
　齊藤　腹圧性は妊娠、出産と関係す
るのですか。
　関口　そうですね。もともと先天的
に骨盤底という恥骨から尾骨に張って
いるプレートがあるのですが、筋肉、
骨盤底筋と靱帯と筋膜でできていて、
膀胱や子宮、直腸を支えているプレー
トなのです。これが生まれつき弱いと
いう人たちは高校生ぐらいから漏れて
いて、出産するとほぼ100％、骨盤底
は傷つくといわれています。でも、産
んだ後、90％の人は１年以内に漏れな
くなるのです。ただ、40歳過ぎて筋肉
が減ってきて、50歳過ぎて閉経すると、
今度はコラーゲンが減ってくるのです。
そうすると、50代後半から本格的に漏
れてくることになります。
　齊藤　そういうライフステージで変
わってくるのですね。対策は基本的に
はどうするのでしょうか。
　関口　腹圧性尿失禁も過活動膀胱も、
最初は骨盤底筋トレーニングというベ
ースがあって、それが一番大切です。
具体的にいうと、肛門をぎゅっと締め
て緩める。これを２～３回やったら、
次は膣と尿道をぎゅっと締めて緩める
というのをやります。最終的に肛門を
きゅっと締めて、膣と尿道をぎゅっと
締めて、それをゆっくり息を吐きなが
らぐっと持ち上げていくのです。５秒
ぐらい維持して緩める。こういうこと
を４～５回ずつ、10回ずつでもいいの
ですが、１日30回ぐらい行うと、80％

ぐらいの腹圧性尿失禁は改善するとい
われています。
　齊藤　骨盤底筋トレーニングをする
と相当効果があるのですね。
　関口　そうですね。最近は生理が始
まったら、ほぼ全員の女性は行ったほ
うがいいとまでいわれています。
　齊藤　そうなのですか。でも、ちょ
っと難しいかもしれませんね。
　関口　そうなのです。子どもを産む
前はけっこう誰でもできたりするので
すが、今私は15秒ぐらいで言葉で言っ
たのですけれども、出産後、これを聞
いて「あ、できる」という人たちは50
％ぐらいで、残り50％ぐらいの人は「え
っ、どうやってやるのかわからない」
みたいになってしまうのです。ですか
ら、やってみてできないと思う人はプ
ロに教わったほうがよく、最近スポー
ツクラブなどにも専門家がいるのです。
ですから、スポーツクラブで勉強して
いただいてもいいですし、それでもわ
からなければ最終的にクリニックに来
ていただいて、看護師さんや理学療法
士さんなどのスペシャリストの方に教
えてもらうのがいいと思います。
　齊藤　そういったルートでいくので
すね。それから、エストロゲンが減る
ことに対する対策もありますか。
　関口　2014年、米国からGSMという
概念が日本に上陸してきまして、これ
は閉経関連尿路生殖器症候群というの
ですが、女性ホルモンが減ると外陰部

泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅳ）

女性医療クリニックLUNAグループ理事長
関　口　由　紀

（聞き手　齊藤郁夫）

尿失禁予防のアンチエイジング

　齊藤　尿失禁予防についてうかがい
ます。患者さんは多いのでしょうか。
　関口　尿失禁はだいたい２つあるの
ですが、腹圧性尿失禁というと、40歳
以上の女性の２人に１人とか、３人に
１人は経験しているといわれています。
もう一つ、過活動膀胱という病気があ
るのですが、こちらは男女合わせて
1,000万人ぐらいいるといわれています。
　齊藤　腹圧性尿失禁とはどういうも
のでしょうか。
　関口　これは最初は咳とかくしゃみ、
あと大笑いとかで漏れる。だんだんひ
どくなってくると、走ったときや坂道
を下ったときに漏れる。最終的に歩い
ているだけで漏れるというように、ど
んどんひどくなっていくのです。
　齊藤　頻度はどうですか。
　関口　40歳以上の女性の２人に１人
は１年に１～２回漏れているのですが、
そんなに生活的に困っていなければ様
子を見ていていいのです。けれども、
１週間に１回以上漏れるとか、漏れた
ら下着を替えなければいけないとか、

あと漏れると嫌で気分が落ち込んでし
まうとか、こういう３つの徴候があっ
たら病院に行ったほうがいいといわれ
ています。
　齊藤　走って漏れるということは、
運動したい人も困るのですね。
　関口　運動が趣味、昔から運動が好
きで、それが人生で一番楽しいことだ
という人たちは、漏れると本当に困っ
てしまうのです。こういう人たちは積
極的に治してほしいと思います。
　齊藤　もう一つの過活動膀胱はどう
いうことでしょうか。
　関口　これは急に行きたくなって我
慢ができなくなる尿意切迫感が起こる
のです。誰でもこういうことは起こる
のですが、これも１週間に一度以上起
こって困る。そういうものを過活動膀
胱というのです。だいたい１週間に１
回以上、急に行きたくなって我慢がで
きないというような人たちの中の60％
ぐらいは漏れている。90％以上の人は
おしっこが近いことにも困っているの
です。
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　齊藤　腹圧性は妊娠、出産と関係す
るのですか。
　関口　そうですね。もともと先天的
に骨盤底という恥骨から尾骨に張って
いるプレートがあるのですが、筋肉、
骨盤底筋と靱帯と筋膜でできていて、
膀胱や子宮、直腸を支えているプレー
トなのです。これが生まれつき弱いと
いう人たちは高校生ぐらいから漏れて
いて、出産するとほぼ100％、骨盤底
は傷つくといわれています。でも、産
んだ後、90％の人は１年以内に漏れな
くなるのです。ただ、40歳過ぎて筋肉
が減ってきて、50歳過ぎて閉経すると、
今度はコラーゲンが減ってくるのです。
そうすると、50代後半から本格的に漏
れてくることになります。
　齊藤　そういうライフステージで変
わってくるのですね。対策は基本的に
はどうするのでしょうか。
　関口　腹圧性尿失禁も過活動膀胱も、
最初は骨盤底筋トレーニングというベ
ースがあって、それが一番大切です。
具体的にいうと、肛門をぎゅっと締め
て緩める。これを２～３回やったら、
次は膣と尿道をぎゅっと締めて緩める
というのをやります。最終的に肛門を
きゅっと締めて、膣と尿道をぎゅっと
締めて、それをゆっくり息を吐きなが
らぐっと持ち上げていくのです。５秒
ぐらい維持して緩める。こういうこと
を４～５回ずつ、10回ずつでもいいの
ですが、１日30回ぐらい行うと、80％

ぐらいの腹圧性尿失禁は改善するとい
われています。
　齊藤　骨盤底筋トレーニングをする
と相当効果があるのですね。
　関口　そうですね。最近は生理が始
まったら、ほぼ全員の女性は行ったほ
うがいいとまでいわれています。
　齊藤　そうなのですか。でも、ちょ
っと難しいかもしれませんね。
　関口　そうなのです。子どもを産む
前はけっこう誰でもできたりするので
すが、今私は15秒ぐらいで言葉で言っ
たのですけれども、出産後、これを聞
いて「あ、できる」という人たちは50
％ぐらいで、残り50％ぐらいの人は「え
っ、どうやってやるのかわからない」
みたいになってしまうのです。ですか
ら、やってみてできないと思う人はプ
ロに教わったほうがよく、最近スポー
ツクラブなどにも専門家がいるのです。
ですから、スポーツクラブで勉強して
いただいてもいいですし、それでもわ
からなければ最終的にクリニックに来
ていただいて、看護師さんや理学療法
士さんなどのスペシャリストの方に教
えてもらうのがいいと思います。
　齊藤　そういったルートでいくので
すね。それから、エストロゲンが減る
ことに対する対策もありますか。
　関口　2014年、米国からGSMという
概念が日本に上陸してきまして、これ
は閉経関連尿路生殖器症候群というの
ですが、女性ホルモンが減ると外陰部

泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅳ）

女性医療クリニックLUNAグループ理事長
関　口　由　紀

（聞き手　齊藤郁夫）

尿失禁予防のアンチエイジング

　齊藤　尿失禁予防についてうかがい
ます。患者さんは多いのでしょうか。
　関口　尿失禁はだいたい２つあるの
ですが、腹圧性尿失禁というと、40歳
以上の女性の２人に１人とか、３人に
１人は経験しているといわれています。
もう一つ、過活動膀胱という病気があ
るのですが、こちらは男女合わせて
1,000万人ぐらいいるといわれています。
　齊藤　腹圧性尿失禁とはどういうも
のでしょうか。
　関口　これは最初は咳とかくしゃみ、
あと大笑いとかで漏れる。だんだんひ
どくなってくると、走ったときや坂道
を下ったときに漏れる。最終的に歩い
ているだけで漏れるというように、ど
んどんひどくなっていくのです。
　齊藤　頻度はどうですか。
　関口　40歳以上の女性の２人に１人
は１年に１～２回漏れているのですが、
そんなに生活的に困っていなければ様
子を見ていていいのです。けれども、
１週間に１回以上漏れるとか、漏れた
ら下着を替えなければいけないとか、

あと漏れると嫌で気分が落ち込んでし
まうとか、こういう３つの徴候があっ
たら病院に行ったほうがいいといわれ
ています。
　齊藤　走って漏れるということは、
運動したい人も困るのですね。
　関口　運動が趣味、昔から運動が好
きで、それが人生で一番楽しいことだ
という人たちは、漏れると本当に困っ
てしまうのです。こういう人たちは積
極的に治してほしいと思います。
　齊藤　もう一つの過活動膀胱はどう
いうことでしょうか。
　関口　これは急に行きたくなって我
慢ができなくなる尿意切迫感が起こる
のです。誰でもこういうことは起こる
のですが、これも１週間に一度以上起
こって困る。そういうものを過活動膀
胱というのです。だいたい１週間に１
回以上、急に行きたくなって我慢がで
きないというような人たちの中の60％
ぐらいは漏れている。90％以上の人は
おしっこが近いことにも困っているの
です。
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ます。
　齊藤　泌尿器科ですね。
　関口　そうですね。泌尿器科がいい
と思います。
　齊藤　新しい治療もできつつあるの
ですか。
　関口　過活動膀胱に関しては、背骨
に電極を入れる脊髄刺激療法とか、あ
とは膀胱に注射するという治療法も出
てきて、難治性といわれる過活動膀胱
もこれからはどんどんよくなってきま

す。
　齊藤　超高齢社会でこういう患者さ
んが増えているということで、相談を
受ける内科の医師は、今のことを踏ま
えて専門の泌尿器科の医師にお願いす
るということでしょうか。
　関口　そうですね。生活の質がかな
り下がっていますから、介入していた
だけると患者さんの人生の質が向上し
ます。
　齊藤　ありがとうございました。

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第64巻２月号をお届けいたします。
※〔続・新年の展望〕欄には、国立病院機構相模原病院臨床研究センターの
海老澤元宏先生に、令和２年の学会（総会）を中心にアレルギー領域にお
ける最近の動向を踏まえて展望していただきました。

※〔DOCTOR-SALON〕欄には、６篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「泌尿器領域の抗加齢医学の最前線」シリ
ーズの第４回として、４篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、喘息・糖尿病・動脈硬化の３篇を収録いたしま
した。

※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

【お詫びと訂正】
ドクターサロン１月号（通巻754号　第64巻　第１号）P.14、８行目掲載の
第94回日本感染症学会総会の開催日程の曜日に一部誤りがございました。
正しくは、2020年４月16日（木）～18日（土）となります。
ここにお詫びし、訂正させていただきます。

後記にかえて

の粘膜や皮下組織が萎縮して、それに
よって尿漏れや頻尿、あとさらに陰部
がかゆくなったりとか、そういうこと
が起こるということがいわれるように
なってきました。第一は保湿ケアが重
要ととらえていて、お風呂から出たら
保湿剤みたいなものを、全身だけでは
なくて外陰部にも塗る。そういう習慣
をつけたほうがいいといわれるように
なってきました。
　齊藤　それでかなり改善していくの
ですか。
　関口　だいぶいいです。トレーニン
グと保湿ケアが２大アンチエイジング、
エイジングケアということになります。
　齊藤　それから、尿意切迫している
人、これは男性にもいて、膀胱に尿が
たまってきて、その感覚が過敏なので
すか。
　関口　そうですね。漏らしたくない
ので、どんどん早くトイレに行くよう
になると、ますます尿意が亢進してき
てしまうので、ちょっと我慢する。そ
のときに骨盤底筋トレーニングで肛門
をきゅっと締めると我慢しやすくなる
ことはわかっているのですが、急に行
きたくなっても、そこでトイレに走っ
て行かずに、５分ぐらいちょっと我慢
する、こういう治療が有効とされてい
るのです。これは膀胱訓練といって立
派な治療といわれています。
　齊藤　そういうトレーニングが切迫
性にはある。

　関口　そうですね。ぜひやってほし
いですね。
　齊藤　切迫性の方は尿が少したまっ
ただけで反応してしまいやすい。そう
でない方はもっとたまるまで待てると
いうことですね。
　関口　そうです。１日８回以上トイ
レに行くという人たちは、ちょっと我
慢してみるのが重要ということです。
　齊藤　それで７～８割の方は何とか
なるのですか。
　関口　そうですね。病院に来る前の
ヘルスケアですね。それで７～８割の
人は生活に困らなくなるといわれてい
ます。残りの２割はクリニックに来て
もらって治すことになります。
　齊藤　クリニックでの対策はどうで
しょうか。
　関口　腹圧性尿失禁に関しては、薬
もあるのですが、もう一回きちんとプ
ロに骨盤底筋トレーニングを教わる。
それでもあまりひどければ、手術がと
てもよく効くので、日帰りや２泊３日、
１週間などありますが、いろいろな手
術法があるので、思い切って手術を受
けるのもいいと思います。
　過活動膀胱は、実はいい薬がたくさ
んありまして、いろいろな種類がある
のです。薬をのむと80％の人は症状が
緩和するといわれています。どこのク
リニックでも出してもらえるような、
比較的出しやすい薬ですから、クリニ
ックに行って相談するのがいいと思い
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ます。
　齊藤　泌尿器科ですね。
　関口　そうですね。泌尿器科がいい
と思います。
　齊藤　新しい治療もできつつあるの
ですか。
　関口　過活動膀胱に関しては、背骨
に電極を入れる脊髄刺激療法とか、あ
とは膀胱に注射するという治療法も出
てきて、難治性といわれる過活動膀胱
もこれからはどんどんよくなってきま

す。
　齊藤　超高齢社会でこういう患者さ
んが増えているということで、相談を
受ける内科の医師は、今のことを踏ま
えて専門の泌尿器科の医師にお願いす
るということでしょうか。
　関口　そうですね。生活の質がかな
り下がっていますから、介入していた
だけると患者さんの人生の質が向上し
ます。
　齊藤　ありがとうございました。

の粘膜や皮下組織が萎縮して、それに
よって尿漏れや頻尿、あとさらに陰部
がかゆくなったりとか、そういうこと
が起こるということがいわれるように
なってきました。第一は保湿ケアが重
要ととらえていて、お風呂から出たら
保湿剤みたいなものを、全身だけでは
なくて外陰部にも塗る。そういう習慣
をつけたほうがいいといわれるように
なってきました。
　齊藤　それでかなり改善していくの
ですか。
　関口　だいぶいいです。トレーニン
グと保湿ケアが２大アンチエイジング、
エイジングケアということになります。
　齊藤　それから、尿意切迫している
人、これは男性にもいて、膀胱に尿が
たまってきて、その感覚が過敏なので
すか。
　関口　そうですね。漏らしたくない
ので、どんどん早くトイレに行くよう
になると、ますます尿意が亢進してき
てしまうので、ちょっと我慢する。そ
のときに骨盤底筋トレーニングで肛門
をきゅっと締めると我慢しやすくなる
ことはわかっているのですが、急に行
きたくなっても、そこでトイレに走っ
て行かずに、５分ぐらいちょっと我慢
する、こういう治療が有効とされてい
るのです。これは膀胱訓練といって立
派な治療といわれています。
　齊藤　そういうトレーニングが切迫
性にはある。

　関口　そうですね。ぜひやってほし
いですね。
　齊藤　切迫性の方は尿が少したまっ
ただけで反応してしまいやすい。そう
でない方はもっとたまるまで待てると
いうことですね。
　関口　そうです。１日８回以上トイ
レに行くという人たちは、ちょっと我
慢してみるのが重要ということです。
　齊藤　それで７～８割の方は何とか
なるのですか。
　関口　そうですね。病院に来る前の
ヘルスケアですね。それで７～８割の
人は生活に困らなくなるといわれてい
ます。残りの２割はクリニックに来て
もらって治すことになります。
　齊藤　クリニックでの対策はどうで
しょうか。
　関口　腹圧性尿失禁に関しては、薬
もあるのですが、もう一回きちんとプ
ロに骨盤底筋トレーニングを教わる。
それでもあまりひどければ、手術がと
てもよく効くので、日帰りや２泊３日、
１週間などありますが、いろいろな手
術法があるので、思い切って手術を受
けるのもいいと思います。
　過活動膀胱は、実はいい薬がたくさ
んありまして、いろいろな種類がある
のです。薬をのむと80％の人は症状が
緩和するといわれています。どこのク
リニックでも出してもらえるような、
比較的出しやすい薬ですから、クリニ
ックに行って相談するのがいいと思い
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