
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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ップさせて、これ以上つくらないよう
にするとか、脳の中から出てくる指令
と逆のものを注射して止めてしまうと
いうことをするのですが、それでもわ
ずかに出るのです。このわずかに出た
テストステロン、これをアンチエイジ
ングとして体で使うか、がんに取らせ
てしまうか、これが今回の話です。
　齊藤　そうしますと、がんに対して
はテストステロンは与えたくないとい
うことですね。
　奥井　がんに供給するのはよくない。
しかし、人間が強く生きていくのには
絶対的に必要です。
　齊藤　そこにジレンマがあるのです
ね。
　奥井　そうです。それを調べるには、
まずテストステロンというのはいった
い運動とどんなかかわりがあるのかを
調べないとわからないです。そこで最
初に、たくさんのランナーを集めたの
です。ランナーたちの中には、走り過
ぎて、かえってどんどん体力が落ちて
続けられなくなって、マラソンをせっ
かく始めたのにやめてしまうとか、そ
れから精神的にうつになる人まで出て
くることがわかりました。
　齊藤　走り過ぎですね。
　奥井　そうです。これを僕は運動ス
トレス性低テストステロン症という名
前で学会で報告しているのですが、過
剰な運動をした人のほうがテストステ
ロンがどんどん下がり過ぎて、EDの

ような症状が出たり、生活の意欲がな
くなったり。けれども、この人たちは
走っていますので、医師は「あれっ、
こんなに意欲のある人なのに」と、乖
離に驚くのです。だから、気づかずに
いるのです。
　そうしている中に、異常なぐらいテ
ストステロンが低くなった人はマラソ
ン大会で倒れて心臓が止まってしまう
といった事故が起こるケースがありま
す。これは危険だと思って多くのラン
ナーを集めて距離を調べると、だいた
い男性更年期といわれる50歳前後の人
たちでは月間120㎞ぐらい走るのだっ
たら非常にテストステロンが高いです。
けれども、月間200㎞を超えたあたり
から、300㎞、400㎞走ると、とても低
くなってしまいます。この低さは男性
更年期の基準よりも低いです。
　齊藤　そうすると、ほどよい距離が
あるということですか。
　奥井　そうです。
　齊藤　走るのが少な過ぎてもよくな
い。
　奥井　そうです。それがおそらく50
歳前後では100～120㎞前後ではないか
ということが幾つか試験をしてみて、
テストステロンには総テストステロン
というものと遊離テストステロンとい
うものがありますが、どちらで調べて
もこの距離あたりです。また、日本臨
床スポーツ医学会によれば、50歳以上
の方が月間200㎞以上走ると、けがを

のが、前立腺がんの患者さんたちの運
動の量を事細かに調べたのです。つま
り、たくさん走っているとか歩いてい
るとか、週３回以上テニスをしている
とか、そういったものが転移に影響す
るかどうか。今ではハーバード大学の
おかげで常識化してきたのですが、当
時はそんなのは全くがんに関係ないと
いわれたのです。でも、そうではない
のです。生殖器や泌尿器のアンチエイ
ジングをすることによって、がんすら
も抑えることができるのです。
　齊藤　運動をすることで、というこ
とですね。
　奥井　はい。それは、何かのメカニ
ズムがあるけれども、なかなかそこの
メカニズムにはたどり着けない。でも
やはりそうらしいというのをハーバー
ド大学が研究しているのを見て、日本
に帰ってきてすぐに始めたところ、10
年かかって結論は出ましたが、運動を
している方のほうが圧倒的に転移が少
ないのです。がんになるのは、DNA
のことですから、ルーレットみたいな
ものなので、なってしまう人もいれば、
ならない人もいる。しかしながら、な
った後でそれが育ってしまって、命に
影響のあるような強いがんになるか、
それともおとなしいがんでずっと眠っ
ていくかは、その人の努力、つまりア
ンチエイジングすることで変わるので
す。
　齊藤　運動で前立腺がんを予防でき

るかはまだわかっていないのですか。
　奥井　そこまではわかっていないで
すね。したほうがいいとはされていま
す。しかしながら、明らかにがんにな
った人たちのその後の人生を考えると、
運動をその時点から始めても間に合う
のです。
　齊藤　がんになると、通常は手術と
か放射線治療などがあって、それがで
きない人たちでしょうか。
　奥井　いや、全部です。手術で摘出
しても、前立腺がんは骨盤の奧のほう
なので、わずかにがん細胞が残ってし
まうこともある。それが大きくなって
いくのです。その大きくなっていくの
にテストステロンというものが関係し
ているらしいのです。テストステロン
は生殖器のアンチエイジングに使う最
も重要な男性ホルモンなのですが、こ
れをがんが吸い取ってしまうのです。
アンチエイジングに使えばいいのだけ
れども、がんのほうがどんどん吸い取
って大きくなっていく。かすかに残っ
たものですらだんだん強くなって、そ
のわずかな量を吸い取っているうちに
非常に強い悪性度の高いがんになって
しまうのです。
　齊藤　テストステロンを通常は抑え
たいのですね。
　奥井　通常は抑えたいので、手術が
終わった後で注射をすることによって
テストステロンをつくらないような体
にしていきます。脳からの指令をスト
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ップさせて、これ以上つくらないよう
にするとか、脳の中から出てくる指令
と逆のものを注射して止めてしまうと
いうことをするのですが、それでもわ
ずかに出るのです。このわずかに出た
テストステロン、これをアンチエイジ
ングとして体で使うか、がんに取らせ
てしまうか、これが今回の話です。
　齊藤　そうしますと、がんに対して
はテストステロンは与えたくないとい
うことですね。
　奥井　がんに供給するのはよくない。
しかし、人間が強く生きていくのには
絶対的に必要です。
　齊藤　そこにジレンマがあるのです
ね。
　奥井　そうです。それを調べるには、
まずテストステロンというのはいった
い運動とどんなかかわりがあるのかを
調べないとわからないです。そこで最
初に、たくさんのランナーを集めたの
です。ランナーたちの中には、走り過
ぎて、かえってどんどん体力が落ちて
続けられなくなって、マラソンをせっ
かく始めたのにやめてしまうとか、そ
れから精神的にうつになる人まで出て
くることがわかりました。
　齊藤　走り過ぎですね。
　奥井　そうです。これを僕は運動ス
トレス性低テストステロン症という名
前で学会で報告しているのですが、過
剰な運動をした人のほうがテストステ
ロンがどんどん下がり過ぎて、EDの

ような症状が出たり、生活の意欲がな
くなったり。けれども、この人たちは
走っていますので、医師は「あれっ、
こんなに意欲のある人なのに」と、乖
離に驚くのです。だから、気づかずに
いるのです。
　そうしている中に、異常なぐらいテ
ストステロンが低くなった人はマラソ
ン大会で倒れて心臓が止まってしまう
といった事故が起こるケースがありま
す。これは危険だと思って多くのラン
ナーを集めて距離を調べると、だいた
い男性更年期といわれる50歳前後の人
たちでは月間120㎞ぐらい走るのだっ
たら非常にテストステロンが高いです。
けれども、月間200㎞を超えたあたり
から、300㎞、400㎞走ると、とても低
くなってしまいます。この低さは男性
更年期の基準よりも低いです。
　齊藤　そうすると、ほどよい距離が
あるということですか。
　奥井　そうです。
　齊藤　走るのが少な過ぎてもよくな
い。
　奥井　そうです。それがおそらく50
歳前後では100～120㎞前後ではないか
ということが幾つか試験をしてみて、
テストステロンには総テストステロン
というものと遊離テストステロンとい
うものがありますが、どちらで調べて
もこの距離あたりです。また、日本臨
床スポーツ医学会によれば、50歳以上
の方が月間200㎞以上走ると、けがを

のが、前立腺がんの患者さんたちの運
動の量を事細かに調べたのです。つま
り、たくさん走っているとか歩いてい
るとか、週３回以上テニスをしている
とか、そういったものが転移に影響す
るかどうか。今ではハーバード大学の
おかげで常識化してきたのですが、当
時はそんなのは全くがんに関係ないと
いわれたのです。でも、そうではない
のです。生殖器や泌尿器のアンチエイ
ジングをすることによって、がんすら
も抑えることができるのです。
　齊藤　運動をすることで、というこ
とですね。
　奥井　はい。それは、何かのメカニ
ズムがあるけれども、なかなかそこの
メカニズムにはたどり着けない。でも
やはりそうらしいというのをハーバー
ド大学が研究しているのを見て、日本
に帰ってきてすぐに始めたところ、10
年かかって結論は出ましたが、運動を
している方のほうが圧倒的に転移が少
ないのです。がんになるのは、DNA
のことですから、ルーレットみたいな
ものなので、なってしまう人もいれば、
ならない人もいる。しかしながら、な
った後でそれが育ってしまって、命に
影響のあるような強いがんになるか、
それともおとなしいがんでずっと眠っ
ていくかは、その人の努力、つまりア
ンチエイジングすることで変わるので
す。
　齊藤　運動で前立腺がんを予防でき

るかはまだわかっていないのですか。
　奥井　そこまではわかっていないで
すね。したほうがいいとはされていま
す。しかしながら、明らかにがんにな
った人たちのその後の人生を考えると、
運動をその時点から始めても間に合う
のです。
　齊藤　がんになると、通常は手術と
か放射線治療などがあって、それがで
きない人たちでしょうか。
　奥井　いや、全部です。手術で摘出
しても、前立腺がんは骨盤の奧のほう
なので、わずかにがん細胞が残ってし
まうこともある。それが大きくなって
いくのです。その大きくなっていくの
にテストステロンというものが関係し
ているらしいのです。テストステロン
は生殖器のアンチエイジングに使う最
も重要な男性ホルモンなのですが、こ
れをがんが吸い取ってしまうのです。
アンチエイジングに使えばいいのだけ
れども、がんのほうがどんどん吸い取
って大きくなっていく。かすかに残っ
たものですらだんだん強くなって、そ
のわずかな量を吸い取っているうちに
非常に強い悪性度の高いがんになって
しまうのです。
　齊藤　テストステロンを通常は抑え
たいのですね。
　奥井　通常は抑えたいので、手術が
終わった後で注射をすることによって
テストステロンをつくらないような体
にしていきます。脳からの指令をスト

ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020） （127）  4746 （126） ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020）

2002本文.indd   47 2020/01/10   15:45



　奥井　運動量は、高齢の方に指導す
ると、できないと思うかもしれません
が、そうではないです。
　齊藤　高齢の方でも適度な運動を勧

めることによって前立腺がんに対する
よい影響があるということですね。
　奥井　そうです。
　齊藤　ありがとうございました。
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黒先・白死
黒１が攻めの急所。
白２に３から５が
次の急所で解決です。

しやすいこともわかっています。
　齊藤　ある程度年齢が高い男性で、
オリンピックに出るような人たちはそ
うは言えないのですか。
　奥井　あのあたりはデータを取って
いないので、個別に何人か見ての推論
からですが、オリンピックに出る選手
の場合は月間800㎞を超えるランニン
グをすると、けがをする人が出てきま
す。むしろ800㎞前後に抑えるように
して運動を続けた選手の中には、非常
に長い間、オリンピックに出続けるこ
とができる選手が出てきます。このあ
たりは、東京オリンピックが近いので、
いろいろな体育大学の先生と協議中で、
データを出しているところです。
　齊藤　テストステロン量がほどよい
レベルの運動を続けることによって高
くなる。
　奥井　そうです。
　齊藤　それが体にはある意味、クオ
リティにはよいということですね。
　奥井　そうです。
　齊藤　前立腺がんにはそれは少し問
題がありそうだということになります
か。
　奥井　いえいえ、そうではないです。
なぜ120㎞前後がいいのだろうと、今
度逆に運動を全然しない人たちで、う
つっぽい症状になった人たちを測ると、
たくさん走って低くなった人ほどでは
ないけれども、そこそこ低いのです。
この人たちを我々は男性更年期、LOH

症候群と呼んでいます。この人たちと
たくさん走り過ぎの人たち、どちらも
低いわけです。真ん中の100～120㎞が
すごく高い。これはちょっと不思議だ
と思ったのです。
　ホルモンといったら、脳から分泌さ
れて、脳から前立腺や膵臓、肝臓など、
いろいろなところが各自のホルモンを
出すように指令が来るのですが、その
指令だけでは、今月は120㎞走ったか
らこれだけ、今月は250㎞走ったから
これだけ、今月は60㎞しか走らないか
らこれだけ、なんてことは無理です。
そうすると、あり得る話としては太も
もだと思っています。太ももをどれだ
け使っていくか。つまり、今までホル
モン学では全く考えていなかった脳か
らの分泌に対して、太ももなど消費す
る器官の消費のバロメーターというも
のがあるのではないかと思いました。
　齊藤　ほどよい運動をしていると前
立腺がんの予後がよいということです
ね。
　奥井　そうです。つまり、仮説では
ありますが、太ももが、どんどんテス
トステロンを消費してくれるのです。
そうすれば、前立腺がんにテストステ
ロンは行きませんから進行しなくなり
ます。
　これはうちの患者さんのサンプルで
80代の方と90代の方のウォーキング量
ですが、どうですか。
　齊藤　すごい差が出ますね。
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　奥井　運動量は、高齢の方に指導す
ると、できないと思うかもしれません
が、そうではないです。
　齊藤　高齢の方でも適度な運動を勧

めることによって前立腺がんに対する
よい影響があるということですね。
　奥井　そうです。
　齊藤　ありがとうございました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

しやすいこともわかっています。
　齊藤　ある程度年齢が高い男性で、
オリンピックに出るような人たちはそ
うは言えないのですか。
　奥井　あのあたりはデータを取って
いないので、個別に何人か見ての推論
からですが、オリンピックに出る選手
の場合は月間800㎞を超えるランニン
グをすると、けがをする人が出てきま
す。むしろ800㎞前後に抑えるように
して運動を続けた選手の中には、非常
に長い間、オリンピックに出続けるこ
とができる選手が出てきます。このあ
たりは、東京オリンピックが近いので、
いろいろな体育大学の先生と協議中で、
データを出しているところです。
　齊藤　テストステロン量がほどよい
レベルの運動を続けることによって高
くなる。
　奥井　そうです。
　齊藤　それが体にはある意味、クオ
リティにはよいということですね。
　奥井　そうです。
　齊藤　前立腺がんにはそれは少し問
題がありそうだということになります
か。
　奥井　いえいえ、そうではないです。
なぜ120㎞前後がいいのだろうと、今
度逆に運動を全然しない人たちで、う
つっぽい症状になった人たちを測ると、
たくさん走って低くなった人ほどでは
ないけれども、そこそこ低いのです。
この人たちを我々は男性更年期、LOH

症候群と呼んでいます。この人たちと
たくさん走り過ぎの人たち、どちらも
低いわけです。真ん中の100～120㎞が
すごく高い。これはちょっと不思議だ
と思ったのです。
　ホルモンといったら、脳から分泌さ
れて、脳から前立腺や膵臓、肝臓など、
いろいろなところが各自のホルモンを
出すように指令が来るのですが、その
指令だけでは、今月は120㎞走ったか
らこれだけ、今月は250㎞走ったから
これだけ、今月は60㎞しか走らないか
らこれだけ、なんてことは無理です。
そうすると、あり得る話としては太も
もだと思っています。太ももをどれだ
け使っていくか。つまり、今までホル
モン学では全く考えていなかった脳か
らの分泌に対して、太ももなど消費す
る器官の消費のバロメーターというも
のがあるのではないかと思いました。
　齊藤　ほどよい運動をしていると前
立腺がんの予後がよいということです
ね。
　奥井　そうです。つまり、仮説では
ありますが、太ももが、どんどんテス
トステロンを消費してくれるのです。
そうすれば、前立腺がんにテストステ
ロンは行きませんから進行しなくなり
ます。
　これはうちの患者さんのサンプルで
80代の方と90代の方のウォーキング量
ですが、どうですか。
　齊藤　すごい差が出ますね。

ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020） （129）  4948 （128） ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020）

2002本文.indd   49 2020/01/10   15:45


	02-0022-02
	02-0023-01
	02-0023-02
	02-0024-01
	02-0024-02



