
泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅳ）

獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター准教授
小　堀　善　友

（聞き手　大西　真）

精巣・精子のアンチエイジング

　大西　小堀先生、本日は泌尿器領域
の抗加齢医学の最前線ということで、
精巣・精子のアンチエイジングという
テーマでうかがいたいと思います。
　まず初めに、男性不妊症が最近増え
ていると聞くのですが、そのあたりの
状況や想定される原因について教えて
いただけますか。
　小堀　まず、今、６カップルに１カ
ップルが不妊症であるといわれていま
す。最近の報告では5.5カップルに１カ
ップルともいわれていて、徐々に増え
てきているのではないかと考えられま
す。そして、その中の50％弱ぐらいが
男性因子がかかわってきている不妊症
ではないかということが、WHO（世
界保健機関）でも報告されています。
　大西　これは日本だけではなくて、
欧米とか世界的な状況と考えてよいの
でしょうか。
　小堀　おっしゃるとおりで、不妊症
の原因というのは多くは年齢がかかわ
ってくるのですが、晩婚化こそが先進
国がかかわってきている問題なのです。

そういうこともあって、不妊症という
問題自体は全先進国で起こり得る問題
であると考えられます。
　大西　その原因は、どういったこと
が考えられているのでしょうか。
　小堀　治療可能な男性不妊症の原因
としては、30％ほどが精索静脈瘤とい
うものがあります。具体的にどういう
ものかというと、主に左側の陰囊にで
きる精巣の静脈瘤なのですが、静脈瘤
があると、昔は精巣の周りの温度が上
がるために精子ができづらくなるとい
われていました。
　大西　そういうことがいわれていま
したね。
　小堀　しかし、最近では逆流血によ
る酸化ストレス、老化のストレスです
ね、そういうものが原因で精子ができ
づらくなると指摘されています。
　大西　精索静脈瘤は先天的というか、
後天的といいますか。
　小堀　下肢の静脈瘤と一緒なのです
が、どうしても精巣や足は心臓よりも
低い位置にあるので、徐々に静脈瘤が

どが出てくるのですね。
　新島　そうです。
　山内　このあたりのところが大きな
副作用と見てよいのでしょうか。
　新島　入れると、酔っ払った方のよ
うにふらついたり、頭をぶつけそうに
なったりすることがあるので、ぜひ入
れた後はお子さまの様子を十分に見て
いただくことをお願いしています。
　山内　ジアゼパムというのはかなり
古い薬ですが、これを上回るものはい
まだにないということですか。
　新島　熱性痙攣を予防するためには
これが一番だろうといわれています。
ただ、痙攣を予防する治療としては、
最近ジアゼパムが効かない人に対して
はミダゾラムの点鼻を自宅で使う症例
もありますが、これは熱性痙攣ではな

くて重症のてんかん患者さんに限られ
ます。熱性痙攣に限ってはジアゼパム
が唯一認められている良い薬だろうと
思います。
　山内　熱が出たときに熱性痙攣は起
こるのですが、熱の程度によって違い
があるものなのでしょうか。
　新島　人によって閾値が低い人の場
合は37度５分前後で起こす人もいます
が、一般的には38度５分とか39度ぐら
いになってから痙攣を起こしてくる方
もいらっしゃるので、個人差があるの
ではないかと思います。あと、よくお
母様に聞かれるのは、37度５分で痙攣
が起きたのだけれども、その後は30分
後に38度、39度と出た。それも多分熱
性痙攣と考えていいだろうと思います。
　山内　ありがとうございました。

ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020） （121）  4140 （120） ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020）

2002本文.indd   41 2020/01/10   15:45



下したという報告が欧米でありました。
おそらく、日本国内でも精巣の大きさ
が減ってきているのではないかという
ことが報告されていますので、同じよ
うなトレンドが起きていることが考え
られます。
　大きな原因としては、環境などが変
わっているとは考えがたいので、結局
は生活習慣というものが最も重要では
ないかと考えられています。つまり、
精巣のアンチエイジングのために何が
できるかというと、最も重要なのは生
活習慣を改善していくことだと考えら
れています。具体的に、科学的な根拠
があることとしては、非常に初歩的な
話になってくるのですが、例えば睡眠、
運動、ダイエット、食事、禁煙。そう
いうものが精子の濃度を保つのに有効
であるという報告が世界から多く出て
います。
　大西　脂肪肝が今、かなり問題にな
っていて、中には肝硬変や肝がんもで
きるということが大きなテーマです。
それも生活習慣がかなり影響している
ことがわかってきているのですが、共
通の原因があると考えてよいのですか。
　小堀　おっしゃるとおりで、例えば
脂肪肝も体の中の代謝、メタボなど、
いろいろな病気が重なって起きること
だと思うのですが、不妊症も、まさに
そういうものと関係していることがわ
かっています。
　特に、肥満に関しての報告では、単

純に肥満している男性は赤ちゃんがで
きづらいという報告もあるのですが、
体外受精や顕微授精という高度な生殖
補助医療、つまり細い針を使って卵子
の中に精子を入れるとか、そういう治
療の成功率も、肥満男性の精子を使う
と下がるというデータが出ています。
つまり、肥満男性の精子はその分、精
子の濃度や数だけではなく、その中の
DNAの損傷だったり、酸化ストレス
がかかっているとか、そういうものが
非常に問題になっているのではないか
と報告されているようです。
　大西　先ほど原因で挙げられた精索
静脈瘤は、具体的に治療できるのでし
ょうか。
　小堀　精索静脈瘤に関しては、手術
をすることで改善できます。精索静脈
瘤の手術は低位結紮術といって、鼠径
部をだいたい２～３㎝切開して、顕微
鏡を使ってやる手術が一番勧められて
いるのですが、2018年４月より低位結
紮術は保険適用となりました。患者さ
んの経済的負担も非常に低くなってい
て、手術を受けた方の70％ぐらいの方
は精子の運動率もしくは精子の濃度が
改善することが日本国内で報告されて
います。若いカップルで精索静脈瘤が
あるという方には積極的に手術を受け
るようにお勧めしています。
　大西　具体的に検査や診断は比較的
容易なのでしょうか。
　小堀　具体的には、見てさわるだけ

悪化するという方もいますし、もとも
と子どもの頃からできている方もいま
す。
　大西　精子の濃度とか数とか、そう
いったいろいろなものにも影響してく
るのでしょうか。
　小堀　おっしゃるとおりです。主に
は精液の検査である程度推測はできる
のですが、男性不妊症の原因として、
精液の量、精子の数、濃度、そして精
子の運動率、それらが大きくかかわっ
てきます。今、静脈瘤が男性不妊症の
原因の30％ほどということを申し上げ
たのですが、残りのうちの50％ぐらい
は、実は特発性といって原因がよくわ
からないのです。そういうこともあっ
て、男性の不妊症は原因がわからない
ものが半分以上ということもあって、
非常に治療が難しいということが指摘
されています。
　大西　先ほど晩婚化のお話が出まし
たが、結婚年齢の高齢化が大きな要因
の一つと考えられているのでしょうか。
　小堀　近年の報告では、初婚の年齢
としては日本国内では男性が31.1歳、
女性では29.4歳と報告されているので
すが、初婚の年齢が上がるに従って赤
ちゃんができづらくなるというのは男
性も女性も一緒であることがわかって
います。特に、2014年には女性の初産
の年齢が30歳を超えてきたということ
がいわれました。女性は35歳を過ぎる
と極端に赤ちゃんができづらくなるこ

とが報告されています。これは実は男
性も一緒で、35歳を過ぎると精液の量
や精子の運動率が下がってくることが
報告されています。精子の濃度に関し
ては変わらないという報告と下がって
くるという報告と両方あるのですが、
いずれにしても自然妊娠ができる可能
性は年をとるに従ってだんだん減って
くる。これは男性も女性も一緒ではな
いかということが報告されています。
　大西　男性は高齢でもお子さんがで
きる場合もあるということが昔からい
われていますが、必ずしもそうではな
いのでしょうか。
　小堀　大きく分けて、個人差がある
ということです。精巣の精子の数が少
ない人は男性ホルモンが少ないことも
あって、そういう方は心臓や血管のリ
スクが増えてくるとか、そういう報告
もあるぐらいなので、精巣のアンチエ
イジングは全身のアンチエイジングに
つながってくるのではないかと考えら
れています。
　大西　精巣アンチエイジングの必要
性が非常に今、高まっていると考えて
よいのでしょうか。
　小堀　おっしゃるとおりです。
　大西　このあたりは、いわゆる生活
習慣病とか、いろいろいわれています
が、そういうものがかなり影響してい
るのでしょうか。
　小堀　驚くべきデータなのですが、
ここ最近40年間で精子の濃度が50％低
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下したという報告が欧米でありました。
おそらく、日本国内でも精巣の大きさ
が減ってきているのではないかという
ことが報告されていますので、同じよ
うなトレンドが起きていることが考え
られます。
　大きな原因としては、環境などが変
わっているとは考えがたいので、結局
は生活習慣というものが最も重要では
ないかと考えられています。つまり、
精巣のアンチエイジングのために何が
できるかというと、最も重要なのは生
活習慣を改善していくことだと考えら
れています。具体的に、科学的な根拠
があることとしては、非常に初歩的な
話になってくるのですが、例えば睡眠、
運動、ダイエット、食事、禁煙。そう
いうものが精子の濃度を保つのに有効
であるという報告が世界から多く出て
います。
　大西　脂肪肝が今、かなり問題にな
っていて、中には肝硬変や肝がんもで
きるということが大きなテーマです。
それも生活習慣がかなり影響している
ことがわかってきているのですが、共
通の原因があると考えてよいのですか。
　小堀　おっしゃるとおりで、例えば
脂肪肝も体の中の代謝、メタボなど、
いろいろな病気が重なって起きること
だと思うのですが、不妊症も、まさに
そういうものと関係していることがわ
かっています。
　特に、肥満に関しての報告では、単

純に肥満している男性は赤ちゃんがで
きづらいという報告もあるのですが、
体外受精や顕微授精という高度な生殖
補助医療、つまり細い針を使って卵子
の中に精子を入れるとか、そういう治
療の成功率も、肥満男性の精子を使う
と下がるというデータが出ています。
つまり、肥満男性の精子はその分、精
子の濃度や数だけではなく、その中の
DNAの損傷だったり、酸化ストレス
がかかっているとか、そういうものが
非常に問題になっているのではないか
と報告されているようです。
　大西　先ほど原因で挙げられた精索
静脈瘤は、具体的に治療できるのでし
ょうか。
　小堀　精索静脈瘤に関しては、手術
をすることで改善できます。精索静脈
瘤の手術は低位結紮術といって、鼠径
部をだいたい２～３㎝切開して、顕微
鏡を使ってやる手術が一番勧められて
いるのですが、2018年４月より低位結
紮術は保険適用となりました。患者さ
んの経済的負担も非常に低くなってい
て、手術を受けた方の70％ぐらいの方
は精子の運動率もしくは精子の濃度が
改善することが日本国内で報告されて
います。若いカップルで精索静脈瘤が
あるという方には積極的に手術を受け
るようにお勧めしています。
　大西　具体的に検査や診断は比較的
容易なのでしょうか。
　小堀　具体的には、見てさわるだけ

悪化するという方もいますし、もとも
と子どもの頃からできている方もいま
す。
　大西　精子の濃度とか数とか、そう
いったいろいろなものにも影響してく
るのでしょうか。
　小堀　おっしゃるとおりです。主に
は精液の検査である程度推測はできる
のですが、男性不妊症の原因として、
精液の量、精子の数、濃度、そして精
子の運動率、それらが大きくかかわっ
てきます。今、静脈瘤が男性不妊症の
原因の30％ほどということを申し上げ
たのですが、残りのうちの50％ぐらい
は、実は特発性といって原因がよくわ
からないのです。そういうこともあっ
て、男性の不妊症は原因がわからない
ものが半分以上ということもあって、
非常に治療が難しいということが指摘
されています。
　大西　先ほど晩婚化のお話が出まし
たが、結婚年齢の高齢化が大きな要因
の一つと考えられているのでしょうか。
　小堀　近年の報告では、初婚の年齢
としては日本国内では男性が31.1歳、
女性では29.4歳と報告されているので
すが、初婚の年齢が上がるに従って赤
ちゃんができづらくなるというのは男
性も女性も一緒であることがわかって
います。特に、2014年には女性の初産
の年齢が30歳を超えてきたということ
がいわれました。女性は35歳を過ぎる
と極端に赤ちゃんができづらくなるこ

とが報告されています。これは実は男
性も一緒で、35歳を過ぎると精液の量
や精子の運動率が下がってくることが
報告されています。精子の濃度に関し
ては変わらないという報告と下がって
くるという報告と両方あるのですが、
いずれにしても自然妊娠ができる可能
性は年をとるに従ってだんだん減って
くる。これは男性も女性も一緒ではな
いかということが報告されています。
　大西　男性は高齢でもお子さんがで
きる場合もあるということが昔からい
われていますが、必ずしもそうではな
いのでしょうか。
　小堀　大きく分けて、個人差がある
ということです。精巣の精子の数が少
ない人は男性ホルモンが少ないことも
あって、そういう方は心臓や血管のリ
スクが増えてくるとか、そういう報告
もあるぐらいなので、精巣のアンチエ
イジングは全身のアンチエイジングに
つながってくるのではないかと考えら
れています。
　大西　精巣アンチエイジングの必要
性が非常に今、高まっていると考えて
よいのでしょうか。
　小堀　おっしゃるとおりです。
　大西　このあたりは、いわゆる生活
習慣病とか、いろいろいわれています
が、そういうものがかなり影響してい
るのでしょうか。
　小堀　驚くべきデータなのですが、
ここ最近40年間で精子の濃度が50％低
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泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅳ）

神奈川歯科大学客員教授
奥　井　伸　雄

（聞き手　齊藤郁夫）

泌尿器のアンチエイジングとしての運動

　齊藤　運動とアンチエイジングとい
うことでうかがいます。先生は、2019
年４月から、所属は歯科大学になりま
したね。
　奥井　横須賀にある神奈川歯科大学
といいまして、新病院を建てて、勢い
のある大学で、そこの客員教授を兼任
しています。正確には尿失禁とか性器
のアンチエイジングの医師です。アン
チエイジングの一環としていろいろな
研究をしていると、どうも尿失禁の尿
道や膀胱、膣の粘膜、こういったとこ
ろが口腔粘膜と非常に似通っているの
で、現在行っている尿失禁の治療が口
腔の例えばインプラントを入れた周り
の歯肉の周囲炎とか、そういったもの
に役立ちそうだということがわかって
きました。そこで、将来をみすえ神奈
川歯科大学ではアンチエイジングを取
り入れた大学運営をしているため、少
しでも多くの方を助けたいと教授にな
ったわけです。
　このアンチエイジングというのは、
尿失禁、現在はレーザーを使って治し

ていまして、人工のメッシュというも
ので治すのが今のところは保険適用で
一般的です。でも、世界的にそれを行
っていたら感染症を起こすことがわか
ってきまして、あたかも口腔のインプ
ラントを入れたとき感染症を起こすの
と非常に似通ったシステムなのです。
そこで、インプラントをした後、もし
くはやらなかったケースにレーザーを
当てて肉を分厚くしていくと、そこの
粘膜が強くなって活性化してくるので
す。活性化することで治るというのが
ポイントです。
　もともとこういうことを考えたのは、
僕はハーバード大学で勉強したのです
が、そのとき人間の体をいかに使うか、
活性化させるかということで、筋肉を
強くしたり、泌尿器系とか生殖器系を
強くすることで、どうやったら人間が
もっと長く強く使えるかを研究してい
たのを目の当たりにしたからなのです。
　齊藤　どういうことをやっていたの
ですか。
　奥井　例えば、とてもびっくりした

で、ある程度予測できるのですが、超
音波を使い、精索静脈瘤の血管の太さ
が３㎜以上であったり、立位でおなか
にぐっと力を入れたときに、ドプラー
とかで逆流を確認することができれば、
静脈瘤が有意なものであることが確認
できます。グレード３といって、立位
にならなくても明らかにごりごりのあ
る静脈瘤の人などは、手術の適応にな
るといわれています。
　大西　精巣のアンチエイジングサプ
リメントにも、いろいろなものが今出
てきていると思うのですが、何か有効
なものなど知られているのでしょうか。
　小堀　主に老化のストレスである酸
化ストレスを下げるようなサプリメン
トは、精子の運動率を上げる効果があ
ることが報告されています。具体的に
は、例えばコエンザイムQ10や亜鉛、
セレン、オメガ３脂肪酸、カルニチン
などはいろいろ報告されています。
　大西　先生のお話をうかがうと、こ
れから少子化は日本にとって非常にゆ
ゆしき問題だと思って聞いていたので
すが、今後、どのようにしたらいいか。
改善していくにはどのような方向に持

っていったらいいとお考えですか。
　小堀　結局、男性側の不妊症ででき
ることというのは、先ほど50％が特発
性、原因不明と申し上げたとおり、非
常に難しいのです。しかも、できるこ
とが非常に限られています。これは不
妊症だけではなくて、すべてのアンチ
エイジング、もしくはすべての健康に
かかわるものと一緒なのですが、一番
大事なのは日々の生活習慣だといわれ
ています。睡眠、食事、例えば魚やナ
ッツの消費量が多いほうが精子の濃度
が高かったとか、そういう報告もあり
ます。基本的には驚くようなデータと
いうか、当たり前のような報告が多い
のです。ですから、当たり前に健康的
な生活を行って、当たり前なアンチエ
イジングの生活を行っていく。それは
体にとってもいいし、精子にとっても
いいと考えられています。
　大西　いろいろな疾患でもそれは共
通なのですね。
　小堀　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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