性腎臓病と下部尿路症状、神
経疾患、外傷および手術、心理的およ
び精神疾患的要素、薬剤、そして睡眠
時無呼吸症候群が挙げられています
（表）。
　大西　特に生活習慣が深く関係して
いるのですね。
　永井　そうですね。これらの危険因
子を見ていただければわかりますが、
けっこう寿命を縮める要因が含まれて
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いることがわかります。
　大西　そうしますと、そういったリ
スクファクターを避ける、排除するこ
とが男性の長生きにつながると考えて
よいでしょうか。
　永井　そのとおりです。ED患者さ
んに対して生活習慣の指導にも我々は
積極的に関与する必要があると考えて
います。
　大西　EDと心血管系の疾患が関係
があるとうかがっているのですが、そ
のあたりのデータといいますか、状況

はどうなのでしょうか。
　永井　陰茎海綿体というのはいわば
血管の塊です。勃起には血管系が正常
であることが必要なのです。これは実
は陰茎や骨盤の血管系だけの話ではな
くて、全身の血管系が元気でなければ
いい勃起は起きないことになります。
つまり、EDと心血管系疾患というの
は非常に密接な関係があります。
　大西　糖尿病の患者さんはいかがで
すか。
　永井　糖尿病を扱っている先生方は

表　EDのリスクファクター

EDのリスクファクター 主な病態／要因

１．加齢 神経障害、血管障害、テストステロン低下
陰茎海綿体内皮細胞障害、陰茎海綿体障害

２．糖尿病 自律神経障害、血管内皮機能障害、動脈硬化

３．肥満と運動不足 テストステロン低下、動脈硬化

４．心血管疾患および高血圧 血管内皮機能障害、動脈硬化

５．喫煙 陰茎海綿体動脈の閉塞、血管内皮機能障害
交感神経刺激

６．テストステロン低下 性腺機能低下、血管内皮機能障害

７．慢性腎臓病と下部尿路症状 血管障害、神経障害、ホルモン異常、貧血
交感神経過活動、骨盤内動脈虚血、NOS/NOの低下

８．神経疾患 中枢・末梢神経障害

９．外傷および手術
脊髄損傷、骨盤外傷、会陰部外傷
前立腺全摘除術、膀胱全摘除術、直腸癌手術など
による神経障害

10．心理的および精神疾患的要素 うつ症状、心因外傷後ストレス障害

11．薬剤
降圧剤、抗うつ薬、非ステロイド性抗炎症薬
抗男性ホルモン薬など

12．睡眠時無呼吸症候群 夜間酸素飽和度低下による陰茎海綿体障害

多いと思いますので、ぜひ知っておい
てほしいことがあります。糖尿病を扱
う先生はなかなかEDのことを患者さ
んに聞けない先生もいらっしゃるので、
ここは非常におもしろいデータをお聞
きいただきたいと思います。基本的に
EDは合併症のない糖尿病患者さんの
無痛性心筋梗塞の予知マーカーだと、
ガイドラインに書かれているのです。
わかりやすく言いますと、糖尿病患者
さんがEDになったら、その数年後に
心筋梗塞になりますと言っていいくら
いのエビデンスが出ています。
　大西　血管系疾患のいろいろな発生
率と、いわゆる性交の頻度が関係ある
という研究もあるようなのですが、そ
のあたりを教えていただけますか。
　永井　これはたいへんユニークな信
頼性のおけるデータなのですが、アメ
リカの循環器専門の医師が発表した有
名な論文です。性交の頻度が低いほど
心血管系疾患、つまり心筋梗塞、脳卒
中で死亡するリスクが上昇するという
報告です。具体的には、週に２回以上、
性交を行うグループで心筋梗塞、脳卒
中の発生が少なかったというコホート
データです。
　大西　逆に頻度が多くなるとどのよ
うな利点があるのでしょうか。
　永井　性交頻度が多く保たれている
ということは、つまり勃起と射精が維
持できている、つまり健康的であると
いうことです。血管系が非常に元気で

あると。そういうわけで、心血管系疾
患の発生頻度を低下させることになる
ので、性交頻度が高いほどアンチエイ
ジングにつながると考えられています。
　大西　そういう研究データも出てい
るのですね。週２回以上がよいという
ことですね。
　永井　そうです。
　大西　そういったことがきちんと保
たれていると長生きにもつながると考
えてよいのですね。
　永井　わかりやすく言えば、週２回
以上、性的な刺激を受けて、よい勃起
を起こして射精につなげていくことで
す。パートナーのいらっしゃらない方
もいますが、マスターベーションでも
十分だと思います。積極的にそういう
刺激を求めてほしいと思います。
　大西　逆に、そういったことのしす
ぎが何か悪い点はないのでしょうか。
　永井　よく質問されます。ただ、射
精のしすぎは体に悪いというエビデン
スは全くありません。むしろ我々の領
域、前立腺ですが、その健康によいと
いうデータが出ています。
　大西　私は中学生のころ、保健の先
生の講演会があって、蛋白が失われる
からだめなのだといわれたことをいま
だに覚えているのですが、そういうこ
とはないのでしょうか。
　永井　その昔、貝原益軒先生が「接
して漏らさず」と言っていますが、そ
うではなくて、「接して漏らそう」が
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いることがわかります。
　大西　そうしますと、そういったリ
スクファクターを避ける、排除するこ
とが男性の長生きにつながると考えて
よいでしょうか。
　永井　そのとおりです。ED患者さ
んに対して生活習慣の指導にも我々は
積極的に関与する必要があると考えて
います。
　大西　EDと心血管系の疾患が関係
があるとうかがっているのですが、そ
のあたりのデータといいますか、状況

はどうなのでしょうか。
　永井　陰茎海綿体というのはいわば
血管の塊です。勃起には血管系が正常
であることが必要なのです。これは実
は陰茎や骨盤の血管系だけの話ではな
くて、全身の血管系が元気でなければ
いい勃起は起きないことになります。
つまり、EDと心血管系疾患というの
は非常に密接な関係があります。
　大西　糖尿病の患者さんはいかがで
すか。
　永井　糖尿病を扱っている先生方は

表　EDのリスクファクター

EDのリスクファクター 主な病態／要因

１．加齢 神経障害、血管障害、テストステロン低下
陰茎海綿体内皮細胞障害、陰茎海綿体障害

２．糖尿病 自律神経障害、血管内皮機能障害、動脈硬化

３．肥満と運動不足 テストステロン低下、動脈硬化

４．心血管疾患および高血圧 血管内皮機能障害、動脈硬化

５．喫煙 陰茎海綿体動脈の閉塞、血管内皮機能障害
交感神経刺激

６．テストステロン低下 性腺機能低下、血管内皮機能障害

７．慢性腎臓病と下部尿路症状 血管障害、神経障害、ホルモン異常、貧血
交感神経過活動、骨盤内動脈虚血、NOS/NOの低下

８．神経疾患 中枢・末梢神経障害

９．外傷および手術
脊髄損傷、骨盤外傷、会陰部外傷
前立腺全摘除術、膀胱全摘除術、直腸癌手術など
による神経障害

10．心理的および精神疾患的要素 うつ症状、心因外傷後ストレス障害

11．薬剤
降圧剤、抗うつ薬、非ステロイド性抗炎症薬
抗男性ホルモン薬など

12．睡眠時無呼吸症候群 夜間酸素飽和度低下による陰茎海綿体障害

多いと思いますので、ぜひ知っておい
てほしいことがあります。糖尿病を扱
う先生はなかなかEDのことを患者さ
んに聞けない先生もいらっしゃるので、
ここは非常におもしろいデータをお聞
きいただきたいと思います。基本的に
EDは合併症のない糖尿病患者さんの
無痛性心筋梗塞の予知マーカーだと、
ガイドラインに書かれているのです。
わかりやすく言いますと、糖尿病患者
さんがEDになったら、その数年後に
心筋梗塞になりますと言っていいくら
いのエビデンスが出ています。
　大西　血管系疾患のいろいろな発生
率と、いわゆる性交の頻度が関係ある
という研究もあるようなのですが、そ
のあたりを教えていただけますか。
　永井　これはたいへんユニークな信
頼性のおけるデータなのですが、アメ
リカの循環器専門の医師が発表した有
名な論文です。性交の頻度が低いほど
心血管系疾患、つまり心筋梗塞、脳卒
中で死亡するリスクが上昇するという
報告です。具体的には、週に２回以上、
性交を行うグループで心筋梗塞、脳卒
中の発生が少なかったというコホート
データです。
　大西　逆に頻度が多くなるとどのよ
うな利点があるのでしょうか。
　永井　性交頻度が多く保たれている
ということは、つまり勃起と射精が維
持できている、つまり健康的であると
いうことです。血管系が非常に元気で

あると。そういうわけで、心血管系疾
患の発生頻度を低下させることになる
ので、性交頻度が高いほどアンチエイ
ジングにつながると考えられています。
　大西　そういう研究データも出てい
るのですね。週２回以上がよいという
ことですね。
　永井　そうです。
　大西　そういったことがきちんと保
たれていると長生きにもつながると考
えてよいのですね。
　永井　わかりやすく言えば、週２回
以上、性的な刺激を受けて、よい勃起
を起こして射精につなげていくことで
す。パートナーのいらっしゃらない方
もいますが、マスターベーションでも
十分だと思います。積極的にそういう
刺激を求めてほしいと思います。
　大西　逆に、そういったことのしす
ぎが何か悪い点はないのでしょうか。
　永井　よく質問されます。ただ、射
精のしすぎは体に悪いというエビデン
スは全くありません。むしろ我々の領
域、前立腺ですが、その健康によいと
いうデータが出ています。
　大西　私は中学生のころ、保健の先
生の講演会があって、蛋白が失われる
からだめなのだといわれたことをいま
だに覚えているのですが、そういうこ
とはないのでしょうか。
　永井　その昔、貝原益軒先生が「接
して漏らさず」と言っていますが、そ
うではなくて、「接して漏らそう」が
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正解だという時代になってきました。
　大西　そういったことと例えば前立
腺がんの発症は何か関係はあるのでし
ょうか。
　永井　これも非常に重要なデータが
出ています。アメリカのハーバード大
学の前向き研究ですが、非常におもし
ろいデータです。月に21回以上射精す
るグループはそれ未満のグループに比
べて明らかに前立腺がんの発生率が低
いというデータが出ました。要するに、
頻回に射精をする、精液を放出するほ
うが前立腺液の滞留を防いで前立腺に
よい影響を与えるといわれています。
　大西　そうしますと、EDになって
しまった方にはどのように対処してい
ったらよいのでしょうか。
　永井　まずEDの積極的な治療が必
要になってくると思います。我々、こ

の領域でもよく言っているのですが、
がんと同じように早期発見、早期治療
が必要だと言っています。
　大西　具体的にはいろいろな薬物療
法が今出てきていると思いますが、そ
のあたりを教えていただけますでしょ
うか。
　永井　第一選択薬はPDE５阻害薬で
す。Phosphodiesterase type５阻害薬
のことですが、日本ではシルデナフィ
ルクエン酸塩、それから、バルデナフ
ィル塩酸塩、そしてタダラフィル、こ
の３種類が使用可能です。
　大西　勃起には一酸化窒素などもそ
の働きに影響があるのでしょうか。
　永井　血管系の拡張に非常に重要な
役割を果たしているのが一酸化窒素で
す。一酸化窒素が放出されますと、サ
イクリックGMPが増えてきます。こ

図　勃起のメカニズム れには非常に重要な役割があって、陰
茎海綿体平滑筋がサイクリックGMP
によって弛緩していくのです。そうす
ると、動脈血流がすごくよくなって勃
起が起きるのです。つまり、良い勃起
には一酸化窒素とサイクリックGMP
が必要です（図）。ところが、このサ
イクリックGMPというのはPDE５と
いう酵素によって容易に分解されます。
そうなると、勃起が消退してしまいま
す。
　大西　PDE５阻害薬というのはいろ
いろな働きがあることが最近わかって
きているのでしょうか。
　永井　シルデナフィルクエン酸塩が
発売になった当時の1998年には、単に
PDE５を阻害するだけといわれていた
のですが、その後の多くの研究でいろ
いろなことがわかってきました。１つ
は心血管系臓器に対する効果です。心
臓の冠動脈血流改善効果、あるいは全
身的にも心血管系疾患に対して有効だ
という報告が多数出ています。
　大西　先生の研究室で様々な研究が
されていると思いますが、例えば前立
腺肥大症の患者さんにもいろいろ研究
を行っているとうかがっています。そ
のあたりを少し紹介していただけます
か。
　永井　タダラフィル５㎎、これが前
立腺肥大症の適用を取りました。もと

もとED治療で承認されたタダラフィ
ル10㎎と同じものですから、血管系に
いいのではないかと研究を行った結果、
連日投与で、投与12週で動脈硬化の改
善効果が証明されました。もう一つ驚
いたのが、血管内皮機能の評価として
反応性充血指数を測定したのですが、
投与４週で有意な改善がありました。
つまり、血管が若返ったということに
なるのです。
　大西　そうしますと、PDE５阻害薬
を中年以降の男性の方に投与すると、
かなりいい影響が出ると考えてよいの
でしょうか。
　永井　そのとおりです。まさに、性
生活を含めて生活の質の改善が期待で
きます。全身的な血管系の若返りも図
れますので、まさにアンチエイジング
効果が期待できると考えています。
　大西　最後にテストステロンの影響
に関して一言お話しいただけますか。
　永井　テストステロンは非常に重要
で、テストステロンが低いとEDが惹
起されます。50歳を過ぎた方で元気が
なくなってきたような場合には、診療
所あるいはクリニック、病院でテスト
ステロンの測定をしていただいて、も
し低い場合には、補充療法も非常に有
用な手段となってきます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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正解だという時代になってきました。
　大西　そういったことと例えば前立
腺がんの発症は何か関係はあるのでし
ょうか。
　永井　これも非常に重要なデータが
出ています。アメリカのハーバード大
学の前向き研究ですが、非常におもし
ろいデータです。月に21回以上射精す
るグループはそれ未満のグループに比
べて明らかに前立腺がんの発生率が低
いというデータが出ました。要するに、
頻回に射精をする、精液を放出するほ
うが前立腺液の滞留を防いで前立腺に
よい影響を与えるといわれています。
　大西　そうしますと、EDになって
しまった方にはどのように対処してい
ったらよいのでしょうか。
　永井　まずEDの積極的な治療が必
要になってくると思います。我々、こ

の領域でもよく言っているのですが、
がんと同じように早期発見、早期治療
が必要だと言っています。
　大西　具体的にはいろいろな薬物療
法が今出てきていると思いますが、そ
のあたりを教えていただけますでしょ
うか。
　永井　第一選択薬はPDE５阻害薬で
す。Phosphodiesterase type５阻害薬
のことですが、日本ではシルデナフィ
ルクエン酸塩、それから、バルデナフ
ィル塩酸塩、そしてタダラフィル、こ
の３種類が使用可能です。
　大西　勃起には一酸化窒素などもそ
の働きに影響があるのでしょうか。
　永井　血管系の拡張に非常に重要な
役割を果たしているのが一酸化窒素で
す。一酸化窒素が放出されますと、サ
イクリックGMPが増えてきます。こ

図　勃起のメカニズム れには非常に重要な役割があって、陰
茎海綿体平滑筋がサイクリックGMP
によって弛緩していくのです。そうす
ると、動脈血流がすごくよくなって勃
起が起きるのです。つまり、良い勃起
には一酸化窒素とサイクリックGMP
が必要です（図）。ところが、このサ
イクリックGMPというのはPDE５と
いう酵素によって容易に分解されます。
そうなると、勃起が消退してしまいま
す。
　大西　PDE５阻害薬というのはいろ
いろな働きがあることが最近わかって
きているのでしょうか。
　永井　シルデナフィルクエン酸塩が
発売になった当時の1998年には、単に
PDE５を阻害するだけといわれていた
のですが、その後の多くの研究でいろ
いろなことがわかってきました。１つ
は心血管系臓器に対する効果です。心
臓の冠動脈血流改善効果、あるいは全
身的にも心血管系疾患に対して有効だ
という報告が多数出ています。
　大西　先生の研究室で様々な研究が
されていると思いますが、例えば前立
腺肥大症の患者さんにもいろいろ研究
を行っているとうかがっています。そ
のあたりを少し紹介していただけます
か。
　永井　タダラフィル５㎎、これが前
立腺肥大症の適用を取りました。もと

もとED治療で承認されたタダラフィ
ル10㎎と同じものですから、血管系に
いいのではないかと研究を行った結果、
連日投与で、投与12週で動脈硬化の改
善効果が証明されました。もう一つ驚
いたのが、血管内皮機能の評価として
反応性充血指数を測定したのですが、
投与４週で有意な改善がありました。
つまり、血管が若返ったということに
なるのです。
　大西　そうしますと、PDE５阻害薬
を中年以降の男性の方に投与すると、
かなりいい影響が出ると考えてよいの
でしょうか。
　永井　そのとおりです。まさに、性
生活を含めて生活の質の改善が期待で
きます。全身的な血管系の若返りも図
れますので、まさにアンチエイジング
効果が期待できると考えています。
　大西　最後にテストステロンの影響
に関して一言お話しいただけますか。
　永井　テストステロンは非常に重要
で、テストステロンが低いとEDが惹
起されます。50歳を過ぎた方で元気が
なくなってきたような場合には、診療
所あるいはクリニック、病院でテスト
ステロンの測定をしていただいて、も
し低い場合には、補充療法も非常に有
用な手段となってきます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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