
泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅲ）

かげやま医院（旧しお医院）院長
影　山　慎　二

（聞き手　齊藤郁夫）

泌尿器領域のサプリメント

　齊藤　泌尿器領域のサプリメントに
ついてうかがいます。いろいろなレベ
ルのエビデンスがあるということです
か。
　影山　具体的な研究かどうかが第一
だと思います。そのうえで、ヒトで試
されているかどうか。しかも、それが
きちんとした論文になっているか。学
会報告だけではダメだということ。そ
れがしっかりした雑誌に載っているか
がまた一つのハードルになってきて、
本当は無作為の割り付けのプラセボス
タディとか、そういったものをやって
いるかを、サプリメントを勧めるうえ
では見ておかないといけないというの
が最近の風潮になっていると思います。
　齊藤　いろいろな宣伝がありますが、
いろいろなレベルのものがあるという
ことですか。
　影山　そうですね。新聞やテレビ、
何かの雑誌に載ったといっても、その
雑誌がどのような雑誌かもわからない。
けっこう多いケースが有名な雑誌に載
ったといっても、動物レベルの報告だ

ったりすると、ヒトに使っているわけ
ではないので、ちょっと考えたほうが
いいかなというのはけっこうあると思
います（図１）。
　齊藤　患者さんはこういうものを見
て自分ですでに買ってのんでいる方な
どもいるのですか。
　影山　けっこう多いと思います。10
年ほど前ですが、うちの医院で行った
調査で、泌尿器科に通院している患者
さんの、６割近くの患者さんが何らか
のかたちでサプリメントを摂ったこと
がある、あるいは併用しているという
データがあります（図２）。
　齊藤　そうしますと、かなり使われ
ていて、それに対して医学的あるいは
科学的にどのように説明して指導する
かが非常に重要になってくるのですね。
　影山　そのとおりだと思います。
　齊藤　そういった中で先生は大学と
幾つか共同研究されているのですか。
　影山　今、仕事をしているところは
静岡市です。静岡市には静岡県立大学
があり、薬学部の先生でこういったこ

とに非常に興味がある山田静雄先生
（現 薬食研究推進センター長）から、
実際にそういったものを使っている人
が本当に効くのかどうかを調べたほう

がいいのではという話を依頼されます。
薬学部にそういった会社から詳しく調
べてほしいというのを私たちが実際に
患者さんに使用させていただいて、そ

図１　健康食品のエビデンスレベル

図２　前立腺肥大症患者の使用している健康食品の種類　2006年

坪野吉孝「食べ物とがん予防」（文春新書）から引用
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されているかどうか。しかも、それが
きちんとした論文になっているか。学
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れがしっかりした雑誌に載っているか
がまた一つのハードルになってきて、
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の効果を科学的に証明する。論文化も
していただける取り組みに協力してい
ます。テレビの宣伝などに、元気のい
いおじさんが出てきて、にこにこしな
がら「これはいいよ」というのとは、
ひと味違った報告ができていると思い
ます。
　齊藤　まず、ノコギリヤシはどうい
うものなのでしょうか。
　影山　ノコギリヤシというのはかな
り前から使われているもので、日本で
は保険薬にはなっていませんが、イタ
リアとかドイツでは実際に医師が処方
する保険薬の一種として使われていま
す。αブロッカーが出る前、前立腺肥
大症に対する薬としてはエビプロスタ
ットという薬が広く使われていました
が、そういった薬と同様の作用がある
のかといわれていました。薬理学的に
調べるといろいろな作用があって、ど
うも前立腺にはそういった植物製剤と
は少し違う働きをするだろうことがわ
かっています。
　齊藤　具体的にどういう作用機序か
もわかってきているのでしょうか。
　影山　これも動物実験でやっていて、
ヒトで細かい解析はできないのですが、
アンドロゲン受容体の結合を阻害する
（図３）。今ある５α-リダクターゼイン
ヒビターみたいな効果だとか、抗コリ
ン作用も少しあるのではないかという
こともわかってきています。
　齊藤　そのうえで、実際に前立腺肥

大症の患者さんにのんでいただいたの
ですね。
　影山　そうですね。
　齊藤　どういう結果になったのでし
ょうか。
　影山　症状スコアとか、おしっこの
勢いに関しては、もちろんαブロッカ
ーほど効果は強くありませんが、αブ
ロッカーを使っている人に使って、残
尿は少し減るという結果が出ました
（図４）。夜、トイレに全く起きないと
いう新聞広告はちょっと過剰かもしれ
ませんが、残尿が減ることから、すっ
きり、というのは否定はできないなあ
…というのが我々の結論です。
　齊藤　それから、ボタンボウフウは
どういうものなのでしょうか。
　影山　ボタンボウフウは奄美大島や
沖縄あたりに自生しているセリ科の多
年草です。おひたしなどにして現地の
人は食べているようです。別名を長命
草といって、もともと動脈硬化などに
効果があるといわれていました。使用
している人に聞くと、頻尿や尿失禁に
対する効果もあるようだということが
見いだされて、静岡県立大学で実験を
したところ、過活動膀胱に効果がある
のではないかというデータが出ました。
そこで軽症の患者さんたちに使ってい
ただくことにしました。
　齊藤　具体的には、これを女性患者
さんがのんだ。そして過活動膀胱の症
状としてはどういった点が一番顕著に

改善したのでしょうか。
　影山　過活動膀胱は尿意切迫感とい
って、おしっこを急に我慢できなくな
る。そういう辛い症状が改善すること
が薬効の一番のポイントなのですが、
そのポイントの症状スコアであるOAB
スコアが有意に改善しました（図５）。
過活動膀胱の治療の一つの選択肢には
なることがわかりました。
　齊藤　それから、クロレラも研究さ
れたのですね。
　影山　クロレラは戦後、一番古くか
らある健康食品の一つだと思います。
いろいろ栄養素を補充する意味合いが
多かったのですが、最近では免疫に対
して賦活作用があるとか、抗炎症作用
があることが認められてきています。
効果のあった人たちの体験記を詳しく

読むと、繰り返し感染を起こすような、
泌尿器科でいうと膀胱炎をすぐ繰り返
して何度も何度も来る人に効果がある

図３　ノコギリヤシ抽出エキスの下部尿路への作用

図４　ノコギリヤシ使用患者さんの
　　　残尿量の変化
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の効果を科学的に証明する。論文化も
していただける取り組みに協力してい
ます。テレビの宣伝などに、元気のい
いおじさんが出てきて、にこにこしな
がら「これはいいよ」というのとは、
ひと味違った報告ができていると思い
ます。
　齊藤　まず、ノコギリヤシはどうい
うものなのでしょうか。
　影山　ノコギリヤシというのはかな
り前から使われているもので、日本で
は保険薬にはなっていませんが、イタ
リアとかドイツでは実際に医師が処方
する保険薬の一種として使われていま
す。αブロッカーが出る前、前立腺肥
大症に対する薬としてはエビプロスタ
ットという薬が広く使われていました
が、そういった薬と同様の作用がある
のかといわれていました。薬理学的に
調べるといろいろな作用があって、ど
うも前立腺にはそういった植物製剤と
は少し違う働きをするだろうことがわ
かっています。
　齊藤　具体的にどういう作用機序か
もわかってきているのでしょうか。
　影山　これも動物実験でやっていて、
ヒトで細かい解析はできないのですが、
アンドロゲン受容体の結合を阻害する
（図３）。今ある５α-リダクターゼイン
ヒビターみたいな効果だとか、抗コリ
ン作用も少しあるのではないかという
こともわかってきています。
　齊藤　そのうえで、実際に前立腺肥

大症の患者さんにのんでいただいたの
ですね。
　影山　そうですね。
　齊藤　どういう結果になったのでし
ょうか。
　影山　症状スコアとか、おしっこの
勢いに関しては、もちろんαブロッカ
ーほど効果は強くありませんが、αブ
ロッカーを使っている人に使って、残
尿は少し減るという結果が出ました
（図４）。夜、トイレに全く起きないと
いう新聞広告はちょっと過剰かもしれ
ませんが、残尿が減ることから、すっ
きり、というのは否定はできないなあ
…というのが我々の結論です。
　齊藤　それから、ボタンボウフウは
どういうものなのでしょうか。
　影山　ボタンボウフウは奄美大島や
沖縄あたりに自生しているセリ科の多
年草です。おひたしなどにして現地の
人は食べているようです。別名を長命
草といって、もともと動脈硬化などに
効果があるといわれていました。使用
している人に聞くと、頻尿や尿失禁に
対する効果もあるようだということが
見いだされて、静岡県立大学で実験を
したところ、過活動膀胱に効果がある
のではないかというデータが出ました。
そこで軽症の患者さんたちに使ってい
ただくことにしました。
　齊藤　具体的には、これを女性患者
さんがのんだ。そして過活動膀胱の症
状としてはどういった点が一番顕著に

改善したのでしょうか。
　影山　過活動膀胱は尿意切迫感とい
って、おしっこを急に我慢できなくな
る。そういう辛い症状が改善すること
が薬効の一番のポイントなのですが、
そのポイントの症状スコアであるOAB
スコアが有意に改善しました（図５）。
過活動膀胱の治療の一つの選択肢には
なることがわかりました。
　齊藤　それから、クロレラも研究さ
れたのですね。
　影山　クロレラは戦後、一番古くか
らある健康食品の一つだと思います。
いろいろ栄養素を補充する意味合いが
多かったのですが、最近では免疫に対
して賦活作用があるとか、抗炎症作用
があることが認められてきています。
効果のあった人たちの体験記を詳しく

読むと、繰り返し感染を起こすような、
泌尿器科でいうと膀胱炎をすぐ繰り返
して何度も何度も来る人に効果がある

図３　ノコギリヤシ抽出エキスの下部尿路への作用

図４　ノコギリヤシ使用患者さんの
　　　残尿量の変化
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のか、ということに着眼しました。
　齊藤　膀胱炎を繰り返す患者さんに
これをのんでもらったのでしょうか。
　影山　３カ月間のんでいただいたと
ころ、だいたい膀胱炎を起こす回数が、
１年に換算すると７回ぐらい膀胱炎を
起こしていた方が0.5回ですから、１年
に１回も起こらない計算になります
（図６）。
　ですから、けっこう効果があります
し、一番いいのは抗生物質を使ってい
る日が３カ月あたりで、のむ前は平均
して12日間ぐらいあったのが、３日間
に減っているということです。これは
患者さんの薬をのむ負担も減りますし、
金銭的な負担も減った分がだいたいク
ロレラの値段と一緒だと思います。そ
れに加えて通院する負担や、「また行

かなきゃいけないか」「治ったのかど
うか」などの心配を減らす効果は十分
あるかと思います。
　齊藤　AMR対策としても抗菌薬を
使わなくて済むのですから重要ですね。
　影山　そういう点もあるかもしれま
せん。耐性菌をつくりにくいことも利
点ですね。
　齊藤　それから、そばの芽でしょう
か、これはどういうものでしょう。
　影山　そばはいろいろアレルギーが
あるのですが、そばが発芽したばかり、
いわゆるカイワレダイコンみたいな状
態のものを発酵させると、アレルギー
がなくなり、アレルギーを抑えるのに
非常にいいことがわかりました。花粉
症などでけっこう使われていたもので
すが、これが泌尿器科でなかなか治り

図５　ボタンボウフウを使用した患者さんのOABSSの変化（１〜３）（合計点）

にくい、特効薬のない間質性膀胱炎の
患者さんに使ってみたら効果がある。
実際にそういう体験談がたくさん出て
いたので、なぜ効くのかも含めて動物
実験でデータが出てきたので、ヒトに
使ったという状況があります（図７）。
　齊藤　今お話しいただいたものは一
様に効果が見られていますが、先生が
客観的にご覧になって、問題点もなく
はないのですね。
　影山　サプリメントというのは病気
になる前の未病あるいは境界領域の患
者さんが対象ですから、実際に病気で
来ている人に効果があるからといって、
未病の人にそれだけの差が出るのかど
うか。そういった患者さんというか、
未病の人のスクリーニングが非常にう
まくいかないことがあります。もちろ

ん、プラセボを使っていない試験のデ
ータですから、断定的なことは言えま
せん。
　齊藤　先生のクリニックでは、こう
いったものがどうかと患者さんから質
問があった場合に、お答えするのでし
ょうか。
　影山　そうですね。とても話が長く
なってしまいますから、こうしたデー
タもあるのですよと、データをもとに
して簡単な冊子をつくっておくと、患
者さんの理解も深まります。またサプ
リメントを選択するときに少し知識レ
ベルが上がって、にせ物というか、本
当に効果のないものをつかまなくなる
というヘルス・リテラシーが上がる効
果もあると思って積極的に取り組んで
います。

図６　クロレラの使用前後での尿路感染の治療状態
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のか、ということに着眼しました。
　齊藤　膀胱炎を繰り返す患者さんに
これをのんでもらったのでしょうか。
　影山　３カ月間のんでいただいたと
ころ、だいたい膀胱炎を起こす回数が、
１年に換算すると７回ぐらい膀胱炎を
起こしていた方が0.5回ですから、１年
に１回も起こらない計算になります
（図６）。
　ですから、けっこう効果があります
し、一番いいのは抗生物質を使ってい
る日が３カ月あたりで、のむ前は平均
して12日間ぐらいあったのが、３日間
に減っているということです。これは
患者さんの薬をのむ負担も減りますし、
金銭的な負担も減った分がだいたいク
ロレラの値段と一緒だと思います。そ
れに加えて通院する負担や、「また行

かなきゃいけないか」「治ったのかど
うか」などの心配を減らす効果は十分
あるかと思います。
　齊藤　AMR対策としても抗菌薬を
使わなくて済むのですから重要ですね。
　影山　そういう点もあるかもしれま
せん。耐性菌をつくりにくいことも利
点ですね。
　齊藤　それから、そばの芽でしょう
か、これはどういうものでしょう。
　影山　そばはいろいろアレルギーが
あるのですが、そばが発芽したばかり、
いわゆるカイワレダイコンみたいな状
態のものを発酵させると、アレルギー
がなくなり、アレルギーを抑えるのに
非常にいいことがわかりました。花粉
症などでけっこう使われていたもので
すが、これが泌尿器科でなかなか治り

図５　ボタンボウフウを使用した患者さんのOABSSの変化（１〜３）（合計点）

にくい、特効薬のない間質性膀胱炎の
患者さんに使ってみたら効果がある。
実際にそういう体験談がたくさん出て
いたので、なぜ効くのかも含めて動物
実験でデータが出てきたので、ヒトに
使ったという状況があります（図７）。
　齊藤　今お話しいただいたものは一
様に効果が見られていますが、先生が
客観的にご覧になって、問題点もなく
はないのですね。
　影山　サプリメントというのは病気
になる前の未病あるいは境界領域の患
者さんが対象ですから、実際に病気で
来ている人に効果があるからといって、
未病の人にそれだけの差が出るのかど
うか。そういった患者さんというか、
未病の人のスクリーニングが非常にう
まくいかないことがあります。もちろ

ん、プラセボを使っていない試験のデ
ータですから、断定的なことは言えま
せん。
　齊藤　先生のクリニックでは、こう
いったものがどうかと患者さんから質
問があった場合に、お答えするのでし
ょうか。
　影山　そうですね。とても話が長く
なってしまいますから、こうしたデー
タもあるのですよと、データをもとに
して簡単な冊子をつくっておくと、患
者さんの理解も深まります。またサプ
リメントを選択するときに少し知識レ
ベルが上がって、にせ物というか、本
当に効果のないものをつかまなくなる
というヘルス・リテラシーが上がる効
果もあると思って積極的に取り組んで
います。

図６　クロレラの使用前後での尿路感染の治療状態
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図７　「そばの芽ぐみ」を使用した患者さんの間質性膀胱炎スコア 　齊藤　最終的にはインフォームドチ
ョイスということですね。
　影山　はい。あくまでも選択するの
は、医師が勧めたからではなくて、患
者さんが選んだというのが正しいと思
います。医師は否定するばかりでなく、
アドバイスすべき時代になっていると

思います。
　齊藤　しかし、エビデンスとしては
説明ができるのですね。
　影山　はい。そうすることが今後の
助けになっているかと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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黒先・白死
黒１、３、５の手順で
解決です。

②

⑥ ④

❶❸
❺
❼
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図７　「そばの芽ぐみ」を使用した患者さんの間質性膀胱炎スコア 　齊藤　最終的にはインフォームドチ
ョイスということですね。
　影山　はい。あくまでも選択するの
は、医師が勧めたからではなくて、患
者さんが選んだというのが正しいと思
います。医師は否定するばかりでなく、
アドバイスすべき時代になっていると

思います。
　齊藤　しかし、エビデンスとしては
説明ができるのですね。
　影山　はい。そうすることが今後の
助けになっているかと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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