
れることになります。しかし、今回の
ガイドラインでは、この「炎症」とい
う部分が除かれた。そういったちょっ
とした定義の見直しが行われています。
　池脇　それは、たばこ以外にもCOPD
になる背景が何かあることをいってい
るのですか。
　権　そういうことです。何十年に及
ぶ疫学調査がいろいろと発表されてき
て、その過程で、COPDになっていく
背景に、たばこによる気管支の閉塞の
みならず、肺の成長、発達が悪いこと
がその背景にあることもわかってきま
した。
　池脇　肺の成長というと、これはむ
しろ若いときの話でしょうか。
　権　そういうことです。人間の肺機
能というのは20歳ぐらいをピークにし
て、その後、年齢とともに低下してい
くのですが、その発達が十分ではない
人たちがやがてCOPDになっていく可
能性が非常に高い。その割合も、我々
が考えていた以上に多いということが
最近わかってきて、肺の発達障害、そ
の辺の部分がかなり注目されています。
　池脇　いろいろな要因があるのでし
ょうが、どういう方が将来、肺気腫を
起こす、いわゆる肺の発達障害をきた
しやすいのでしょう。
　権　これは疫学調査から浮かび上が
っていることなのですが、例えば両親
の喫煙とか、特に胎児、お母さんのお
なかの中にいたときにお母さんが喫煙

をしているとか、本人が子どものとき
に喘息であったとか、繰り返される気
道感染を起こしているとか、そういっ
た幾つかの要因が肺の発達を妨げて、
結果、最終的にCOPDになっていくグ
ループが存在することがわかってきま
した。つまり幼少期とか、さらには生
まれる前の環境要因がかなり発症に関
係していると考えられるようになって
きたのです。
　池脇　より広い概念としてCOPDを
とらえたという理解でよいのでしょう
か。
　権　そうですね。
　池脇　ガイドラインだと当然治療に
も力点を置いていると思うのですが、
今度のガイドラインはこれまでと違う
ところがあるのでしょうか。
　権　特に薬物療法です。COPDの薬
物療法の基本は気管支拡張療法です。
長時間作用型のβ2刺激薬や、長時間作
用型の抗コリン薬を使った気管支拡張
療法が一つの柱です。もう一つの柱が
吸入ステロイドを使った抗炎症療法で、
実際３種類の薬剤ですが、この２つを
組み合わせて治療するのがCOPDの基
本だったのですが、吸入ステロイドを
どういう患者さんに使うかが最近非常
に議論になっています。今回のガイド
ラインの改訂では、吸入ステロイドは
COPDの患者さんに対しては喘息病態
合併例に使うことが非常に明確に示さ
れています。

日本大学医学部呼吸器内科学分野主任教授
権　　寧　博

（聞き手　池脇克則）

　COPDの最近の知見についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

COPDの最近の知見

　池脇　2018年、COPDのガイドライ
ンが改訂されたということで、そうい
ったものを中心に、解説していただこ
うと思います。COPDは日本人の死因
の10位ということで、上位にある病気
にもかかわらず、あまり認知されてい
ない気がするのですが。
　権　調査によりますと、認知率は数
年前までは30％前後だったのですが、
残念なことに少しずつ下がって、現在、
25％前後と、国民の死因の第10位とい
う重要な疾患なのに、認知率が低いと
いう現状があります。
　池脇　COPDは労作時の呼吸苦が出
てきても、年齢のせいかなと自身で片
付けてしまって、なかなか医療機関に
足が向かないのが、認知度が低い原因
の一つなのでしょうか。
　権　それが大きな原因だと思います。
慢性に進行する病気ですので、かなり

末期になって気づくというところが認
知率が低い一つの原因ではないでしょ
うか。
　池脇　慢性進行性の病気はできるだ
け早く見つけて、早く介入して肺の増
悪をストップさせるのが治療の基本な
のでしょうか。
　権　そういうところが非常に重要に
なってくると思います。
　池脇　重症になってからは難しいの
で、今度のガイドラインはCOPDの定
義から見直したと聞いています。これ
はどういうことなのでしょう。
　権　COPDというと、皆さんご存じ
のように、たばこ病、たばこによって
肺に炎症が起き、その結果、肺が破壊
されて気管支が狭くなっていく。そう
考えられていたので、定義上もこれは
炎症性の肺疾患である。つまり、たば
こなどの有害物質によって引き起こさ
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れることになります。しかし、今回の
ガイドラインでは、この「炎症」とい
う部分が除かれた。そういったちょっ
とした定義の見直しが行われています。
　池脇　それは、たばこ以外にもCOPD
になる背景が何かあることをいってい
るのですか。
　権　そういうことです。何十年に及
ぶ疫学調査がいろいろと発表されてき
て、その過程で、COPDになっていく
背景に、たばこによる気管支の閉塞の
みならず、肺の成長、発達が悪いこと
がその背景にあることもわかってきま
した。
　池脇　肺の成長というと、これはむ
しろ若いときの話でしょうか。
　権　そういうことです。人間の肺機
能というのは20歳ぐらいをピークにし
て、その後、年齢とともに低下してい
くのですが、その発達が十分ではない
人たちがやがてCOPDになっていく可
能性が非常に高い。その割合も、我々
が考えていた以上に多いということが
最近わかってきて、肺の発達障害、そ
の辺の部分がかなり注目されています。
　池脇　いろいろな要因があるのでし
ょうが、どういう方が将来、肺気腫を
起こす、いわゆる肺の発達障害をきた
しやすいのでしょう。
　権　これは疫学調査から浮かび上が
っていることなのですが、例えば両親
の喫煙とか、特に胎児、お母さんのお
なかの中にいたときにお母さんが喫煙

をしているとか、本人が子どものとき
に喘息であったとか、繰り返される気
道感染を起こしているとか、そういっ
た幾つかの要因が肺の発達を妨げて、
結果、最終的にCOPDになっていくグ
ループが存在することがわかってきま
した。つまり幼少期とか、さらには生
まれる前の環境要因がかなり発症に関
係していると考えられるようになって
きたのです。
　池脇　より広い概念としてCOPDを
とらえたという理解でよいのでしょう
か。
　権　そうですね。
　池脇　ガイドラインだと当然治療に
も力点を置いていると思うのですが、
今度のガイドラインはこれまでと違う
ところがあるのでしょうか。
　権　特に薬物療法です。COPDの薬
物療法の基本は気管支拡張療法です。
長時間作用型のβ2刺激薬や、長時間作
用型の抗コリン薬を使った気管支拡張
療法が一つの柱です。もう一つの柱が
吸入ステロイドを使った抗炎症療法で、
実際３種類の薬剤ですが、この２つを
組み合わせて治療するのがCOPDの基
本だったのですが、吸入ステロイドを
どういう患者さんに使うかが最近非常
に議論になっています。今回のガイド
ラインの改訂では、吸入ステロイドは
COPDの患者さんに対しては喘息病態
合併例に使うことが非常に明確に示さ
れています。

日本大学医学部呼吸器内科学分野主任教授
権　　寧　博

（聞き手　池脇克則）

　COPDの最近の知見についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

COPDの最近の知見

　池脇　2018年、COPDのガイドライ
ンが改訂されたということで、そうい
ったものを中心に、解説していただこ
うと思います。COPDは日本人の死因
の10位ということで、上位にある病気
にもかかわらず、あまり認知されてい
ない気がするのですが。
　権　調査によりますと、認知率は数
年前までは30％前後だったのですが、
残念なことに少しずつ下がって、現在、
25％前後と、国民の死因の第10位とい
う重要な疾患なのに、認知率が低いと
いう現状があります。
　池脇　COPDは労作時の呼吸苦が出
てきても、年齢のせいかなと自身で片
付けてしまって、なかなか医療機関に
足が向かないのが、認知度が低い原因
の一つなのでしょうか。
　権　それが大きな原因だと思います。
慢性に進行する病気ですので、かなり

末期になって気づくというところが認
知率が低い一つの原因ではないでしょ
うか。
　池脇　慢性進行性の病気はできるだ
け早く見つけて、早く介入して肺の増
悪をストップさせるのが治療の基本な
のでしょうか。
　権　そういうところが非常に重要に
なってくると思います。
　池脇　重症になってからは難しいの
で、今度のガイドラインはCOPDの定
義から見直したと聞いています。これ
はどういうことなのでしょう。
　権　COPDというと、皆さんご存じ
のように、たばこ病、たばこによって
肺に炎症が起き、その結果、肺が破壊
されて気管支が狭くなっていく。そう
考えられていたので、定義上もこれは
炎症性の肺疾患である。つまり、たば
こなどの有害物質によって引き起こさ
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はまだですか。
　権　好酸球性の炎症は吸入ステロイ
ドを使うという先ほどの話ですが、好
中球性の炎症は吸入ステロイドがなか
なか効かないです。なので、PDE-４
などの薬剤が海外では使われているの
ですが、まだ日本では承認されていな
いので、我々も使うことができないの
です。
　池脇　先ほど吸入ステロイドは喘息
を背景に持つCOPDの患者さんに使う
とのことでしたが、見るからに喘息を

合併しているという症例で、なかなか
そのあたりがはっきりしない。どうや
って見分けていくのでしょうか。
　権　そういう現場の混乱をきたす可
能性があって、日本呼吸器学会では
2017年、喘息とCOPDの合併（ACO）
に関する手引きというものを発行して、
その中で診断基準も設けて、こういう
患者さんには吸入ステロイドを必ず使
うということを指針で示しています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　喘息では吸入ステロイドは中
核的な薬ですから、喘息の背景を持つ
方に吸入ステロイドは当然だと思うの
ですが、逆にいうと、COPD単独の病
態には従来は吸入ステロイドが使われ
ていたのが、今はむしろ否定的な意見
が多いということなのでしょうか。
　権　はい。一つには吸入ステロイド
が必要な患者さんもいるし、そうでな
いCOPDの患者さんもいる。これらを
明確に区別して使用する。吸入ステロ
イドというのは、肺気腫があったり、
肺機能が悪い人に使用すると、肺炎の
リスクもあります。この点のリスク・
ベネフィットを考えながら、より有効
な患者さんたちに吸入ステロイドを使
っていく。では、どういう人に使うか。
喘息病態、アレルギー性の炎症が気道
にあるような患者さんに吸入ステロイ
ドを使うということを、明確に示した
と思います。
　池脇　一方で、気管支拡張薬は抗コ
リンとβ2刺激、基本的にはどちらかを
単剤で吸入を始めるのでしょうか。
　権　単剤からスタートするのが基本
的な使い方だと思いますが、息切れが
強いとか、呼吸機能が悪いとか、もち
ろん状況によっては合剤を使っていく
方法もあると思います。
　池脇　確かに抗コリン薬は緑内障と
か前立腺肥大ではなかなか使いにくい
ですし、そういうときにβ2刺激薬があ
れば補完的に使えますね。

　権　そういうことです。
　池脇　最近はいろいろな抗コリン薬
とβ2刺激薬の配合剤が出て、ちょっと
混乱するのですが、基本的にはどれで
も同じような効果が期待できると考え
ていいのでしょうか。
　権　直接比較はなかなかできません。
試験としてエビデンスがないですし、
どれもだいたい同じような効果が得ら
れていますので、それほど迷わず使っ
ていただいていいかと思います。
　池脇　そういったベースの治療をし
ておいて、例えばきょうはちょっとど
こかに出かける、そこで労作時の息切
れが出てきそうだから、短期的な抗コ
リン薬とかβ2刺激薬を使うなど、今で
もそういう治療はされているのでしょ
うか。
　権　はい。ガイドラインでも短時間
作用型の気管支拡張薬は適宜症状に応
じて使用するという推奨です。
　池脇　今のところ、すでに薬物治療
に関しては、抗コリン薬、β2刺激薬、
これが柱で、あと吸入ステロイドの使
い方をもう一回確認したということで
した。新しい知見ということで、新薬
の状況はどうなのでしょうか。
　権　新薬は、３種類の配合薬がこれ
から出てきますので、今後、どうやっ
て患者さんに使っていくかが議論にな
っていくと思います。
　池脇　抗炎症の薬が海外では一部使
われていると聞いたのですが、日本で
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はまだですか。
　権　好酸球性の炎症は吸入ステロイ
ドを使うという先ほどの話ですが、好
中球性の炎症は吸入ステロイドがなか
なか効かないです。なので、PDE-４
などの薬剤が海外では使われているの
ですが、まだ日本では承認されていな
いので、我々も使うことができないの
です。
　池脇　先ほど吸入ステロイドは喘息
を背景に持つCOPDの患者さんに使う
とのことでしたが、見るからに喘息を

合併しているという症例で、なかなか
そのあたりがはっきりしない。どうや
って見分けていくのでしょうか。
　権　そういう現場の混乱をきたす可
能性があって、日本呼吸器学会では
2017年、喘息とCOPDの合併（ACO）
に関する手引きというものを発行して、
その中で診断基準も設けて、こういう
患者さんには吸入ステロイドを必ず使
うということを指針で示しています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　喘息では吸入ステロイドは中
核的な薬ですから、喘息の背景を持つ
方に吸入ステロイドは当然だと思うの
ですが、逆にいうと、COPD単独の病
態には従来は吸入ステロイドが使われ
ていたのが、今はむしろ否定的な意見
が多いということなのでしょうか。
　権　はい。一つには吸入ステロイド
が必要な患者さんもいるし、そうでな
いCOPDの患者さんもいる。これらを
明確に区別して使用する。吸入ステロ
イドというのは、肺気腫があったり、
肺機能が悪い人に使用すると、肺炎の
リスクもあります。この点のリスク・
ベネフィットを考えながら、より有効
な患者さんたちに吸入ステロイドを使
っていく。では、どういう人に使うか。
喘息病態、アレルギー性の炎症が気道
にあるような患者さんに吸入ステロイ
ドを使うということを、明確に示した
と思います。
　池脇　一方で、気管支拡張薬は抗コ
リンとβ2刺激、基本的にはどちらかを
単剤で吸入を始めるのでしょうか。
　権　単剤からスタートするのが基本
的な使い方だと思いますが、息切れが
強いとか、呼吸機能が悪いとか、もち
ろん状況によっては合剤を使っていく
方法もあると思います。
　池脇　確かに抗コリン薬は緑内障と
か前立腺肥大ではなかなか使いにくい
ですし、そういうときにβ2刺激薬があ
れば補完的に使えますね。

　権　そういうことです。
　池脇　最近はいろいろな抗コリン薬
とβ2刺激薬の配合剤が出て、ちょっと
混乱するのですが、基本的にはどれで
も同じような効果が期待できると考え
ていいのでしょうか。
　権　直接比較はなかなかできません。
試験としてエビデンスがないですし、
どれもだいたい同じような効果が得ら
れていますので、それほど迷わず使っ
ていただいていいかと思います。
　池脇　そういったベースの治療をし
ておいて、例えばきょうはちょっとど
こかに出かける、そこで労作時の息切
れが出てきそうだから、短期的な抗コ
リン薬とかβ2刺激薬を使うなど、今で
もそういう治療はされているのでしょ
うか。
　権　はい。ガイドラインでも短時間
作用型の気管支拡張薬は適宜症状に応
じて使用するという推奨です。
　池脇　今のところ、すでに薬物治療
に関しては、抗コリン薬、β2刺激薬、
これが柱で、あと吸入ステロイドの使
い方をもう一回確認したということで
した。新しい知見ということで、新薬
の状況はどうなのでしょうか。
　権　新薬は、３種類の配合薬がこれ
から出てきますので、今後、どうやっ
て患者さんに使っていくかが議論にな
っていくと思います。
　池脇　抗炎症の薬が海外では一部使
われていると聞いたのですが、日本で
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量がピークアウトして、１週間後には
投与を開始する時点と同じぐらいにな
ったというような結果（図１）で、似
たような報告が国内からほかにも出て
います。ただ、中には肥満の患者さん
に投与した場合に、半年ぐらいずっと
利尿作用が続いたという報告もあるの
で、必ずしも一致した短期的な利尿作
用ということばかりではないのですが、
私たちの経験ではそういう結果が出て
います。
　山内　利尿作用というのを規定する
のもなかなか難しいところがありまし

て、これは糖をどんどん出してしまう
から、水も一緒に引っ張っていくとい
うイメージの利尿なのですが、場合に
よっては、糖が関与しないような利尿
作用もあるとみてよいのでしょうか。
　増田　はい、そうだと思います。
SGLT２という輸送体は腎臓の近位尿
細管に発現しているのですが、本来の
働きとしてはグルコースだけでなく、
ナトリウムも尿細管細胞内に再吸収す
るという働きがあります。そのSGLT
２を阻害するということは、グルコー
スだけでなく、ナトリウムも尿細管の

図１　体液貯留を伴う糖尿病患者へのSGLT２阻害薬投与は、
　　　短期的に尿量・尿中Na排泄量を増加させる

Masuda T, Ohara K et al. POJ Diabetes Obes 2017

自治医科大学腎臓内科講師
増　田　貴　博

（聞き手　山内俊一）

　SGLT２阻害薬の効果、服用方法についてご教示ください。
　SGLT２阻害薬もかなり普及してきました。添付文書や諸情報からも解消しき
れていない点について質問です。副作用で同剤の利尿作用による脱水が挙げら
れていますが、一方、飲水量による効果の変化はあるでしょうか。すなわち同
剤を服用しているときに、より多くの飲水をしたほうが排泄されるグルコース
の量が増えるようなことはあるのか、強制的に利尿が行われるのであまり変化
はないのでしょうか。６種のSGLT２阻害薬の添付文書によると、いずれも４～
６時間程度で血中濃度（血漿中未変化体の血漿中濃度）は半減しています。効
果が24時間継続するのでしょうか。用法・用量については一部を除いて朝食前
後の服用を指定していますが、１日１回なら最も熱量の多い食事（夕食が多い
と思われます）の前後が推奨されるべきではないか、あるいは現在認められて
いませんが、毎食前後の服薬のほうが効果的ではないかと考えました。
 ＜東京都開業医＞

SGLT2阻害薬の効果と服用方法

　山内　増田先生、このSGLT２阻害
薬は尿をたくさん出してしまうのです
が、利尿作用があるとみてよいのでし
ょうか。
　増田　SGLT２阻害薬に利尿作用は
あるといえます。私たちやほかの施設
からの報告で、糖尿病患者さんにSGLT
２阻害薬を投与したときには、だいた
い２～３日目ぐらいをピークに尿量増

加作用があって、多くの報告では１週
間後ぐらいには元のベースの状態に戻
るという報告があります。
　山内　わりに短いともいえるのです
か。
　増田　そうですね。私たちの検討で
は、体液貯留がある糖尿病患者さんに、
自由飲水下でSGLT２阻害薬を投与し
たところ、意外にも２日目ぐらいで尿
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量がピークアウトして、１週間後には
投与を開始する時点と同じぐらいにな
ったというような結果（図１）で、似
たような報告が国内からほかにも出て
います。ただ、中には肥満の患者さん
に投与した場合に、半年ぐらいずっと
利尿作用が続いたという報告もあるの
で、必ずしも一致した短期的な利尿作
用ということばかりではないのですが、
私たちの経験ではそういう結果が出て
います。
　山内　利尿作用というのを規定する
のもなかなか難しいところがありまし

て、これは糖をどんどん出してしまう
から、水も一緒に引っ張っていくとい
うイメージの利尿なのですが、場合に
よっては、糖が関与しないような利尿
作用もあるとみてよいのでしょうか。
　増田　はい、そうだと思います。
SGLT２という輸送体は腎臓の近位尿
細管に発現しているのですが、本来の
働きとしてはグルコースだけでなく、
ナトリウムも尿細管細胞内に再吸収す
るという働きがあります。そのSGLT
２を阻害するということは、グルコー
スだけでなく、ナトリウムも尿細管の

図１　体液貯留を伴う糖尿病患者へのSGLT２阻害薬投与は、
　　　短期的に尿量・尿中Na排泄量を増加させる

Masuda T, Ohara K et al. POJ Diabetes Obes 2017

自治医科大学腎臓内科講師
増　田　貴　博

（聞き手　山内俊一）

　SGLT２阻害薬の効果、服用方法についてご教示ください。
　SGLT２阻害薬もかなり普及してきました。添付文書や諸情報からも解消しき
れていない点について質問です。副作用で同剤の利尿作用による脱水が挙げら
れていますが、一方、飲水量による効果の変化はあるでしょうか。すなわち同
剤を服用しているときに、より多くの飲水をしたほうが排泄されるグルコース
の量が増えるようなことはあるのか、強制的に利尿が行われるのであまり変化
はないのでしょうか。６種のSGLT２阻害薬の添付文書によると、いずれも４～
６時間程度で血中濃度（血漿中未変化体の血漿中濃度）は半減しています。効
果が24時間継続するのでしょうか。用法・用量については一部を除いて朝食前
後の服用を指定していますが、１日１回なら最も熱量の多い食事（夕食が多い
と思われます）の前後が推奨されるべきではないか、あるいは現在認められて
いませんが、毎食前後の服薬のほうが効果的ではないかと考えました。
 ＜東京都開業医＞

SGLT2阻害薬の効果と服用方法

　山内　増田先生、このSGLT２阻害
薬は尿をたくさん出してしまうのです
が、利尿作用があるとみてよいのでし
ょうか。
　増田　SGLT２阻害薬に利尿作用は
あるといえます。私たちやほかの施設
からの報告で、糖尿病患者さんにSGLT
２阻害薬を投与したときには、だいた
い２～３日目ぐらいをピークに尿量増

加作用があって、多くの報告では１週
間後ぐらいには元のベースの状態に戻
るという報告があります。
　山内　わりに短いともいえるのです
か。
　増田　そうですね。私たちの検討で
は、体液貯留がある糖尿病患者さんに、
自由飲水下でSGLT２阻害薬を投与し
たところ、意外にも２日目ぐらいで尿
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は、まず糖尿病で体液貯留状態にある
患者さんにSGLT２阻害薬を投与した
ときに、先ほどもお話ししましたよう
に、短期的には利尿作用がありますが、
その後は自然に利尿作用が抑えられま
す。まだ数は少ないのですが、その後
１年間フォローした患者さんもいまし
て、そういった患者さんでは体液貯留
が改善した状態のまま１年間維持でき
たというデータがあります。
　海外からの最近の報告では、もとも
と体液貯留がない糖尿病患者さんに
SGLT２阻害薬を投与したところ、投
与３日目に少しだけ体液量は減少しま
したが、１カ月後、３カ月後にはもと
もとの体液、正常体液といえると思う
のですが、そういった状態に戻って半
年間維持できたという報告があります。
　私たちが動物で検討をした結果では、
普通のSDラットという、糖尿病では
ない正常体液状態を維持できるラット
にSGLT２阻害薬を投与したところ、
尿量は増加しましたが、飲水量がそれ
に合わせて増加して、尿細管の中での
水の再吸収も増加して、過度に尿量が
増加することが抑えられ、結果的に体
液量が維持されたという結果も出てい
ます。
　山内　ネズミの実験ですので、ヒト
でどうかというのはともかくとして、
意外に尿量が増えていない可能性もあ
ることになりますか。
　増田　この部分に関しては、先ほど

もお話ししましたように、糖尿病の患
者さんでの報告でも、私たちは短期的
に、それをサポートする結果もありま
す。一方では長期間にわたって利尿作
用が持続するという患者さんもいて、
その辺はどういった違いがあるかはわ
からないのです。少なくとも体液貯留
状態を正常というか、適正な体液量に
改善させた後は、そのまま体液量がひ
たすら減少してしまうことが少ない薬
であるという印象を持っています。
　山内　独特の利尿作用ということで、
メカニズムに関してはまだこれからと
いうところもあると思うのですが、質
問に戻りますと、飲む水をどんどん増
やしていったらどうなるのだろうか。
このあたりはいかがでしょう。
　増田　糖分を含まない水分量を多く
した場合には、SGLT２阻害薬として
の血糖降下作用、尿中へのグルコース
の排泄量はおそらく大きくは変わらな
いのではないかと思います。その理由
として、私が留学していたアメリカの
カリフォルニア大学のバロン先生の研
究室での実験結果で、SGLT２阻害薬
を投与したときの尿中のグルコースの
排泄量というのは、糸球体で濾過され
たグルコースの量に比例する。糸球体
で濾過されるグルコースの量というの
は血糖によって規定されるので、腎機
能が同じ状態であれば、血糖が高くな
れば単純に尿中にグルコースがたくさ
ん排泄されますが、血糖が変わらなけ

下流のほうに増やすと考えられます
（図２）。実際、私たちの検討で患者さ
ん、あるいは動物にSGLT２阻害薬を
投与した際、グルコースだけでなく、
ナトリウムも尿中に排泄が増加しまし
た。つまり、いわゆるグルコースによ
る浸透圧利尿作用だけでなく、ナトリ
ウム利尿作用という要素もあり、この
２つによる利尿作用があると考えられ
ます。

　山内　その場合、利尿作用の結果と
いうことにもなりますが、脱水ですね、
このあたりに関してどういったことが
わかっているのでしょうか。
　増田　SGLT２阻害薬は利尿作用が
ありますが、当初懸念されていたほど
の脱水の危険性は低いのではないかと
最近わかってきました。どうして脱水
が少ないかですが、糖尿病患者さん、
あるいは動物での私たちの検討結果で

図２　SGLT２阻害薬と主な利尿薬の作用部位

（増田貴博、腎臓専門医のための診療Q&A　改変）
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は、まず糖尿病で体液貯留状態にある
患者さんにSGLT２阻害薬を投与した
ときに、先ほどもお話ししましたよう
に、短期的には利尿作用がありますが、
その後は自然に利尿作用が抑えられま
す。まだ数は少ないのですが、その後
１年間フォローした患者さんもいまし
て、そういった患者さんでは体液貯留
が改善した状態のまま１年間維持でき
たというデータがあります。
　海外からの最近の報告では、もとも
と体液貯留がない糖尿病患者さんに
SGLT２阻害薬を投与したところ、投
与３日目に少しだけ体液量は減少しま
したが、１カ月後、３カ月後にはもと
もとの体液、正常体液といえると思う
のですが、そういった状態に戻って半
年間維持できたという報告があります。
　私たちが動物で検討をした結果では、
普通のSDラットという、糖尿病では
ない正常体液状態を維持できるラット
にSGLT２阻害薬を投与したところ、
尿量は増加しましたが、飲水量がそれ
に合わせて増加して、尿細管の中での
水の再吸収も増加して、過度に尿量が
増加することが抑えられ、結果的に体
液量が維持されたという結果も出てい
ます。
　山内　ネズミの実験ですので、ヒト
でどうかというのはともかくとして、
意外に尿量が増えていない可能性もあ
ることになりますか。
　増田　この部分に関しては、先ほど

もお話ししましたように、糖尿病の患
者さんでの報告でも、私たちは短期的
に、それをサポートする結果もありま
す。一方では長期間にわたって利尿作
用が持続するという患者さんもいて、
その辺はどういった違いがあるかはわ
からないのです。少なくとも体液貯留
状態を正常というか、適正な体液量に
改善させた後は、そのまま体液量がひ
たすら減少してしまうことが少ない薬
であるという印象を持っています。
　山内　独特の利尿作用ということで、
メカニズムに関してはまだこれからと
いうところもあると思うのですが、質
問に戻りますと、飲む水をどんどん増
やしていったらどうなるのだろうか。
このあたりはいかがでしょう。
　増田　糖分を含まない水分量を多く
した場合には、SGLT２阻害薬として
の血糖降下作用、尿中へのグルコース
の排泄量はおそらく大きくは変わらな
いのではないかと思います。その理由
として、私が留学していたアメリカの
カリフォルニア大学のバロン先生の研
究室での実験結果で、SGLT２阻害薬
を投与したときの尿中のグルコースの
排泄量というのは、糸球体で濾過され
たグルコースの量に比例する。糸球体
で濾過されるグルコースの量というの
は血糖によって規定されるので、腎機
能が同じ状態であれば、血糖が高くな
れば単純に尿中にグルコースがたくさ
ん排泄されますが、血糖が変わらなけ

下流のほうに増やすと考えられます
（図２）。実際、私たちの検討で患者さ
ん、あるいは動物にSGLT２阻害薬を
投与した際、グルコースだけでなく、
ナトリウムも尿中に排泄が増加しまし
た。つまり、いわゆるグルコースによ
る浸透圧利尿作用だけでなく、ナトリ
ウム利尿作用という要素もあり、この
２つによる利尿作用があると考えられ
ます。

　山内　その場合、利尿作用の結果と
いうことにもなりますが、脱水ですね、
このあたりに関してどういったことが
わかっているのでしょうか。
　増田　SGLT２阻害薬は利尿作用が
ありますが、当初懸念されていたほど
の脱水の危険性は低いのではないかと
最近わかってきました。どうして脱水
が少ないかですが、糖尿病患者さん、
あるいは動物での私たちの検討結果で

図２　SGLT２阻害薬と主な利尿薬の作用部位

（増田貴博、腎臓専門医のための診療Q&A　改変）
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国際医療福祉大学臨床検査医学主任教授
下　澤　達　雄

（聞き手　池脇克則）

　降圧治療で降圧利尿薬を選択したとき、その内服初期においては、尿中Na、
Cl、水分の排泄量が増えて、それとともに、特に収縮期血圧が下降していくも
のと思います（特に容量依存性高血圧症の場合）。しかし、内服慢性期において、
尿中Naや水分の排泄量が一定になったと思われる時期においても血圧が安定
的に下がっている要因はどこにあるのでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

降圧利尿薬

　池脇　利尿剤の質問ですが、2019年
４月に「高血圧治療ガイドライン2019」
という新しいガイドラインが出ました。
まずガイドラインの今回の特徴から教
えてください。
　下澤　ガイドラインで、まず一番大
きい変更点は17個のクリニカル・クエ
スチョンを入れたことです。これは医
師が普段臨床で困っている点を取り上
げて、それをシステマティックレビュ
ーしたのです。ですから、そこだけを
とりあえず読んでいただいても、エビ
デンスに基づいた高血圧治療ができま
す。例えば、減塩６gというのは本当
に意味があることなのかを、きちんと
システマティックレビューしています。

　それからリスクの層別化で、昨今、
心房細動が大きなリスクになっていま
すので、循環器の先生はじめ、脳梗塞
の予防を考えて、心房細動は少し大き
く取り上げられています。
　もう一つは、糖尿病の患者さんたち
の第一選択薬が従来ですとレニン・ア
ンジオテンシン系の抑制薬だったので
すが、今回は腎障害があるかないかに
よって第一選択薬が変わりました。ア
ルブミン尿が出ている、あるいは蛋白
尿が出ている患者さんは従来どおりな
のですが、それがない患者さんにおい
ては今回の話題である利尿薬やCa拮
抗薬も第一選択として使えることとな
りました。今までの論文のメタアナリ

れば、おそらく尿中へのグルコースの
排泄量は増えないと思います。ですか
ら糖分を含まない水をたくさん飲んで
も、おそらくはグルコースの排泄量は
増えないと考えられますが、実際には
検証していないのでわかりません。
　山内　臨床現場からは、この薬剤で
は半年から１年かかって、せっかく下
がった血糖がまた少しリバウンドぎみ
に上昇してくるとの指摘が比較的多い
のですが、こういった原因にも多少は
絡むものなのでしょうね。
　増田　確かに大規模臨床試験でも長
期的に血糖の、いったんHbA1cが下が
ったものがリバウンドでまた上がって
しまうということが報告されています。
持続的、長期的な血糖コントロールと
いう意味では少し難しい面もあるかと
思うのですが、大規模臨床試験での結
果は、血糖がリバウンドしているにも
かかわらず、心保護効果や腎保護効果
が維持されるということで、何とも不
思議で、興味深いところです。私たち
はそこの部分に利尿作用と、それに合
わせた適度な体液コントロールがもし
かしたら関係しているのではないかと
考えています。
　山内　最後ですが、血中の半減期は

SGLT２阻害薬の中でも種類により、
かなり幅があるように思うのですが、
こういったものは各薬剤の効果に影響
を与えているのでしょうか。
　増田　今、国内で使われているSGLT
２阻害薬の添付文書では、基本的に朝
の１回投与ということになっています。
それで24時間の血糖コントロールが維
持できるのかという点につきましては、
国内からの検討で、持続的な血糖モニ
タリングで、朝に飲んだ後、朝食後、
昼食後、夕食後で、いずれにおいても
食後高血糖が改善しました。さらに、
夜間就寝中の血糖については100～150
㎎/dLぐらいで、それほど下がり過ぎ
ず、高すぎずというところで安定して
いたという報告があります。添付文書
にあるように、１日１回、朝の内服で、
血糖は24時間にわたってコントロール
できるのではないかと思います。
　山内　現時点では特に、例えば夕食
が非常にリッチだから、そこに合わせ
て使うということまでは、あまり考え
なくてもいいですね。
　増田　そうですね。面白い点ではあ
りますが、今のところは朝１回で大丈
夫かと思います。
　山内　ありがとうございました。
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国際医療福祉大学臨床検査医学主任教授
下　澤　達　雄

（聞き手　池脇克則）

　降圧治療で降圧利尿薬を選択したとき、その内服初期においては、尿中Na、
Cl、水分の排泄量が増えて、それとともに、特に収縮期血圧が下降していくも
のと思います（特に容量依存性高血圧症の場合）。しかし、内服慢性期において、
尿中Naや水分の排泄量が一定になったと思われる時期においても血圧が安定
的に下がっている要因はどこにあるのでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

降圧利尿薬

　池脇　利尿剤の質問ですが、2019年
４月に「高血圧治療ガイドライン2019」
という新しいガイドラインが出ました。
まずガイドラインの今回の特徴から教
えてください。
　下澤　ガイドラインで、まず一番大
きい変更点は17個のクリニカル・クエ
スチョンを入れたことです。これは医
師が普段臨床で困っている点を取り上
げて、それをシステマティックレビュ
ーしたのです。ですから、そこだけを
とりあえず読んでいただいても、エビ
デンスに基づいた高血圧治療ができま
す。例えば、減塩６gというのは本当
に意味があることなのかを、きちんと
システマティックレビューしています。

　それからリスクの層別化で、昨今、
心房細動が大きなリスクになっていま
すので、循環器の先生はじめ、脳梗塞
の予防を考えて、心房細動は少し大き
く取り上げられています。
　もう一つは、糖尿病の患者さんたち
の第一選択薬が従来ですとレニン・ア
ンジオテンシン系の抑制薬だったので
すが、今回は腎障害があるかないかに
よって第一選択薬が変わりました。ア
ルブミン尿が出ている、あるいは蛋白
尿が出ている患者さんは従来どおりな
のですが、それがない患者さんにおい
ては今回の話題である利尿薬やCa拮
抗薬も第一選択として使えることとな
りました。今までの論文のメタアナリ

れば、おそらく尿中へのグルコースの
排泄量は増えないと思います。ですか
ら糖分を含まない水をたくさん飲んで
も、おそらくはグルコースの排泄量は
増えないと考えられますが、実際には
検証していないのでわかりません。
　山内　臨床現場からは、この薬剤で
は半年から１年かかって、せっかく下
がった血糖がまた少しリバウンドぎみ
に上昇してくるとの指摘が比較的多い
のですが、こういった原因にも多少は
絡むものなのでしょうね。
　増田　確かに大規模臨床試験でも長
期的に血糖の、いったんHbA1cが下が
ったものがリバウンドでまた上がって
しまうということが報告されています。
持続的、長期的な血糖コントロールと
いう意味では少し難しい面もあるかと
思うのですが、大規模臨床試験での結
果は、血糖がリバウンドしているにも
かかわらず、心保護効果や腎保護効果
が維持されるということで、何とも不
思議で、興味深いところです。私たち
はそこの部分に利尿作用と、それに合
わせた適度な体液コントロールがもし
かしたら関係しているのではないかと
考えています。
　山内　最後ですが、血中の半減期は

SGLT２阻害薬の中でも種類により、
かなり幅があるように思うのですが、
こういったものは各薬剤の効果に影響
を与えているのでしょうか。
　増田　今、国内で使われているSGLT
２阻害薬の添付文書では、基本的に朝
の１回投与ということになっています。
それで24時間の血糖コントロールが維
持できるのかという点につきましては、
国内からの検討で、持続的な血糖モニ
タリングで、朝に飲んだ後、朝食後、
昼食後、夕食後で、いずれにおいても
食後高血糖が改善しました。さらに、
夜間就寝中の血糖については100～150
㎎/dLぐらいで、それほど下がり過ぎ
ず、高すぎずというところで安定して
いたという報告があります。添付文書
にあるように、１日１回、朝の内服で、
血糖は24時間にわたってコントロール
できるのではないかと思います。
　山内　現時点では特に、例えば夕食
が非常にリッチだから、そこに合わせ
て使うということまでは、あまり考え
なくてもいいですね。
　増田　そうですね。面白い点ではあ
りますが、今のところは朝１回で大丈
夫かと思います。
　山内　ありがとうございました。
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われた試験ですので、それほど食塩感
受性が強くない患者さんにおいても利
尿薬が有効だったというところがあり
ます。いわんや日本人は味噌、塩、し
ょう油の文化で塩分摂取量が多いので、
利尿薬をうまく使っていく必要がある
と思います。さらに、患者さんたちが
減塩できれば、６gが達成でき、かな
り血圧のコントロールは良くなってく
るのではないかと思います。
　池脇　今回の質問ですが、確かにそ
のとおりだと思うのですが、降圧利尿
薬は尿中にナトリウム、クロール、あ
るいは水分の排泄量が増えて、血液量
が減ることで収縮期血圧が下がるのは
わかります。ただ、慢性的に使ってい
くと、そのあたりのバランスが拮抗さ
れて、効かないような気もするという
ことですが、どうなのでしょうか。
　下澤　これは非常にいい質問で、多
くの学生あるいは研究者、そして医師
の皆さんがお考えになっていることだ
と思います。確かにこの質問の先生の
おっしゃるとおり、最初に薬を投与す
ると尿中ナトリウムがちょっと増えて、
体液量が減る。それで血圧が下がるだ
ろうという、いわゆるガイトン仮説の
体液量減少というのが利尿薬にある降
圧作用です。質問いただいたように、
慢性で投与していると、実は取った分
のナトリウムは外に出ているだけです
から、それ以上に体液量は減っていま
せん。でも、血圧が低くコントロール

される。このメカニズムに関していろ
いろな説があるのですが、一つは日本
人にしても、今、１日６g以上、塩分
を取っていますから、取り過ぎた分を
常に再吸収しすぎないように利尿薬で
コントロールしている。尿量は決して
増えない。取った分がきちんと出てい
るだけいいだろう。利尿薬をのまない
と、出てくる量が減ってしまって取っ
た分がまたちょっとずつ、体の中に蓄
積してくると考えられます。そこのバ
ランスを取っているというのが一つの
仮説です。
　これを一つ示しているのは、例えば
透析の患者さんで、通常だと４時間の
透析を行うのですが、８時間透析とか
10時間透析でじっくり体液量をコント
ロールするのを年余にわたってやると、
降圧薬の量を減らすことができるとい
う研究もあるのです。これはフランス
で行われた臨床研究ですが、そういう
ことがあって、体液量を常に一定に保
っていることは血圧を安定させるメカ
ニズムと考えられます。利尿薬という
のはまさに長時間にわたって透析して
いるようなものですから、降圧という
意味でいいだろうと考えられています。
　あと、サイアザイド系の利尿薬につ
いては1959年にそれが上市されたあと、
1970年代の論文なのですが、長期に投
与していると今度は血管抵抗が下がっ
てくるという論文があるのです。循環
血液量は少し戻ってはくるのだけれど

シスから、レニン・アンジオテンシン
系の抑制薬に、そこまでの大きなアド
バンテージがないことから、一般的な
第一選択薬でいいだろうとなりました。
　そして、しっかり血圧を下げよう。
多くの患者さんたちは130/80㎜Hgを
目安に血圧を下げるのですが、あくま
でも高血圧は140/90㎜Hgです。140/90
㎜Hgからそこに下げる際、禁煙、減量、
そして減塩といった生活習慣の改善を
しっかりやっていただく。そのために
は医師だけではなくて、メディカルス
タッフの方々も巻き込んで、その患者
さんにかかわる皆で患者教育を行うこ
とが推奨されています。
　そして日本高血圧学会の社会的な活
動として、患者さん向けにいろいろと
わかりやすい資材をつくったり、動画＊

（文末参照）を公開したりもしている
のですが、そういったことで患者さん
の意識を高めて、今、日本の高血圧の
患者さんの約1/4しかきちんと治療さ
れていない現状を少しでもよくしよう
としています。しかし、医療費をかけ
すぎないことも重要で、やはり生活習
慣の改善をもっとアピールしていった
らいいのではないかということが、今
回のガイドラインで強調されている点
だと思います。
　池脇　クリニカル・クエスチョンを
挙げて、それに対するエビデンスをと
いうのは、ガイドラインの基本的なや
り方ですね。

　下澤　そうですね。多くのガイドラ
インがそうなってきたので、高血圧も
そうなっています。当初クリニカル・
クエスチョン、実は二十数個挙がった
のです。ところが、メタアナリシス、
システマティックレビューにたえない、
十分な論文がないテーマもありました。
そこはクエスチョンというかたちにな
っていたり、今回は見送ったようなも
のもあります。例えば、水銀血圧計が
今度使えなくなり、自動血圧計になる
のですが、どの自動血圧計がいいかは
システマティックレビューができるも
のではないので、クエスチョンという
かたちで書かせていただいています。
　池脇　従来、レニン・アンジオテン
シン系阻害薬が臓器障害に対してもい
いし、降圧プラスアルファの効果があ
ると、けっこう使われていたような気
がするのですが、そういう意味での位
置づけが下がって、一方で利尿薬の位
置づけが若干上がったように聞こえま
したが。
　下澤　一番大きいのはSPRINT試験
という臨床試験で、７割以上の患者さ
んたちに利尿薬を使っていただいて、
そしてやっとあの血圧をコントロール
できたところだと思うのです。日本は、
先ほどお話ししたように、1/4の患者
さんしか血圧がコントロールできてい
ない。それをもうちょっとコントロー
ルする上で、利尿薬をうまく使うべき
でしょう。SPRINT試験は、海外で行
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われた試験ですので、それほど食塩感
受性が強くない患者さんにおいても利
尿薬が有効だったというところがあり
ます。いわんや日本人は味噌、塩、し
ょう油の文化で塩分摂取量が多いので、
利尿薬をうまく使っていく必要がある
と思います。さらに、患者さんたちが
減塩できれば、６gが達成でき、かな
り血圧のコントロールは良くなってく
るのではないかと思います。
　池脇　今回の質問ですが、確かにそ
のとおりだと思うのですが、降圧利尿
薬は尿中にナトリウム、クロール、あ
るいは水分の排泄量が増えて、血液量
が減ることで収縮期血圧が下がるのは
わかります。ただ、慢性的に使ってい
くと、そのあたりのバランスが拮抗さ
れて、効かないような気もするという
ことですが、どうなのでしょうか。
　下澤　これは非常にいい質問で、多
くの学生あるいは研究者、そして医師
の皆さんがお考えになっていることだ
と思います。確かにこの質問の先生の
おっしゃるとおり、最初に薬を投与す
ると尿中ナトリウムがちょっと増えて、
体液量が減る。それで血圧が下がるだ
ろうという、いわゆるガイトン仮説の
体液量減少というのが利尿薬にある降
圧作用です。質問いただいたように、
慢性で投与していると、実は取った分
のナトリウムは外に出ているだけです
から、それ以上に体液量は減っていま
せん。でも、血圧が低くコントロール

される。このメカニズムに関していろ
いろな説があるのですが、一つは日本
人にしても、今、１日６g以上、塩分
を取っていますから、取り過ぎた分を
常に再吸収しすぎないように利尿薬で
コントロールしている。尿量は決して
増えない。取った分がきちんと出てい
るだけいいだろう。利尿薬をのまない
と、出てくる量が減ってしまって取っ
た分がまたちょっとずつ、体の中に蓄
積してくると考えられます。そこのバ
ランスを取っているというのが一つの
仮説です。
　これを一つ示しているのは、例えば
透析の患者さんで、通常だと４時間の
透析を行うのですが、８時間透析とか
10時間透析でじっくり体液量をコント
ロールするのを年余にわたってやると、
降圧薬の量を減らすことができるとい
う研究もあるのです。これはフランス
で行われた臨床研究ですが、そういう
ことがあって、体液量を常に一定に保
っていることは血圧を安定させるメカ
ニズムと考えられます。利尿薬という
のはまさに長時間にわたって透析して
いるようなものですから、降圧という
意味でいいだろうと考えられています。
　あと、サイアザイド系の利尿薬につ
いては1959年にそれが上市されたあと、
1970年代の論文なのですが、長期に投
与していると今度は血管抵抗が下がっ
てくるという論文があるのです。循環
血液量は少し戻ってはくるのだけれど

シスから、レニン・アンジオテンシン
系の抑制薬に、そこまでの大きなアド
バンテージがないことから、一般的な
第一選択薬でいいだろうとなりました。
　そして、しっかり血圧を下げよう。
多くの患者さんたちは130/80㎜Hgを
目安に血圧を下げるのですが、あくま
でも高血圧は140/90㎜Hgです。140/90
㎜Hgからそこに下げる際、禁煙、減量、
そして減塩といった生活習慣の改善を
しっかりやっていただく。そのために
は医師だけではなくて、メディカルス
タッフの方々も巻き込んで、その患者
さんにかかわる皆で患者教育を行うこ
とが推奨されています。
　そして日本高血圧学会の社会的な活
動として、患者さん向けにいろいろと
わかりやすい資材をつくったり、動画＊

（文末参照）を公開したりもしている
のですが、そういったことで患者さん
の意識を高めて、今、日本の高血圧の
患者さんの約1/4しかきちんと治療さ
れていない現状を少しでもよくしよう
としています。しかし、医療費をかけ
すぎないことも重要で、やはり生活習
慣の改善をもっとアピールしていった
らいいのではないかということが、今
回のガイドラインで強調されている点
だと思います。
　池脇　クリニカル・クエスチョンを
挙げて、それに対するエビデンスをと
いうのは、ガイドラインの基本的なや
り方ですね。

　下澤　そうですね。多くのガイドラ
インがそうなってきたので、高血圧も
そうなっています。当初クリニカル・
クエスチョン、実は二十数個挙がった
のです。ところが、メタアナリシス、
システマティックレビューにたえない、
十分な論文がないテーマもありました。
そこはクエスチョンというかたちにな
っていたり、今回は見送ったようなも
のもあります。例えば、水銀血圧計が
今度使えなくなり、自動血圧計になる
のですが、どの自動血圧計がいいかは
システマティックレビューができるも
のではないので、クエスチョンという
かたちで書かせていただいています。
　池脇　従来、レニン・アンジオテン
シン系阻害薬が臓器障害に対してもい
いし、降圧プラスアルファの効果があ
ると、けっこう使われていたような気
がするのですが、そういう意味での位
置づけが下がって、一方で利尿薬の位
置づけが若干上がったように聞こえま
したが。
　下澤　一番大きいのはSPRINT試験
という臨床試験で、７割以上の患者さ
んたちに利尿薬を使っていただいて、
そしてやっとあの血圧をコントロール
できたところだと思うのです。日本は、
先ほどお話ししたように、1/4の患者
さんしか血圧がコントロールできてい
ない。それをもうちょっとコントロー
ルする上で、利尿薬をうまく使うべき
でしょう。SPRINT試験は、海外で行
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ていただくのが一つで、塩分摂取量が
多い患者さんたちには使っていただけ
ます。ナトリウムとクレアチニンから
だいたいの塩分摂取量が評価できます。
それも今回のガイドラインに換算式を
書いてありますので、そういったもの
をお使いいただくといいと思います。
　池脇　以前は利尿薬は降圧効果があ
っても、代謝面への悪影響から、特に
日本ではやや敬遠されていましたが、
今はそういったものはほぼ考えなくて
もよいのでしょうか。
　下澤　利尿薬だけお使いになるので
はなくて、レニン・アンジオテンシン
系の薬剤と一緒にお使いになることが
多いと思います。この併用では、カリ
ウムはほとんど問題ないと思います。
ただ、一つ気をつけていただきたいの
は、マグネシウムなどのほかのイオン
がちょっと減ってしまう危険がありま

すので、その辺は注意いただいたほう
がいいかと思います。
　逆にいうと、利尿薬を使うと尿中の
カルシウム排泄を抑制できるので、骨
に対してはいい傾向が期待できるので
す。ですから、高齢で少し心不全傾向
のある患者さんなどは利尿薬を積極的
に使うとよろしいと思います。実際、
いろいろな大規模臨床試験でも高齢の
患者さんでは非常に利尿薬が有効とい
うことが示されているので、よいので
はないかと思います。
　池脇　利尿薬をもっとうまく使えた
らという感じがしました。
　下澤　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

＊日本高血圧学会動画URL
　（http://jpnsh.jp/info_movie02.html）

も、血管抵抗が下がってくると報告さ
れています。血管抵抗を下げる作用に
よって血圧をコントロールできるのだ
ろうといわれています。
　その血管拡張作用においては、基礎
研究なのですが、プロスタグランジン
が関係するとする動物実験があります。
では、例えばNSAIDと一緒に使うと
効きが悪くなるかというと、そこまで
はっきりしたエビデンスがあるわけで
はありません。しかし、先ほどお話し
したSPRINTのように、白人でそんな
に食塩感受性が強くない人たちでも利
尿薬はよく効いた理由に、血管に対す
る作用があるのではないかと考えられ
ます。
　池脇　今の先生の話をまとめますと、
確かに利尿薬ならではの作用があるけ
れども、慢性的に使っていくと、それ
プラスアルファ、例えば血管拡張とか、
そういったものも出てきて、降圧にも
寄与している可能性があるということ
ですね。さて、私の個人的な印象なの
ですが、利尿剤が入った配合剤を出し
たときに、本人に聞くと、必ずしも尿
量は増えていないようなのです。けれ
ども、よく下がっている。このあたり、
どうなっているのでしょうか。
　下澤　ループ利尿薬と違って、水利
尿しているわけではなくて、ナトリウ
ム利尿ですから、尿量はそんなに増え
ないのです。尿中のナトリウム濃度が
増えているところで、患者さんはそれ

ほど多尿感を訴えないというのが実際
のところだと思います。ちょっと増え
るぐらいですので、過活動性膀胱とか
がなければ、300㏄の尿量が400㏄にな
っても、それほど大きな差はないと思
います。
　池脇　今回のガイドラインでは、高
血圧の定義は一応持ち越しになったけ
れども、多くの患者さんで従来の140/ 
90㎜Hgではなくて、130/80㎜Hgを目
指しましょう。より積極的な降圧とな
ると、それなりの治療の強化というこ
とで、一般的になかなか単剤で血圧は
コントロールできない中で併用してい
く。このあたり、利尿薬の使い方、あ
るいはこういう方には利尿薬がいいと
いう点についてはどうでしょうか。
　下澤　利尿薬の降圧効果は、大きく
体液量のコントロールにあります。塩
分摂取量の多い患者さん、あるいはち
ょっと心不全傾向のある患者さん、特
に血管外ではなくて血管内の容量が多
い方がいい適応になります。足のむく
みというのは血管外の容量過多ですか
ら、そこではなくて、血管内を見なけ
ればなりません。これはなかなか見る
のが難しいわけですが、一つはBNPな
どももしかしたら参考になるのかもし
れません。そういう患者さんたちは利
尿薬を少量から始めて、足していただ
くと血圧のコントロールがつきやすい
のではないかと思います。
　ですので、尿中のナトリウムを測っ
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コントロールできない中で併用してい
く。このあたり、利尿薬の使い方、あ
るいはこういう方には利尿薬がいいと
いう点についてはどうでしょうか。
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い方がいい適応になります。足のむく
みというのは血管外の容量過多ですか
ら、そこではなくて、血管内を見なけ
ればなりません。これはなかなか見る
のが難しいわけですが、一つはBNPな
どももしかしたら参考になるのかもし
れません。そういう患者さんたちは利
尿薬を少量から始めて、足していただ
くと血圧のコントロールがつきやすい
のではないかと思います。
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制限食は腎臓に対する負担はまずない
と思っています。腎臓に対する蛋白の
問題は、まず一つには過剰摂取で問題
が起こるという考え方と、もう一つは
本来蛋白制限するべき方が制限できな
くて、得られるべきメリットが得られ
ないという、この２つの点があり得よ
うかと思います。
　まず多すぎて問題になるかという点
ですが、現在、2015年版の食事摂取基

準があるのですが、ここでは蛋白摂取
の上限はなくなっています。2010年版
では体重１㎏当たりで2.0gの上限量が
あったのですが、NIPPON DATA 90
では1.9g/㎏台の集団が一番CKDの発
症の比率が低かったことから、2.0とい
う上限はなくなっています（表２）。糖
質制限食で蛋白、脂、カロリー無制限
で食べても、平均が1.6g程度、一番筋
肉の合成に蛋白を持ち出しやすいレベ

表１　ニュートリエント

０M 12M 24M 36M
HbA1c（％） 8.0±1.5 7.3±1.2 7.4±1.2 7.5±1.3
体重（㎏） 72.5±15.2 71.6±14.9 72.0±15.0 71.9±15.1
Cr（㎎/dL） 0.8±0.2 0.8±0.2 0.8±0.2 0.8±0.2
eGFR（mL/min/1.73㎡） 74.4±18.8 73.6±19.2 73.1±19.0 72.1±20.8

Nutrients 2018, 10, E528

表２　Nippon Data 90

男性 ４分位の１ ４分位の２ ４分位の３ ４分位の４ P値
症例数 770 791 756 782
蛋白摂取量 1.07±0.13 1.35±0.06 1.57±0.07 1.97±0.26 ＜0.001
GFR 82.1 82.1 83.2 87.4 ＜0.001
CKDオッズ比 1 1.00 1.31 0.70 n.s.

女性 ４分位の１ ４分位の２ ４分位の３ ４分位の４ P値
症例数 1,070 1,096 1,072 1,067
蛋白摂取量 1.03±0.13 1.30±0.06 1.52±0.68 1.92±0.25 ＜0.001
GFR 83.2 83.4 85.4 85.5 ＜0.001
CKDオッズ比 1 0.85 0.57 0.54 ＜0.001

J Epidemiol 2010, 20, S537-543

北里大学北里研究所病院糖尿病センター長
山　田　　悟

（聞き手　山内俊一）

　２型糖尿病患者への、糖質制限食の腎障害への影響についてご教示ください。
 ＜青森県開業医＞

2型糖尿病患者への糖質制限食による腎臓への影響

　山内　山田先生、　普通に腎臓への
影響といいますと、糖質制限食ですと
どうしても蛋白が増えるので、この悪
影響についての話になるかと思うので
すが、実際、臨床現場で起こっている
かどうか。大規模スタディはまだ多く
はないかもしれませんので、先生のご
経験を中心にお話し願いたいのですが。
　山田　私どもが2018年、「ニュート
リエント」という雑誌に報告したデー
タでは、３年間の中でクレアチニンの
上昇は全く起こっていません（表１）。
加齢に伴って計算上のeGFRは若干の
低下がありますが、その意味では腎機
能の悪化はみられていないといえると
思います。
　山内　経年的には多少悪化といいま
すか、eGFRは下がるかもしれないけ
れども、何らかの意味で腎臓の悪化を
招いていることはないとみてよいので

すね。
　山田　はい。加齢に伴うものだけで
済んでいると考えています。
　山内　例えば、電解質の異常あるい
は変動、このあたりはいかがでしょう。
　山田　電解質に関しては全く問題は
起こっていません。
　山内　短い期間かもしれませんが、
直ちに何か起こしているという証拠は
ないということでしょうね。
　山田　はい。ありません。
　山内　臨床の結果はこれからだんだ
ん蓄積していくとみて、理論的な面が
まずは先行すると思うのですが、理論
上からいうと、どうしても蛋白質の腎
臓への負担というイメージが強い。た
だし、最近では反論もけっこう多く出
てきているという現状ですが、先生の
見解はいかがでしょうか。
　山田　理論的に考えても、私は糖質

ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020） （103）  2322 （102） ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020）

2002本文.indd   23 2020/01/10   15:44



制限食は腎臓に対する負担はまずない
と思っています。腎臓に対する蛋白の
問題は、まず一つには過剰摂取で問題
が起こるという考え方と、もう一つは
本来蛋白制限するべき方が制限できな
くて、得られるべきメリットが得られ
ないという、この２つの点があり得よ
うかと思います。
　まず多すぎて問題になるかという点
ですが、現在、2015年版の食事摂取基

準があるのですが、ここでは蛋白摂取
の上限はなくなっています。2010年版
では体重１㎏当たりで2.0gの上限量が
あったのですが、NIPPON DATA 90
では1.9g/㎏台の集団が一番CKDの発
症の比率が低かったことから、2.0とい
う上限はなくなっています（表２）。糖
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すか、eGFRは下がるかもしれないけ
れども、何らかの意味で腎臓の悪化を
招いていることはないとみてよいので

すね。
　山田　はい。加齢に伴うものだけで
済んでいると考えています。
　山内　例えば、電解質の異常あるい
は変動、このあたりはいかがでしょう。
　山田　電解質に関しては全く問題は
起こっていません。
　山内　短い期間かもしれませんが、
直ちに何か起こしているという証拠は
ないということでしょうね。
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84ルですので、食べ過ぎでの腎臓への毒

性は考えなくてよいと思います（図１）。
　山内　昨今話題になっているサルコ
ペニアの予防上は、むしろ積極的に取
っていいのではないかともいえるので
しょうね。
　山田　はい。おっしゃるとおりです。
私どもの経験ではBMIが18.5未満の人
に関しては、特に筋肉量を増やしなが
ら体重を増やせたという経験を持って
います。サルコペニアを予防するとい
う観点でも有用な食事法だと考えてい
ます。
　山内　今の話にも絡むのですが、腎
障害が多少進んでいるケースで糖質制
限食はいかがなのでしょうか。
　山田　まず私ども、糖質制限食を開
始したのが約10年前なのですが、その
時点では２期腎症までしかやっていま
せんでした。全く問題がないことを確
認していますが、３期腎症は自身の判
断で勝手になさる方を注意深く観察す
るところから始めて、３期腎症でも何
も問題が起こっていません。どちらか
というと蛋白尿が減る方向の方のほう
が多く、３期までは全く問題がないと
思っています。
　４期腎症に関して、よくガイドライ
ンでは0.6～0.8g/㎏の蛋白制限が推奨
されているのですが、腎不全の進行に
対し蛋白制限が有効かを見てみると、
確かに無作為比較試験のメタ解析で有
意にeGFRの低下を防いでいると語っ

ている論文がないわけではないのです。
そのデータを見てみると、かなり不均
一性が激しくて、本当にそれらの論文
をまとめてよいのか。それよりも、集
団ごと、論文ごとの内容を一個一個つ
ぶさに見なければいけないのではない
かと私は解釈しています。
　実際、2019年にアメリカ糖尿病学会
から出てきた栄養学についてのコンセ
ンサスレポートでも、DKDのある糖
尿病の患者さんは一般健常者と蛋白の
摂取を変える必要はないといっていま
すので、そういった点からも私どもは
４期腎症でもたぶん大丈夫だと思って
います（表３）。もちろん、今は４期
腎症の方が糖質制限をするときにはか
なり注意深く腎機能をフォローアップ
しているという状況です。
　山内　一般の先生方が積極的にやる
のはまだ少しリスクがあるかもしれま
せんので、先生方がまず注意深くやり

表３　米国糖尿病学会
　　　コンセンサスレポート

The average daily level of protein in-
take for people with diabetes without 
kidney disease is typically 1-1.5g/kg 
body weight/day or 15-20% of total 
calories (45, 146). Evidence does not 
suggest that people with DKD need to 
restrict protein intake to less than the 
average protein intake.

Diabetes Care 2019, 42, 731-754
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84ルですので、食べ過ぎでの腎臓への毒

性は考えなくてよいと思います（図１）。
　山内　昨今話題になっているサルコ
ペニアの予防上は、むしろ積極的に取
っていいのではないかともいえるので
しょうね。
　山田　はい。おっしゃるとおりです。
私どもの経験ではBMIが18.5未満の人
に関しては、特に筋肉量を増やしなが
ら体重を増やせたという経験を持って
います。サルコペニアを予防するとい
う観点でも有用な食事法だと考えてい
ます。
　山内　今の話にも絡むのですが、腎
障害が多少進んでいるケースで糖質制
限食はいかがなのでしょうか。
　山田　まず私ども、糖質制限食を開
始したのが約10年前なのですが、その
時点では２期腎症までしかやっていま
せんでした。全く問題がないことを確
認していますが、３期腎症は自身の判
断で勝手になさる方を注意深く観察す
るところから始めて、３期腎症でも何
も問題が起こっていません。どちらか
というと蛋白尿が減る方向の方のほう
が多く、３期までは全く問題がないと
思っています。
　４期腎症に関して、よくガイドライ
ンでは0.6～0.8g/㎏の蛋白制限が推奨
されているのですが、腎不全の進行に
対し蛋白制限が有効かを見てみると、
確かに無作為比較試験のメタ解析で有
意にeGFRの低下を防いでいると語っ

ている論文がないわけではないのです。
そのデータを見てみると、かなり不均
一性が激しくて、本当にそれらの論文
をまとめてよいのか。それよりも、集
団ごと、論文ごとの内容を一個一個つ
ぶさに見なければいけないのではない
かと私は解釈しています。
　実際、2019年にアメリカ糖尿病学会
から出てきた栄養学についてのコンセ
ンサスレポートでも、DKDのある糖
尿病の患者さんは一般健常者と蛋白の
摂取を変える必要はないといっていま
すので、そういった点からも私どもは
４期腎症でもたぶん大丈夫だと思って
います（表３）。もちろん、今は４期
腎症の方が糖質制限をするときにはか
なり注意深く腎機能をフォローアップ
しているという状況です。
　山内　一般の先生方が積極的にやる
のはまだ少しリスクがあるかもしれま
せんので、先生方がまず注意深くやり

表３　米国糖尿病学会
　　　コンセンサスレポート

The average daily level of protein in-
take for people with diabetes without 
kidney disease is typically 1-1.5g/kg 
body weight/day or 15-20% of total 
calories (45, 146). Evidence does not 
suggest that people with DKD need to 
restrict protein intake to less than the 
average protein intake.

Diabetes Care 2019, 42, 731-754
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カルシウムだ、リンだといった話も出
てくるかと思われます。このあたりは
いかがですか。
　山田　昔、MDRD試験で極端な蛋白
制限食で死ぬリスクが上がるという結
果が発表されたときに、2009年のアメ
リカンジャーナルキドニーディジーズ
のエディトリアルで蛋白制限の確定し
たメリットとしてリンが制限できる
（表４）、確定していないデメリットと
して死亡リスクが上がるということを
書いていましたが、リンの動きに関し
てはやはり注意深く見なければいけな
いと考えています。
　山内　そのあたりもまた今後という

ことですが、せっかくですので、先生
のご経験をもう少し掘り下げてうかが
いたいと思います。蛋白質には植物性、
動物性がありますが、いっときは植物
性中心に推奨されたのですが、最近は
バランスも重視されています。先生の
糖質制限ではどうなっているのでしょ
うか。
　山田　私どもは、お魚、お肉、大豆
製品、こういった蛋白源をすべてまん
べんなく、お好みに応じて食べてくだ
さい、変に偏ってしまうと何らかの問
題が起こり得るという懸念もあります
ので、どの蛋白源も大切に食べてくだ
さいという指導をしています（図３）。

表４　アメリカンジャーナルキドニーディジーズ

Table 1. Proven and Controversial Advantages and 
Disadvantages of Dietary Protein Restriction in CKD Patients

Advantages Disadvantages

Proven Decreased toxin load Predisposition to PEM

Slowing progression  
Better BP control

Complex diet  
Need for close supervision

Better phosphorus control Decreased muscle mass

Better H＋ control  
Improved insulin sensitivity
Improved proteinuria＊

Controversial Extending time to ESRD Possible weight gain

Increased mortality†

Abbreviations：BP, blood pressure；ESRD, end-stage renal disease；PEM, protein 
energy malnutrition. ＊In nephritic syndrome patients. †Very-low-protein diets only.

Am J Kidney Dis 2009, 53, 189-191

ながら、いろいろな経験を蓄積してい
く、そういうところでよいかと思いま
すね。
　山田　全くおっしゃるとおりだと思
います。
　山内　蛋白とは結局多くは肉ですか
ら、たくさん取った場合に、ほかにも
幾つかの問題点もあって、例えば鉄が
多く摂取される。これはいろいろな酸
化ストレスが増えてくるという批判も
あるようです。いかがでしょうか。
　山田　今のところ大きな問題として
取り上げられることはないと感じてい

ます。逆に、先ほど申し上げたような
0.6～0.8g/㎏という蛋白制限をするこ
とによって、かえって死ぬリスクが上
がるのではないかという仮説も立って
います（図２）。その意味では蛋白の
制限というよりは、少なくとも集団の
97.5％が必要としている推奨量は守っ
ておいたほうがいい。つまり、日本人
でいいますと一般的には0.9g/㎏、高
齢者では1.06g程度の蛋白摂取はキー
プしておくべきだと私は思っています。
　山内　先ほど実際には電解質の変動
はないということでしたが、理論上は

図２　蛋白制限のリスクはリン管理の利益を超え、
　　　かえって死亡率が上昇するかもしれない

Am J Clin Nutr 2008, 88, 1511-1518

Conclusions： The risk of controlling serum phosphorus by restricting 
dietary protein intake may outweigh the benefit of controlled 
phosphorus and may lead to greater mortality.

ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020） （107）  2726 （106） ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020）

2002本文.indd   26-27 2020/01/10   15:44



カルシウムだ、リンだといった話も出
てくるかと思われます。このあたりは
いかがですか。
　山田　昔、MDRD試験で極端な蛋白
制限食で死ぬリスクが上がるという結
果が発表されたときに、2009年のアメ
リカンジャーナルキドニーディジーズ
のエディトリアルで蛋白制限の確定し
たメリットとしてリンが制限できる
（表４）、確定していないデメリットと
して死亡リスクが上がるということを
書いていましたが、リンの動きに関し
てはやはり注意深く見なければいけな
いと考えています。
　山内　そのあたりもまた今後という

ことですが、せっかくですので、先生
のご経験をもう少し掘り下げてうかが
いたいと思います。蛋白質には植物性、
動物性がありますが、いっときは植物
性中心に推奨されたのですが、最近は
バランスも重視されています。先生の
糖質制限ではどうなっているのでしょ
うか。
　山田　私どもは、お魚、お肉、大豆
製品、こういった蛋白源をすべてまん
べんなく、お好みに応じて食べてくだ
さい、変に偏ってしまうと何らかの問
題が起こり得るという懸念もあります
ので、どの蛋白源も大切に食べてくだ
さいという指導をしています（図３）。

表４　アメリカンジャーナルキドニーディジーズ

Table 1. Proven and Controversial Advantages and 
Disadvantages of Dietary Protein Restriction in CKD Patients

Advantages Disadvantages

Proven Decreased toxin load Predisposition to PEM

Slowing progression  
Better BP control

Complex diet  
Need for close supervision

Better phosphorus control Decreased muscle mass

Better H＋ control  
Improved insulin sensitivity
Improved proteinuria＊

Controversial Extending time to ESRD Possible weight gain

Increased mortality†

Abbreviations：BP, blood pressure；ESRD, end-stage renal disease；PEM, protein 
energy malnutrition. ＊In nephritic syndrome patients. †Very-low-protein diets only.

Am J Kidney Dis 2009, 53, 189-191

ながら、いろいろな経験を蓄積してい
く、そういうところでよいかと思いま
すね。
　山田　全くおっしゃるとおりだと思
います。
　山内　蛋白とは結局多くは肉ですか
ら、たくさん取った場合に、ほかにも
幾つかの問題点もあって、例えば鉄が
多く摂取される。これはいろいろな酸
化ストレスが増えてくるという批判も
あるようです。いかがでしょうか。
　山田　今のところ大きな問題として
取り上げられることはないと感じてい

ます。逆に、先ほど申し上げたような
0.6～0.8g/㎏という蛋白制限をするこ
とによって、かえって死ぬリスクが上
がるのではないかという仮説も立って
います（図２）。その意味では蛋白の
制限というよりは、少なくとも集団の
97.5％が必要としている推奨量は守っ
ておいたほうがいい。つまり、日本人
でいいますと一般的には0.9g/㎏、高
齢者では1.06g程度の蛋白摂取はキー
プしておくべきだと私は思っています。
　山内　先ほど実際には電解質の変動
はないということでしたが、理論上は

図２　蛋白制限のリスクはリン管理の利益を超え、
　　　かえって死亡率が上昇するかもしれない

Am J Clin Nutr 2008, 88, 1511-1518

Conclusions： The risk of controlling serum phosphorus by restricting 
dietary protein intake may outweigh the benefit of controlled 
phosphorus and may lead to greater mortality.
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どの上昇も一つのマーカーになるとみ
てよいでしょうか。
　山田　その方に関しては、いきなり
クレアチニンから上がっていったので
すが、一般的に別の疾病を合併してい
る場合でなければ、BUNが上がって
きたということは、蛋白を処理しきれ
ていないというマーカーになると思い
ます。そのときには蛋白摂取を少し落
として、その分、しっかりと脂を食べ
なさいと指導することにしています。
　山内　食物繊維に関してはどのよう
にとらえたらよいでしょうか。
　山田　糖質だけを控えるべきで、本
来食物繊維はしっかり食べるべきなの
ですが、食べ方の下手な人では食物繊
維の摂取が減る場合があります。そう
いったときには、野菜を増やすとか、
最近では低糖質で食物繊維の豊富な主
食、そういう食品がたくさん販売され
ているので、積極的に選択するように
と指導しています。
　山内　こういったものはもうすでに
店頭にあるとみてよいわけですね。
　山田　はい。おっしゃるとおりです。
　山内　最後に、成功しやすい例、あ
るいはうまくいかない例でお聞きした

いのですが、やはり性格的なものもあ
るのでしょうね。
　山田　おっしゃるとおりです。成功
する方はもともとがある種グルメな方。
食べ物のためにはいろいろなものを探
しに行ける方はだいたいうまくいきま
す。逆に、何でもいい、とりあえず口
にしているという方はなかなか難しい
なと考えています。
　山内　蛋白質、脂質、結局のところ
はまんべんなく食べていっていいとい
うのが基本的なスタイルとみてよいで
しょうか。
　山田　はい。変に偏らせることなく、
その人のもともとの食習慣、食スタイ
ルをキープして、おかずを増やしてい
ただくのがよいと考えています。
　山内　私も昔、厚生労働省の調査班
でイヌイットが炭水化物、これは摂取
カロリー当たりですが、わずか８％だ
というのを調べたことがあります。こ
のあたりのところはまだまだわかって
いないところが多いと思いますので、
また今後ぜひ先生のご活躍で解明して
いただければと思っています。ありが
とうございました。

　山内　加工肉などはどうでしょうか。
　山田　加工肉に関しては何ともいえ
ないところがありますが、塩分などの
存在も含めて、確かに加工肉はデメリ
ットが何らかあるかもしれないのです
が、まずはおいしく、しっかりと召し
上がれる分には、偏らなければよいと
私たちは指導しています。
　山内　あと、先ほどから腎不全につ
いては慎重にということになってはい
るのですが、途中で腎臓が悪化してし

まうというケースがありますね。こう
いったあたり、注意すべきものとして
は何かありますか。
　山田　私どものところでついこの間、
急激にeGFRが低下してきた方を一人
経験しました。結局この方は腎臓の専
門医にお願いして、これから腎生検を
するところですが、おそらくは食事の
問題ではなくて、何らかの腎疾患を別
に発症したのだろうと考えています。
　山内　その場合は、例えばBUNな

図３

Nutr Metab 2006. 3, 23

標準体重１㎏当たり
2.1gという高蛋白食
で腎不全の進行が止
まったという一例報
告もある。

Cr換算式
88.4μmol/L＝１㎎/dL

糖質制限80～90g/d
たんぱく摂取　135g

PFC＝30：50：20
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どの上昇も一つのマーカーになるとみ
てよいでしょうか。
　山田　その方に関しては、いきなり
クレアチニンから上がっていったので
すが、一般的に別の疾病を合併してい
る場合でなければ、BUNが上がって
きたということは、蛋白を処理しきれ
ていないというマーカーになると思い
ます。そのときには蛋白摂取を少し落
として、その分、しっかりと脂を食べ
なさいと指導することにしています。
　山内　食物繊維に関してはどのよう
にとらえたらよいでしょうか。
　山田　糖質だけを控えるべきで、本
来食物繊維はしっかり食べるべきなの
ですが、食べ方の下手な人では食物繊
維の摂取が減る場合があります。そう
いったときには、野菜を増やすとか、
最近では低糖質で食物繊維の豊富な主
食、そういう食品がたくさん販売され
ているので、積極的に選択するように
と指導しています。
　山内　こういったものはもうすでに
店頭にあるとみてよいわけですね。
　山田　はい。おっしゃるとおりです。
　山内　最後に、成功しやすい例、あ
るいはうまくいかない例でお聞きした

いのですが、やはり性格的なものもあ
るのでしょうね。
　山田　おっしゃるとおりです。成功
する方はもともとがある種グルメな方。
食べ物のためにはいろいろなものを探
しに行ける方はだいたいうまくいきま
す。逆に、何でもいい、とりあえず口
にしているという方はなかなか難しい
なと考えています。
　山内　蛋白質、脂質、結局のところ
はまんべんなく食べていっていいとい
うのが基本的なスタイルとみてよいで
しょうか。
　山田　はい。変に偏らせることなく、
その人のもともとの食習慣、食スタイ
ルをキープして、おかずを増やしてい
ただくのがよいと考えています。
　山内　私も昔、厚生労働省の調査班
でイヌイットが炭水化物、これは摂取
カロリー当たりですが、わずか８％だ
というのを調べたことがあります。こ
のあたりのところはまだまだわかって
いないところが多いと思いますので、
また今後ぜひ先生のご活躍で解明して
いただければと思っています。ありが
とうございました。

　山内　加工肉などはどうでしょうか。
　山田　加工肉に関しては何ともいえ
ないところがありますが、塩分などの
存在も含めて、確かに加工肉はデメリ
ットが何らかあるかもしれないのです
が、まずはおいしく、しっかりと召し
上がれる分には、偏らなければよいと
私たちは指導しています。
　山内　あと、先ほどから腎不全につ
いては慎重にということになってはい
るのですが、途中で腎臓が悪化してし

まうというケースがありますね。こう
いったあたり、注意すべきものとして
は何かありますか。
　山田　私どものところでついこの間、
急激にeGFRが低下してきた方を一人
経験しました。結局この方は腎臓の専
門医にお願いして、これから腎生検を
するところですが、おそらくは食事の
問題ではなくて、何らかの腎疾患を別
に発症したのだろうと考えています。
　山内　その場合は、例えばBUNな
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標準体重１㎏当たり
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で腎不全の進行が止
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告もある。
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れも紙やすりがついていて、紙やすり
で爪床がむき出しになるくらい爪を削
れば、治療効果が期待できるというも
のです。
　池田　一方、エフィナコナゾールは
市場に出てもう３年弱、それと治験も
含めて、どのくらいの効果があるので
しょうか。
　渡辺　今まで爪白癬に対して多くの
外用抗真菌薬の臨床試験が行われまし
たが、ことごとく失敗していたため、
エフィナコナゾールは混濁面積が50％
以下のものを対象としています。治療
成績は、エフィナコナゾールを48週毎
日外用して、その後52週で判定すると
治癒率は17％でした。その結果を受け
て日本、アメリカ、カナダで認可され
ました。しかし最近、日本で爪の混濁
比が50％以上の爪白癬に使用しても治
癒率が17％だったことから、長期に外
用を続ければ、爪の混濁比が高い爪白
癬にも有効であることが示されました。
　あと一つ、日本の医師が誤解してい
るのは、薬の有効率を改善率に置き換
えていることです。つまり今までは半
年ほど治療して、どれほど改善したか
を著効、有効、やや有効などと判定し、
有効以上の割合を有効率として判定し
ていました。しかし世界では、感染症
は治ったかどうかを見る治癒率で評価
するのが抗感染症薬の正しい評価法で
す。症状が改善しても、治らなかった
ら抗感染症薬として失格です。つまり、

薬によってそれぞれ有効率の判定方法
が変わります。例えば抗がん剤の場合
はがんを治癒するのではなく、どれだ
け生命的予後を延ばしたかどうか。そ
れから高血圧の薬は、その薬をのむこ
とによって生命的予後、つまり脳卒中
とか心筋梗塞のリスクがどれだけ下が
ったかということで有効率を判定しま
す。
　そうすると、エフィナコナゾールの
治癒率は17％と、低いように見えます
が、イトラコナゾールを３パルス投与
しても治癒率はたかだか30％です。テ
ルビナフィン塩酸塩だと日本では125
㎎/日と海外（中国、韓国を含む）の
半分の投与量しか認可されていないの
で、６カ月内服しても治癒率は50％程
度と考えられます。ですから、エフィ
ナコナゾールの治癒率が低いようです
が、長期間外用すれば経口薬と遜色が
ないかもしれません。実際にアメリカ
の爪真菌症の専門家はイトラコナゾー
ルに勝つのではないかということを言
っています。さらに外用薬は、内服薬
と比べれば副作用は圧倒的に少なくて、
薬物相互作用がない点は、経口薬に勝
ると思います。
　それから、爪白癬では縦の線状の混
濁（longitudinal spike）が見られること
があり、これを日本では楔状の混濁と
称していることがあります。問題は経
口抗真菌薬では、この楔状の混濁とか、
爪の表面が白くなるsuperficial white 

帝京大学名誉教授／帝京大学医真菌研究センター名誉教授
渡　辺　晋　一

（聞き手　池田志斈）

　爪白癬の最近の治療法について、ご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

爪白癬、最近の治療法

　池田　爪白癬に、何か新しい治療法
ができたという話で、数年前から外用
薬が出たとうかがいました。
　渡辺　爪白癬専用の外用剤が２剤出
て、最近ホスラブコナゾール L-リシン
エタノール付加物という経口剤が発売
されました。エフィナコナゾールは数
年前に発売された外用抗真菌薬で、世
界で最初の爪白癬に有効な外用剤と言
っても過言ではありません。そしてエ
フィナコナゾールは日本とカナダとア
メリカで認可されています。しかしヨ
ーロッパではまだ発売されていません。
ヨーロッパでは昔からネイルラッカー
タイプの外用薬がありますが、爪白癬
に効果が乏しいためにイギリスのガイ
ドラインでは外用抗真菌剤はごく初期
の爪白癬の治療に限られると記載され
ています。そのガイドラインを根拠に
して、今でも外用抗真菌剤は爪白癬に

効果がないと、スポンサードセミナー
等で繰り返し述べている日本の医師が
います。しかしカナダのガイドライン
では、中等度以下であれば爪真菌症治
療に外用剤を使用するとなっています。
　池田　イギリスは昔からネイルラッ
カーに抗真菌薬が入ったようなものが
あったのですね。
　渡辺　ネイルラッカータイプの抗真
菌薬は世界で使用されていますが、い
ずれも二重盲検比較試験でその有効性
が確かめられたものはありません。実
際に日本や米国でネイルラッカータイ
プの外用抗真菌薬の二重盲検比較試験
が行われましたが、プラセボとの有意
差が認められませんでした。ヨーロッ
パでは抗真菌剤が入っているから効く
のではないかと、臨床試験なしで認可
されている薬剤です。これらのネイル
ラッカータイプの外用抗真菌薬はいず

ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020） （111）  3130 （110） ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020）

2002本文.indd   31 2020/01/10   15:44



れも紙やすりがついていて、紙やすり
で爪床がむき出しになるくらい爪を削
れば、治療効果が期待できるというも
のです。
　池田　一方、エフィナコナゾールは
市場に出てもう３年弱、それと治験も
含めて、どのくらいの効果があるので
しょうか。
　渡辺　今まで爪白癬に対して多くの
外用抗真菌薬の臨床試験が行われまし
たが、ことごとく失敗していたため、
エフィナコナゾールは混濁面積が50％
以下のものを対象としています。治療
成績は、エフィナコナゾールを48週毎
日外用して、その後52週で判定すると
治癒率は17％でした。その結果を受け
て日本、アメリカ、カナダで認可され
ました。しかし最近、日本で爪の混濁
比が50％以上の爪白癬に使用しても治
癒率が17％だったことから、長期に外
用を続ければ、爪の混濁比が高い爪白
癬にも有効であることが示されました。
　あと一つ、日本の医師が誤解してい
るのは、薬の有効率を改善率に置き換
えていることです。つまり今までは半
年ほど治療して、どれほど改善したか
を著効、有効、やや有効などと判定し、
有効以上の割合を有効率として判定し
ていました。しかし世界では、感染症
は治ったかどうかを見る治癒率で評価
するのが抗感染症薬の正しい評価法で
す。症状が改善しても、治らなかった
ら抗感染症薬として失格です。つまり、

薬によってそれぞれ有効率の判定方法
が変わります。例えば抗がん剤の場合
はがんを治癒するのではなく、どれだ
け生命的予後を延ばしたかどうか。そ
れから高血圧の薬は、その薬をのむこ
とによって生命的予後、つまり脳卒中
とか心筋梗塞のリスクがどれだけ下が
ったかということで有効率を判定しま
す。
　そうすると、エフィナコナゾールの
治癒率は17％と、低いように見えます
が、イトラコナゾールを３パルス投与
しても治癒率はたかだか30％です。テ
ルビナフィン塩酸塩だと日本では125
㎎/日と海外（中国、韓国を含む）の
半分の投与量しか認可されていないの
で、６カ月内服しても治癒率は50％程
度と考えられます。ですから、エフィ
ナコナゾールの治癒率が低いようです
が、長期間外用すれば経口薬と遜色が
ないかもしれません。実際にアメリカ
の爪真菌症の専門家はイトラコナゾー
ルに勝つのではないかということを言
っています。さらに外用薬は、内服薬
と比べれば副作用は圧倒的に少なくて、
薬物相互作用がない点は、経口薬に勝
ると思います。
　それから、爪白癬では縦の線状の混
濁（longitudinal spike）が見られること
があり、これを日本では楔状の混濁と
称していることがあります。問題は経
口抗真菌薬では、この楔状の混濁とか、
爪の表面が白くなるsuperficial white 

帝京大学名誉教授／帝京大学医真菌研究センター名誉教授
渡　辺　晋　一

（聞き手　池田志斈）

　爪白癬の最近の治療法について、ご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

爪白癬、最近の治療法

　池田　爪白癬に、何か新しい治療法
ができたという話で、数年前から外用
薬が出たとうかがいました。
　渡辺　爪白癬専用の外用剤が２剤出
て、最近ホスラブコナゾール L-リシン
エタノール付加物という経口剤が発売
されました。エフィナコナゾールは数
年前に発売された外用抗真菌薬で、世
界で最初の爪白癬に有効な外用剤と言
っても過言ではありません。そしてエ
フィナコナゾールは日本とカナダとア
メリカで認可されています。しかしヨ
ーロッパではまだ発売されていません。
ヨーロッパでは昔からネイルラッカー
タイプの外用薬がありますが、爪白癬
に効果が乏しいためにイギリスのガイ
ドラインでは外用抗真菌剤はごく初期
の爪白癬の治療に限られると記載され
ています。そのガイドラインを根拠に
して、今でも外用抗真菌剤は爪白癬に

効果がないと、スポンサードセミナー
等で繰り返し述べている日本の医師が
います。しかしカナダのガイドライン
では、中等度以下であれば爪真菌症治
療に外用剤を使用するとなっています。
　池田　イギリスは昔からネイルラッ
カーに抗真菌薬が入ったようなものが
あったのですね。
　渡辺　ネイルラッカータイプの抗真
菌薬は世界で使用されていますが、い
ずれも二重盲検比較試験でその有効性
が確かめられたものはありません。実
際に日本や米国でネイルラッカータイ
プの外用抗真菌薬の二重盲検比較試験
が行われましたが、プラセボとの有意
差が認められませんでした。ヨーロッ
パでは抗真菌剤が入っているから効く
のではないかと、臨床試験なしで認可
されている薬剤です。これらのネイル
ラッカータイプの外用抗真菌薬はいず
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60％程度です。そのため治癒率を上げ
るためには３カ月以上の投与が必要と
思われますが、添付文書には１日１回
ラブコナゾールとして100㎎を12週間
経口投与すると記載されています。そ
のため、内服終了後はエフィナコナゾ
ールやルリコナゾール５％含有の爪白
癬専用外用薬は必須となりますが、保
険の審査員はこれを認めないと言って
います。
　ホスラブコナゾール L-リシンエタノ
ール付加物は発売されて１年になりま
すが、他の経口薬との比較が行われて
いないので、優劣はわかりませんが、
イトラコナゾールより薬剤相互作用は
少なく、テルビナフィン塩酸塩より副
作用が少ないようです。しかしまだ発
売されて１年もたっていませんが、重
症薬疹であるStevens-Johnson症候群
（SJS）の報告が何例かありましたので、
気をつけたほうがいいかもしれません。
しかし一番問題なのは、初期のDLSO
を楔状の混濁と判定して、ホスラブコ
ナゾール L-リシンエタノール付加物は
楔状の爪白癬にも有効という講演が行
われていたことです。
　池田　外用は２種類あるとうかがっ
たのですが、それぞれどういう特徴が
あるのでしょうか。
　渡辺　エフィナコナゾールとルリコ
ナゾール５％含有の爪白癬専用外用薬
がありますが、ルリコナゾール５％含
有の爪白癬専用外用薬は今のところ日

本でしか認可されていません。エフィ
ナコナゾールはアメリカとカナダと日
本の国際共同治験で認可された薬剤で
す。現在、韓国でも発売されており、
今後他のアジア諸国でも発売されるか
もしれません。両者の比較試験がない
ので、どっちが良いかわかりませんが、
ルリコナゾール５％含有の爪白癬専用
外用薬の薬価はエフィナコナゾールの
2/3ぐらいですので、それがルリコナ
ゾール５％含有の爪白癬専用外用薬の
特徴かもしれません。
　池田　この２つの外用剤を投与する
前に注意すべき点は何なのでしょうか。
　渡辺　爪白癬の診断を確定せずに治
療が開始されていることです。そのた
め、エフィナコナゾール、ルリコナゾ
ール５％含有の爪白癬専用外用薬、ホ
スラブコナゾール L-リシンエタノール
付加物などの場合は直接鏡検等で爪白
癬であることを確認してから投与しな
さいと、わざわざ添付文書に書いてあ
るのです。最初それを見たときは非常
にびっくりしました。なぜならば、ド
クターに糖尿病であることを確認して
から糖尿病薬を出してくださいと言っ
ているようなものですからね。糖尿病
の診断は皆きちんとやっているとは思
うのですが、爪白癬は診断が正確に行
われずに、抗真菌剤が投与されている
症例が非常に多いことの裏返しだと思
われます。
　私が大学病院にいたときには、爪白

onychomycosis（SWO）には、効果が
ないことです。さらに爪白癬治療のた
めに経口抗真菌薬で治療をしていると、
一部が縦に線状の混濁として残ること
があり、このような楔状の混濁もその
後、経口薬を継続しても治りません。
そのため今までは、このような爪病変
に対し、爪切りなどでこの楔形の混濁
を物理的に除去するなどの処置をしな
いかぎり治癒しなかったのですが、エ
フィナコナゾール、ルリコナゾール５
％含有の爪白癬専用外用薬は楔状の混
濁には治療効果が高いことがわかって
きました。そういう意味では内服と外
用をうまく組み合わせる、あるいは併
用すれば、爪白癬の治癒率をほぼ100
％に持っていくことが可能だと思われ
ます。しかし保険審査員は内服と外用
の併用はもちろん、経口薬の内服終了
後にエフィナコナゾール、ルリコナゾ
ール５％含有の爪白癬専用外用薬を保
険では認めないということです。その
一方でテルビナフィン塩酸塩やイトラ
コナゾールを内服している患者さんに
足白癬の外用薬の併用を認めています。
しかし、これらの経口抗真菌薬は足白
癬にも有効ですので、抗真菌薬の外用
は全く無駄な治療ということになりま
す。
　あと一つ内服薬と外用薬の違いは、
内服薬の場合は、内服することで爪床
から、つまり爪の下面から薬剤が広範
囲に浸透するので、患者さんは治療効

果を早く実感できます。ところが外用
剤の場合は、爪白癬で一番頻度が高く、
爪の先端もしくは側縁から始まるDLSO
という病型は、爪の先端から外用剤を
垂らし込むようにして使用しないと良
くなりません。しかし爪の先から垂ら
しこむように外用しても、なかなか爪
の根本まで薬剤が浸透しないので時間
がかかり、治癒するまで１年とか１年
半は外用剤を使い続けなければならな
いと思われます。その代わり、外用薬
は楔状の混濁とかSWOに効く。内服
薬は早く改善が認められるが、楔状と
かSWOに効かないということです。
　それから、日本でもテルビナフィン
塩酸塩が認可されています。日本の場
合は125㎎/日の投与量なので、若い人
は半年ぐらいで治癒することがありま
すが、高齢者の方は（爪白癬は高齢者
に圧倒的に多い）、１年あるいは１年
以上内服しないと治癒しません。そう
いう点からすると、治療期間は外用剤
とそれほど変わらないかもしれません。
そのため、最初は治療効果がわかりや
すい内服薬を投与して、その後、外用
剤を処方するとか、あるいは最初から
外用薬を併用したほうが良いかもしれ
ません。
　最近ホスラブコナゾール L-リシンエ
タノール付加物というアゾール系の経
口抗真菌薬が認可されました。この薬
剤は３カ月連続投与すると、爪白癬は
改善しますが、48週後の治癒率は40～
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60％程度です。そのため治癒率を上げ
るためには３カ月以上の投与が必要と
思われますが、添付文書には１日１回
ラブコナゾールとして100㎎を12週間
経口投与すると記載されています。そ
のため、内服終了後はエフィナコナゾ
ールやルリコナゾール５％含有の爪白
癬専用外用薬は必須となりますが、保
険の審査員はこれを認めないと言って
います。
　ホスラブコナゾール L-リシンエタノ
ール付加物は発売されて１年になりま
すが、他の経口薬との比較が行われて
いないので、優劣はわかりませんが、
イトラコナゾールより薬剤相互作用は
少なく、テルビナフィン塩酸塩より副
作用が少ないようです。しかしまだ発
売されて１年もたっていませんが、重
症薬疹であるStevens-Johnson症候群
（SJS）の報告が何例かありましたので、
気をつけたほうがいいかもしれません。
しかし一番問題なのは、初期のDLSO
を楔状の混濁と判定して、ホスラブコ
ナゾール L-リシンエタノール付加物は
楔状の爪白癬にも有効という講演が行
われていたことです。
　池田　外用は２種類あるとうかがっ
たのですが、それぞれどういう特徴が
あるのでしょうか。
　渡辺　エフィナコナゾールとルリコ
ナゾール５％含有の爪白癬専用外用薬
がありますが、ルリコナゾール５％含
有の爪白癬専用外用薬は今のところ日

本でしか認可されていません。エフィ
ナコナゾールはアメリカとカナダと日
本の国際共同治験で認可された薬剤で
す。現在、韓国でも発売されており、
今後他のアジア諸国でも発売されるか
もしれません。両者の比較試験がない
ので、どっちが良いかわかりませんが、
ルリコナゾール５％含有の爪白癬専用
外用薬の薬価はエフィナコナゾールの
2/3ぐらいですので、それがルリコナ
ゾール５％含有の爪白癬専用外用薬の
特徴かもしれません。
　池田　この２つの外用剤を投与する
前に注意すべき点は何なのでしょうか。
　渡辺　爪白癬の診断を確定せずに治
療が開始されていることです。そのた
め、エフィナコナゾール、ルリコナゾ
ール５％含有の爪白癬専用外用薬、ホ
スラブコナゾール L-リシンエタノール
付加物などの場合は直接鏡検等で爪白
癬であることを確認してから投与しな
さいと、わざわざ添付文書に書いてあ
るのです。最初それを見たときは非常
にびっくりしました。なぜならば、ド
クターに糖尿病であることを確認して
から糖尿病薬を出してくださいと言っ
ているようなものですからね。糖尿病
の診断は皆きちんとやっているとは思
うのですが、爪白癬は診断が正確に行
われずに、抗真菌剤が投与されている
症例が非常に多いことの裏返しだと思
われます。
　私が大学病院にいたときには、爪白

onychomycosis（SWO）には、効果が
ないことです。さらに爪白癬治療のた
めに経口抗真菌薬で治療をしていると、
一部が縦に線状の混濁として残ること
があり、このような楔状の混濁もその
後、経口薬を継続しても治りません。
そのため今までは、このような爪病変
に対し、爪切りなどでこの楔形の混濁
を物理的に除去するなどの処置をしな
いかぎり治癒しなかったのですが、エ
フィナコナゾール、ルリコナゾール５
％含有の爪白癬専用外用薬は楔状の混
濁には治療効果が高いことがわかって
きました。そういう意味では内服と外
用をうまく組み合わせる、あるいは併
用すれば、爪白癬の治癒率をほぼ100
％に持っていくことが可能だと思われ
ます。しかし保険審査員は内服と外用
の併用はもちろん、経口薬の内服終了
後にエフィナコナゾール、ルリコナゾ
ール５％含有の爪白癬専用外用薬を保
険では認めないということです。その
一方でテルビナフィン塩酸塩やイトラ
コナゾールを内服している患者さんに
足白癬の外用薬の併用を認めています。
しかし、これらの経口抗真菌薬は足白
癬にも有効ですので、抗真菌薬の外用
は全く無駄な治療ということになりま
す。
　あと一つ内服薬と外用薬の違いは、
内服薬の場合は、内服することで爪床
から、つまり爪の下面から薬剤が広範
囲に浸透するので、患者さんは治療効

果を早く実感できます。ところが外用
剤の場合は、爪白癬で一番頻度が高く、
爪の先端もしくは側縁から始まるDLSO
という病型は、爪の先端から外用剤を
垂らし込むようにして使用しないと良
くなりません。しかし爪の先から垂ら
しこむように外用しても、なかなか爪
の根本まで薬剤が浸透しないので時間
がかかり、治癒するまで１年とか１年
半は外用剤を使い続けなければならな
いと思われます。その代わり、外用薬
は楔状の混濁とかSWOに効く。内服
薬は早く改善が認められるが、楔状と
かSWOに効かないということです。
　それから、日本でもテルビナフィン
塩酸塩が認可されています。日本の場
合は125㎎/日の投与量なので、若い人
は半年ぐらいで治癒することがありま
すが、高齢者の方は（爪白癬は高齢者
に圧倒的に多い）、１年あるいは１年
以上内服しないと治癒しません。そう
いう点からすると、治療期間は外用剤
とそれほど変わらないかもしれません。
そのため、最初は治療効果がわかりや
すい内服薬を投与して、その後、外用
剤を処方するとか、あるいは最初から
外用薬を併用したほうが良いかもしれ
ません。
　最近ホスラブコナゾール L-リシンエ
タノール付加物というアゾール系の経
口抗真菌薬が認可されました。この薬
剤は３カ月連続投与すると、爪白癬は
改善しますが、48週後の治癒率は40～
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す。さらに、治療効果があって改善し
ているのであれば、完治するまで、治
療を継続するべきです。しかし皮膚科
の保険審査員はテルビナフィン塩酸塩
は一律６カ月を超える投与を保険で認
めていないということです。そうする
と、50％は治りきらず、再燃します。
治癒させないとまた治療を開始しなけ
ればならないため、さらなる医療費が
かかりますし、耐性菌を増やす可能性
があります。さらにエフィナコナゾー
ルやルリコナゾール５％含有の爪白癬

専用外用薬以前の水虫の外用薬は爪白
癬には保険の適用がなく、また爪白癬
に有効とのデータもありません。しか
し保険審査員は、これらの外用薬の爪
白癬に対する保険適用外使用を古くか
ら認めており、年間何十億円の医療費
の無駄遣いになっています。保険審査
員が適切な審査をやらないと、わが国
の医療費のさらなる高騰を招くことに
なりますし、耐性菌を増やす要因にな
るのではないかと思われます。
　池田　ありがとうございました。
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癬の治療を受けているが、良くならな
いという患者さんが多く来院しました。
そしてその患者さんを診察すると、ほ
ぼ全例診断が間違えているのです。お
そらく爪白癬を診断するための直接鏡
検が正確になされていないためと思わ
れます。真菌がいる部位から検体を採
取しないと真菌は見つからないのです
が、直接鏡検のサンプリングをする部
位を知らない先生が大学病院でも大勢
いるのではないかと思われます。
　具体的には、爪白癬病型の一つであ
るSWOは、それほど頻度は高くない
のですが、白くなった爪の表面を削れ
ば簡単に真菌は見つかります。しかし
最も頻度が高いDLSOは、爪甲剝離し
ている爪を切り取って、正常爪と混濁
した爪の境界に近いところの病変部の
爪床、つまり爪の奧の皮膚側のところ
を採取しないと真菌は見つかりません
（図）。しかし学会では、直接鏡検で真
菌が見つかる爪白癬は50％と言ってい
る医師がいますので、このような医師
は真菌の採取部位をよく知らないのか
もしれません。
　爪から検体を採取しても真菌が見つ
からない場合は、爪白癬でないか、あ
るいは検体採取する部位を間違えてい
るかです。だから、真菌が見つからな
いかぎりは治療を開始すべきではあり
ません。これはイギリスのガイドライ
ンでも昔から強調されています。
　池田　診断をうやむやにしないで、

確定診断してこの外用薬を使ってくだ
さいということですね。
　渡辺　もし治療をして、何カ月やっ
ても全く効果がなかったら、診断の見
直しを行ったほうがいいということで

図　DLSOの発症機序と検体採取部位

DLSOでは白癬菌は足白癬病巣の角層
から爪床に侵入して、爪の基部に向か
って増殖する。その結果、爪は混濁・
肥厚し、爪甲下は脆くなる。爪甲下角
質増殖部が崩壊すると爪甲剝離の状態
となる。一方爪床に寄生した白癬菌は、
爪の伸長とともに爪甲の下層から上層
あるいは爪の先端部に押し上げられる
ように移動するが、それらの真菌は水
分含有量が少ない爪甲に存在するため、
変性していることが多く、培養しても
陰性のことが多い。そのため爪切りで
爪甲剝離部位を除去し、できるだけ爪
の基部に近いところ、深部（爪床に近
い部位）を検査材料としないと、生き
の良い真菌は見つからない。
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す。さらに、治療効果があって改善し
ているのであれば、完治するまで、治
療を継続するべきです。しかし皮膚科
の保険審査員はテルビナフィン塩酸塩
は一律６カ月を超える投与を保険で認
めていないということです。そうする
と、50％は治りきらず、再燃します。
治癒させないとまた治療を開始しなけ
ればならないため、さらなる医療費が
かかりますし、耐性菌を増やす可能性
があります。さらにエフィナコナゾー
ルやルリコナゾール５％含有の爪白癬

専用外用薬以前の水虫の外用薬は爪白
癬には保険の適用がなく、また爪白癬
に有効とのデータもありません。しか
し保険審査員は、これらの外用薬の爪
白癬に対する保険適用外使用を古くか
ら認めており、年間何十億円の医療費
の無駄遣いになっています。保険審査
員が適切な審査をやらないと、わが国
の医療費のさらなる高騰を招くことに
なりますし、耐性菌を増やす要因にな
るのではないかと思われます。
　池田　ありがとうございました。
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癬の治療を受けているが、良くならな
いという患者さんが多く来院しました。
そしてその患者さんを診察すると、ほ
ぼ全例診断が間違えているのです。お
そらく爪白癬を診断するための直接鏡
検が正確になされていないためと思わ
れます。真菌がいる部位から検体を採
取しないと真菌は見つからないのです
が、直接鏡検のサンプリングをする部
位を知らない先生が大学病院でも大勢
いるのではないかと思われます。
　具体的には、爪白癬病型の一つであ
るSWOは、それほど頻度は高くない
のですが、白くなった爪の表面を削れ
ば簡単に真菌は見つかります。しかし
最も頻度が高いDLSOは、爪甲剝離し
ている爪を切り取って、正常爪と混濁
した爪の境界に近いところの病変部の
爪床、つまり爪の奧の皮膚側のところ
を採取しないと真菌は見つかりません
（図）。しかし学会では、直接鏡検で真
菌が見つかる爪白癬は50％と言ってい
る医師がいますので、このような医師
は真菌の採取部位をよく知らないのか
もしれません。
　爪から検体を採取しても真菌が見つ
からない場合は、爪白癬でないか、あ
るいは検体採取する部位を間違えてい
るかです。だから、真菌が見つからな
いかぎりは治療を開始すべきではあり
ません。これはイギリスのガイドライ
ンでも昔から強調されています。
　池田　診断をうやむやにしないで、

確定診断してこの外用薬を使ってくだ
さいということですね。
　渡辺　もし治療をして、何カ月やっ
ても全く効果がなかったら、診断の見
直しを行ったほうがいいということで

図　DLSOの発症機序と検体採取部位

DLSOでは白癬菌は足白癬病巣の角層
から爪床に侵入して、爪の基部に向か
って増殖する。その結果、爪は混濁・
肥厚し、爪甲下は脆くなる。爪甲下角
質増殖部が崩壊すると爪甲剝離の状態
となる。一方爪床に寄生した白癬菌は、
爪の伸長とともに爪甲の下層から上層
あるいは爪の先端部に押し上げられる
ように移動するが、それらの真菌は水
分含有量が少ない爪甲に存在するため、
変性していることが多く、培養しても
陰性のことが多い。そのため爪切りで
爪甲剝離部位を除去し、できるだけ爪
の基部に近いところ、深部（爪床に近
い部位）を検査材料としないと、生き
の良い真菌は見つからない。
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分と考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　単回で終わる方と、場合によ
っては３回以上という方もいらっしゃ
るようですが、これらの方ではバック
グラウンドが違うのでしょうか。
　新島　単発または３回以内の人は遺
伝的な素因、つまり、両親のどちらか
が熱性痙攣があって、熱が出たときに
痙攣を起こしやすいタイプの方です。
熱性痙攣が３回以上の人は10人中１人、
つまり、100人中10人ですが、その中
の３人、全体の３％がてんかん、100
人中７人（７％）が熱性痙攣の複雑型
といわれていますので、繰り返す場合
はバックグラウンドにてんかんがない
かをきちんと考慮しなければいけない
ことになります。
　山内　むしろ熱性痙攣よりはてんか
んと考えてよいのでしょうか。
　新島　そうですね。例えば、てんか
んと熱性痙攣の違いですと、熱性痙攣
は時間が短かったり、単発だったり、
痙攣が両側性で左右差がなかったりし
ます。てんかんの場合は意識障害の時
間が長かったり、左右差があったり、
１回の痙攣時間が長かったりと、怪し
い症状があると、てんかんを疑って脳
波検査を勧めることになると思います。
　山内　より複雑な感じで出てくるの
ですね。
　新島　そうです。
　山内　脳波はとれればとったほうが

よいのでしょうか。
　新島　全員とる必要はないことも今
度できた2015年のガイドラインに載っ
ています。熱性痙攣の頻度は欧米では
３％、日本では７％といわれています
ので、日本人の７％の方が、全員脳波
をとると脳波室がパンク状態となり、
たいへんなことになるので、①痙攣発
作を繰り返す人、②痙攣に左右差があ
る人、③１回の痙攣時間や意識消失時
間が長い人など、そういう特徴的な、
普通の熱性痙攣と違う症状がある方を
セレクトして脳波をとるのが、今日本
の趨勢だと思います。
　山内　少し戻りますが、初めに一生
に１回や３回以内のタイプの方は、遺
伝的なものがあるのではないかという
話が出ましたが、遺伝が関係するもの
なのでしょうか。
　新島　お父様、お母様のどちらかが
熱性痙攣があるとか、両親ともにある
という方はやはり多いです。遺伝的な
ものを疑わせるものとして、欧米の熱
性痙攣の頻度が３％、日本の熱性痙攣
の頻度が７％、世界で一番多いグアム
島が15％というデータがありますので、
小さい島国で、いろいろな人ではなく、
なるべく同じ単一民族同士で結婚して
いる人が頻度が多いということは、や
はり遺伝的な素因を裏づけるデータで
はないかと思います。
　山内　メカニズムについてはなかな
か解明は難しいのかもしれませんが、

順天堂大学名誉教授
新　島　新　一

（聞き手　山内俊一）

　熱性痙攣に対するDZP坐薬の予防投与についてご教示ください。
　１病日　発熱に気づき、すぐにDZP坐薬を１回目挿肛、22時。
　２病日　発熱持続し、DZP坐薬の２回目挿肛、７時。午後から解熱。
　３病日　日中は発熱なし。20時に再度発熱に気づく。
　上記のような場合に、
　１．３回目はいつ挿肛すべきでしょうか？
　２．あらたな発熱と考えて、３病日の20時に挿肛すべきか？
　３．  ３病日の20時に挿肛した場合（３回目）、発熱持続時はその８時間後に

４回目の挿肛を行うべきか？
　４．３病日の20時に挿肛しない場合、その後の対処は？

　「熱性けいれん診療ガイドライン　2015」p55　６行目に「三浦らの検討か
ら８時間後に追加投与を行えば、ジアゼパム濃度は36～48時間治療域内に保
たれることが判明しており、」との記載があります。
　熱性けいれんをたびたび起こすため、発作を非常に心配されている保護者 

（日中預かり世話をする祖父母）へ、どのようにDZP坐薬使用を説明、指導す
べきでしょうか。
 ＜大分県開業医＞

熱性痙攣に対するDZP坐薬の予防投与

　山内　熱性痙攣は一般的には１回だ
けで終わるような気もするのですが、
再発の頻度はいかがでしょうか。
　新島　一般的な頻度で申しますと、
一生の間で１回だけある熱性痙攣とい

う方はだいたい50％、約半分といわれ
ていて、２回起こす熱性痙攣というの
は40％、３回以上の人は残りの10％と
いうことになります。ですから、頻度
的には１回で終わる人が熱性痙攣の半
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分と考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　単回で終わる方と、場合によ
っては３回以上という方もいらっしゃ
るようですが、これらの方ではバック
グラウンドが違うのでしょうか。
　新島　単発または３回以内の人は遺
伝的な素因、つまり、両親のどちらか
が熱性痙攣があって、熱が出たときに
痙攣を起こしやすいタイプの方です。
熱性痙攣が３回以上の人は10人中１人、
つまり、100人中10人ですが、その中
の３人、全体の３％がてんかん、100
人中７人（７％）が熱性痙攣の複雑型
といわれていますので、繰り返す場合
はバックグラウンドにてんかんがない
かをきちんと考慮しなければいけない
ことになります。
　山内　むしろ熱性痙攣よりはてんか
んと考えてよいのでしょうか。
　新島　そうですね。例えば、てんか
んと熱性痙攣の違いですと、熱性痙攣
は時間が短かったり、単発だったり、
痙攣が両側性で左右差がなかったりし
ます。てんかんの場合は意識障害の時
間が長かったり、左右差があったり、
１回の痙攣時間が長かったりと、怪し
い症状があると、てんかんを疑って脳
波検査を勧めることになると思います。
　山内　より複雑な感じで出てくるの
ですね。
　新島　そうです。
　山内　脳波はとれればとったほうが

よいのでしょうか。
　新島　全員とる必要はないことも今
度できた2015年のガイドラインに載っ
ています。熱性痙攣の頻度は欧米では
３％、日本では７％といわれています
ので、日本人の７％の方が、全員脳波
をとると脳波室がパンク状態となり、
たいへんなことになるので、①痙攣発
作を繰り返す人、②痙攣に左右差があ
る人、③１回の痙攣時間や意識消失時
間が長い人など、そういう特徴的な、
普通の熱性痙攣と違う症状がある方を
セレクトして脳波をとるのが、今日本
の趨勢だと思います。
　山内　少し戻りますが、初めに一生
に１回や３回以内のタイプの方は、遺
伝的なものがあるのではないかという
話が出ましたが、遺伝が関係するもの
なのでしょうか。
　新島　お父様、お母様のどちらかが
熱性痙攣があるとか、両親ともにある
という方はやはり多いです。遺伝的な
ものを疑わせるものとして、欧米の熱
性痙攣の頻度が３％、日本の熱性痙攣
の頻度が７％、世界で一番多いグアム
島が15％というデータがありますので、
小さい島国で、いろいろな人ではなく、
なるべく同じ単一民族同士で結婚して
いる人が頻度が多いということは、や
はり遺伝的な素因を裏づけるデータで
はないかと思います。
　山内　メカニズムについてはなかな
か解明は難しいのかもしれませんが、

順天堂大学名誉教授
新　島　新　一

（聞き手　山内俊一）

　熱性痙攣に対するDZP坐薬の予防投与についてご教示ください。
　１病日　発熱に気づき、すぐにDZP坐薬を１回目挿肛、22時。
　２病日　発熱持続し、DZP坐薬の２回目挿肛、７時。午後から解熱。
　３病日　日中は発熱なし。20時に再度発熱に気づく。
　上記のような場合に、
　１．３回目はいつ挿肛すべきでしょうか？
　２．あらたな発熱と考えて、３病日の20時に挿肛すべきか？
　３．  ３病日の20時に挿肛した場合（３回目）、発熱持続時はその８時間後に

４回目の挿肛を行うべきか？
　４．３病日の20時に挿肛しない場合、その後の対処は？

　「熱性けいれん診療ガイドライン　2015」p55　６行目に「三浦らの検討か
ら８時間後に追加投与を行えば、ジアゼパム濃度は36～48時間治療域内に保
たれることが判明しており、」との記載があります。
　熱性けいれんをたびたび起こすため、発作を非常に心配されている保護者 

（日中預かり世話をする祖父母）へ、どのようにDZP坐薬使用を説明、指導す
べきでしょうか。
 ＜大分県開業医＞

熱性痙攣に対するDZP坐薬の予防投与

　山内　熱性痙攣は一般的には１回だ
けで終わるような気もするのですが、
再発の頻度はいかがでしょうか。
　新島　一般的な頻度で申しますと、
一生の間で１回だけある熱性痙攣とい

う方はだいたい50％、約半分といわれ
ていて、２回起こす熱性痙攣というの
は40％、３回以上の人は残りの10％と
いうことになります。ですから、頻度
的には１回で終わる人が熱性痙攣の半
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ということです。
　非常にまれですが、痙攣性素因が強
い人とか、その中に隠れているてんか
んの人たちを予防する場合には、３回
目のDZP坐薬使用も必要になってくる
場合もあります。一般的には１回目と
８時間後の２回目だけでいいというの
が皆さんに覚えていただきたいことで
す。３回目が必要となるようなケース
は、初回から24時間後に３回目を入れ
るのが一般的なようです。
　それからさらに何度も何度も入れる
と、血中濃度が上昇しすぎて、意識レ
ベルがどろどろになってしまいます。
意識レベル低下の理由としては、活性
型のNデスメチルジアゼパムというの
が非常に蓄積するので、うとうとした
り、鎮静したり、ふらついたりするこ
とがいわれています。24時間後に入れ
た場合は次に４回目を入れることはほ
とんどないですが、４回目を入れると
したらその後24時間ごとに使用します。
最初は８時間後と16時間後、その次は
24時間、24時間というように、どうし
ても入れたい方はそういう方法もある
といわれていますが、初回と８時間後
の２回で十分だろうと思います。
　山内　実際に見ることはほとんどな
いと考えてよいのですね。
　新島　頻回に使用したとしても３回
でしょうね。
　山内　例えば、２回起こしたことが
ある。こういう方では、特に親御さん

は不安だと思われますが、こういった
ケースではひょっとしたらまた、とい
う場合に備えて予防投薬をすることは
あるのでしょうか。
　新島　ジアゼパム坐薬の投薬に関し
ては、初発から１年はきちんと予防し
ましょう。あと、４～５歳ぐらいにな
ったら起こさなくなるので、それまで
は使ってもいいでしょうというのが一
般的にいわれています。２回も３回も
起こす人は、予防的に投与する場合は
最終発作から１～２年とか、年齢が 
４～５歳までということになると思い
ます。
　山内　発熱が出てきたというときに
予防的に投与しても構わないのですね。
　新島　ということになると思います。
　山内　親御さんが家に置いておきた
いという話になりますか。
　新島　冷蔵庫に保存したり、旅行の
ときに保冷剤と一緒にお持ちになる親
御さんも多いようです。また、学校で
熱が出たときにお尻から入れてもらう
ために、学校の冷蔵庫に預けている方
もいらっしゃいました。学校に預けて
いるというのは混乱する話なのですが、
熱性痙攣自体は４～５歳までなのです
が、これはジアゼパム坐薬をてんかん
に使用する場合の話です。その辺は誤
解がないようにしていただきたいと思
います。
　山内　ジアゼパムの副作用ですが、
先ほどありました、かなりふらつきな

わかりつつあるものは何かあるのでし
ょうか。
　新島　メカニズムというのは、例え
ば疲れや発熱、ストレスがあったりな
ど、一つの原因としては細胞の中にナ
トリウムが流入して、異常な活動電位
を起こすということで、そういうNaチ
ャンネルの異常が一つ、いわれていま
す。
　山内　そのあたりが関与してくると
いうことになりますと、いろいろな疾
患でも広く見られる現象かもしれませ
んので、今後解明されると、おもしろ
い知見が出てくるかもしれませんね。
　新島　そうですね。
　山内　では治療に移ります。まず最
初に熱性痙攣自体に対するジアゼパム
坐薬の投与ですが、これはやらなくて
もいいという意見もあるようですが、
このあたりはいかがなのでしょう。
　新島　親御さんとしては二度と（わ
が子の）痙攣を見たくないということ
から、ジアゼパム坐薬を投与したがる
のですが、例えば痙攣が長かったり、
左右差があったりと、熱性痙攣だけで
はなくて、脳炎脳症の鑑別も必要とな
ります。ジアゼパム坐薬を使用します
と、意識レベルが下がりますので、そ
ういう脳炎・脳症などの症状をマスク
してしまう可能性があります。決めら
れた患者さん、脳炎脳症が明らかにな
いとか、繰り返す熱性痙攣だという人
には使ってもいいかもしれません。あ

と、先ほどお話ししたように、半分の
方は単発で、一生の間に１回ですから、
使う必要はないというのが今回のガイ
ドラインで皆様から意見が出たところ
です。
　山内　実際は親御さんがパニック状
態ですから、なかなか経過を見るのは
難しいので、使うことも多いとみてよ
いのですね。
　新島　そうですね。ですから、繰り
返す方とか、二度と発作を見たくない
親御さんなどは、社会的な適応で、医
学的適応でなく使うケースも多いので
はないかと思います。
　山内　この質問ですが、１病日のと
きにジアゼパムを１回挿入した。２病
日のときにももう１回挿入した。３病
日目も来た。どうしましょうかという
ことですが。連続で来た場合の対応の
仕方を教えていただけますか。
　新島　一般的に熱性痙攣のためのジ
アゼパム坐薬は、入れるとだいたい15
分ぐらいで有効血中濃度に達し、その
後８時間ぐらいその血中濃度が維持す
るといわれています。ですから、２回
目の坐薬は８時間後に入れます。２回
目の坐薬を入れますと、その後16時間、
つまり初発から24時間以上はその効果
が続きます。24時間以内の再発が多い
ことから最初の24時間を予防すること
が非常に重要だといわれているので、
一般的には初回と８時間後の２回目の
ジアゼパム坐薬使用だけで十分だろう
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ということです。
　非常にまれですが、痙攣性素因が強
い人とか、その中に隠れているてんか
んの人たちを予防する場合には、３回
目のDZP坐薬使用も必要になってくる
場合もあります。一般的には１回目と
８時間後の２回目だけでいいというの
が皆さんに覚えていただきたいことで
す。３回目が必要となるようなケース
は、初回から24時間後に３回目を入れ
るのが一般的なようです。
　それからさらに何度も何度も入れる
と、血中濃度が上昇しすぎて、意識レ
ベルがどろどろになってしまいます。
意識レベル低下の理由としては、活性
型のNデスメチルジアゼパムというの
が非常に蓄積するので、うとうとした
り、鎮静したり、ふらついたりするこ
とがいわれています。24時間後に入れ
た場合は次に４回目を入れることはほ
とんどないですが、４回目を入れると
したらその後24時間ごとに使用します。
最初は８時間後と16時間後、その次は
24時間、24時間というように、どうし
ても入れたい方はそういう方法もある
といわれていますが、初回と８時間後
の２回で十分だろうと思います。
　山内　実際に見ることはほとんどな
いと考えてよいのですね。
　新島　頻回に使用したとしても３回
でしょうね。
　山内　例えば、２回起こしたことが
ある。こういう方では、特に親御さん

は不安だと思われますが、こういった
ケースではひょっとしたらまた、とい
う場合に備えて予防投薬をすることは
あるのでしょうか。
　新島　ジアゼパム坐薬の投薬に関し
ては、初発から１年はきちんと予防し
ましょう。あと、４～５歳ぐらいにな
ったら起こさなくなるので、それまで
は使ってもいいでしょうというのが一
般的にいわれています。２回も３回も
起こす人は、予防的に投与する場合は
最終発作から１～２年とか、年齢が 
４～５歳までということになると思い
ます。
　山内　発熱が出てきたというときに
予防的に投与しても構わないのですね。
　新島　ということになると思います。
　山内　親御さんが家に置いておきた
いという話になりますか。
　新島　冷蔵庫に保存したり、旅行の
ときに保冷剤と一緒にお持ちになる親
御さんも多いようです。また、学校で
熱が出たときにお尻から入れてもらう
ために、学校の冷蔵庫に預けている方
もいらっしゃいました。学校に預けて
いるというのは混乱する話なのですが、
熱性痙攣自体は４～５歳までなのです
が、これはジアゼパム坐薬をてんかん
に使用する場合の話です。その辺は誤
解がないようにしていただきたいと思
います。
　山内　ジアゼパムの副作用ですが、
先ほどありました、かなりふらつきな

わかりつつあるものは何かあるのでし
ょうか。
　新島　メカニズムというのは、例え
ば疲れや発熱、ストレスがあったりな
ど、一つの原因としては細胞の中にナ
トリウムが流入して、異常な活動電位
を起こすということで、そういうNaチ
ャンネルの異常が一つ、いわれていま
す。
　山内　そのあたりが関与してくると
いうことになりますと、いろいろな疾
患でも広く見られる現象かもしれませ
んので、今後解明されると、おもしろ
い知見が出てくるかもしれませんね。
　新島　そうですね。
　山内　では治療に移ります。まず最
初に熱性痙攣自体に対するジアゼパム
坐薬の投与ですが、これはやらなくて
もいいという意見もあるようですが、
このあたりはいかがなのでしょう。
　新島　親御さんとしては二度と（わ
が子の）痙攣を見たくないということ
から、ジアゼパム坐薬を投与したがる
のですが、例えば痙攣が長かったり、
左右差があったりと、熱性痙攣だけで
はなくて、脳炎脳症の鑑別も必要とな
ります。ジアゼパム坐薬を使用します
と、意識レベルが下がりますので、そ
ういう脳炎・脳症などの症状をマスク
してしまう可能性があります。決めら
れた患者さん、脳炎脳症が明らかにな
いとか、繰り返す熱性痙攣だという人
には使ってもいいかもしれません。あ

と、先ほどお話ししたように、半分の
方は単発で、一生の間に１回ですから、
使う必要はないというのが今回のガイ
ドラインで皆様から意見が出たところ
です。
　山内　実際は親御さんがパニック状
態ですから、なかなか経過を見るのは
難しいので、使うことも多いとみてよ
いのですね。
　新島　そうですね。ですから、繰り
返す方とか、二度と発作を見たくない
親御さんなどは、社会的な適応で、医
学的適応でなく使うケースも多いので
はないかと思います。
　山内　この質問ですが、１病日のと
きにジアゼパムを１回挿入した。２病
日のときにももう１回挿入した。３病
日目も来た。どうしましょうかという
ことですが。連続で来た場合の対応の
仕方を教えていただけますか。
　新島　一般的に熱性痙攣のためのジ
アゼパム坐薬は、入れるとだいたい15
分ぐらいで有効血中濃度に達し、その
後８時間ぐらいその血中濃度が維持す
るといわれています。ですから、２回
目の坐薬は８時間後に入れます。２回
目の坐薬を入れますと、その後16時間、
つまり初発から24時間以上はその効果
が続きます。24時間以内の再発が多い
ことから最初の24時間を予防すること
が非常に重要だといわれているので、
一般的には初回と８時間後の２回目の
ジアゼパム坐薬使用だけで十分だろう
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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。
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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。
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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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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。

ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020） （125）  4544 （124） ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020）

2002本文.indd   45 2020/01/10   15:45



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。

ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020） （125）  4544 （124） ドクターサロン64巻２月号（1 . 2020）

2002本文.indd   45 2020/01/10   15:45



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
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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。
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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。
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　松下　まず血液検査、男性ホルモン
を中心とした検査ですね。あとは、男
性ホルモンと関連して、前立腺がんの
腫瘍マーカーもあります。男性ホルモ
ンと前立腺の関連もあるので、血液検
査をして、投与基準を症状と合わせて
決定しています。
　齊藤　年齢層は、40～50代が比較的
多いですか。
　松下　多いですね。40～50代の方が
一番仕事、家庭でストレスを抱えてい
る年代かと思いますので、そういった
ことでちょっと元気がなくなってきた
と受診される方が多いです。
　齊藤　その年代は生活習慣病の併発
も多いですね。
　松下　そのとおりです。食事、運動、
皆さん気をつけていらっしゃると思い
ますが、どうしてもメタボが増えてく
る。内臓脂肪とテストステロン、男性
ホルモンの関連はわかっています。加
齢とともに男性ホルモンは下がってき
ます。下がってくると内臓脂肪が増え
てきてメタボの状態を呈します。逆に
内臓脂肪が多ければ男性ホルモンは下
がってしまいますから、男性ホルモン
の補充治療と同時に、やはり生活習慣
指導、食事、運動の改善に関する説明
も併せて行っています。
　齊藤　今、メタボと出ましたが、睡
眠時無呼吸症候群もありますね。
　松下　そうなのです。よく睡眠の問
題で来られる方もいますが、男性ホル

モンの低下と睡眠時無呼吸症候群の関
連も様々な報告があります。例えば睡
眠障害、そういう方に男性ホルモン治
療を行っている病院、クリニックもた
くさんあると思いますが、大事なこと
は、その背景に睡眠時無呼吸症候群が
ないのかどうか、きちんと調べて、お
聞きする。もしそういったものがあれ
ば、ただ男性ホルモンを補充するだけ
ではなく、睡眠時無呼吸症候群の治療
をするだけで、つまり、睡眠の質がよ
くなるだけで男性ホルモンが上がって
きたりしますので、そういった指導も
していく必要があると思います。
　齊藤　幅広く背景からとらえていく
ということですね。食事もかなり重要
ですか。
　松下　適正体重を保つというのは大
事です。男性更年期、排尿障害や性機
能障害を訴えてこられる方もいますが、
やはり動脈硬化がその背景に存在しま
す。動脈硬化の原因のひとつに男性ホ
ルモンの低下もありますが、性機能の
改善、男性ホルモンを上げるために規
則正しい食生活への改善が大事かと思
います。
　齊藤　睡眠も重要ですね。
　松下　そうです。男性ホルモンは夜
中につくられますから、睡眠が障害さ
れると、どうしても男性ホルモンは低
くなりますので、睡眠の質を上げる必
要があります。睡眠時無呼吸症候群は
ないかなど、睡眠の質を管理すること

泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅳ）

順天堂大学医学部泌尿器科学講座准教授
松　下　一　仁

（聞き手　齊藤郁夫）

テストステロン補充療法のエビデンス

　齊藤　テストステロンの補充療法に
ついてうかがいます。
　具体的にはどういう方にテストステ
ロンを使うことが多いのでしょうか。
　松下　まず男性更年期、メンズヘル
ス外来に来られる方は、30～70代、80
代の方まで年齢層は幅広いです。症状
も様々で、大きく３つの軸に分かれる
と思います。EDや性欲の低下を気に
して来られる方もいれば、やる気が起
きないなどの意欲の低下、集中力がな
かなか続かない、そういうメンタル、
精神的な症状を訴えてこられる方もい
ます。あとは、眠れない、朝早く目が
覚めてしまう。筋肉痛、めまい、耳鳴
りといった体の症状を訴えて来られる
方もいますので、そういった方にテス
トステロンの治療を考慮します。
　齊藤　大きくいって３つの症状の訴
えがあるということですが、そういう
方、いろいろ調べて、これまでもほか
のクリニックなどにかかったりするこ
ともあるでしょう。先生のところに来
る方は、インターネットなどで調べて、

もしかしたら、ということで来るので
しょうか。
　松下　多いのは、メンタルクリニッ
ク、心療内科で例えばうつ病で長年治
療している。抗うつ薬、抗不安薬とか、
そういった投薬治療を受けられていて
もちろんよくなる人もたくさんいるけ
れども、なかなかそれでもよくならな
いという方が、家族や奥さんに相談し
て男性更年期も調べてみて、というこ
とで来院される方が非常に多いです。
そういう方に男性ホルモンを補充治療
していくと、すごくよくなる場合も多
い。
　ただ、男性ホルモン治療を単独で行
うよりは、メンタルのほうからの投薬
治療と合わせて、協力して治療してい
くことがすごく大事です。男性ホルモ
ンの投与だけ行っていても、本当のメ
ンタルの症状がある場合はそちらの治
療も併せて行っていかないと、逆に危
険な場合もあります。
　齊藤　幅広いのですね。総合的な診
断が必要だということですか。
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　松下　まず血液検査、男性ホルモン
を中心とした検査ですね。あとは、男
性ホルモンと関連して、前立腺がんの
腫瘍マーカーもあります。男性ホルモ
ンと前立腺の関連もあるので、血液検
査をして、投与基準を症状と合わせて
決定しています。
　齊藤　年齢層は、40～50代が比較的
多いですか。
　松下　多いですね。40～50代の方が
一番仕事、家庭でストレスを抱えてい
る年代かと思いますので、そういった
ことでちょっと元気がなくなってきた
と受診される方が多いです。
　齊藤　その年代は生活習慣病の併発
も多いですね。
　松下　そのとおりです。食事、運動、
皆さん気をつけていらっしゃると思い
ますが、どうしてもメタボが増えてく
る。内臓脂肪とテストステロン、男性
ホルモンの関連はわかっています。加
齢とともに男性ホルモンは下がってき
ます。下がってくると内臓脂肪が増え
てきてメタボの状態を呈します。逆に
内臓脂肪が多ければ男性ホルモンは下
がってしまいますから、男性ホルモン
の補充治療と同時に、やはり生活習慣
指導、食事、運動の改善に関する説明
も併せて行っています。
　齊藤　今、メタボと出ましたが、睡
眠時無呼吸症候群もありますね。
　松下　そうなのです。よく睡眠の問
題で来られる方もいますが、男性ホル

モンの低下と睡眠時無呼吸症候群の関
連も様々な報告があります。例えば睡
眠障害、そういう方に男性ホルモン治
療を行っている病院、クリニックもた
くさんあると思いますが、大事なこと
は、その背景に睡眠時無呼吸症候群が
ないのかどうか、きちんと調べて、お
聞きする。もしそういったものがあれ
ば、ただ男性ホルモンを補充するだけ
ではなく、睡眠時無呼吸症候群の治療
をするだけで、つまり、睡眠の質がよ
くなるだけで男性ホルモンが上がって
きたりしますので、そういった指導も
していく必要があると思います。
　齊藤　幅広く背景からとらえていく
ということですね。食事もかなり重要
ですか。
　松下　適正体重を保つというのは大
事です。男性更年期、排尿障害や性機
能障害を訴えてこられる方もいますが、
やはり動脈硬化がその背景に存在しま
す。動脈硬化の原因のひとつに男性ホ
ルモンの低下もありますが、性機能の
改善、男性ホルモンを上げるために規
則正しい食生活への改善が大事かと思
います。
　齊藤　睡眠も重要ですね。
　松下　そうです。男性ホルモンは夜
中につくられますから、睡眠が障害さ
れると、どうしても男性ホルモンは低
くなりますので、睡眠の質を上げる必
要があります。睡眠時無呼吸症候群は
ないかなど、睡眠の質を管理すること

泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅳ）

順天堂大学医学部泌尿器科学講座准教授
松　下　一　仁

（聞き手　齊藤郁夫）

テストステロン補充療法のエビデンス

　齊藤　テストステロンの補充療法に
ついてうかがいます。
　具体的にはどういう方にテストステ
ロンを使うことが多いのでしょうか。
　松下　まず男性更年期、メンズヘル
ス外来に来られる方は、30～70代、80
代の方まで年齢層は幅広いです。症状
も様々で、大きく３つの軸に分かれる
と思います。EDや性欲の低下を気に
して来られる方もいれば、やる気が起
きないなどの意欲の低下、集中力がな
かなか続かない、そういうメンタル、
精神的な症状を訴えてこられる方もい
ます。あとは、眠れない、朝早く目が
覚めてしまう。筋肉痛、めまい、耳鳴
りといった体の症状を訴えて来られる
方もいますので、そういった方にテス
トステロンの治療を考慮します。
　齊藤　大きくいって３つの症状の訴
えがあるということですが、そういう
方、いろいろ調べて、これまでもほか
のクリニックなどにかかったりするこ
ともあるでしょう。先生のところに来
る方は、インターネットなどで調べて、

もしかしたら、ということで来るので
しょうか。
　松下　多いのは、メンタルクリニッ
ク、心療内科で例えばうつ病で長年治
療している。抗うつ薬、抗不安薬とか、
そういった投薬治療を受けられていて
もちろんよくなる人もたくさんいるけ
れども、なかなかそれでもよくならな
いという方が、家族や奥さんに相談し
て男性更年期も調べてみて、というこ
とで来院される方が非常に多いです。
そういう方に男性ホルモンを補充治療
していくと、すごくよくなる場合も多
い。
　ただ、男性ホルモン治療を単独で行
うよりは、メンタルのほうからの投薬
治療と合わせて、協力して治療してい
くことがすごく大事です。男性ホルモ
ンの投与だけ行っていても、本当のメ
ンタルの症状がある場合はそちらの治
療も併せて行っていかないと、逆に危
険な場合もあります。
　齊藤　幅広いのですね。総合的な診
断が必要だということですか。
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だくと、効果がある人は、ちょっと動
いてみようかな、体を動かしてみよう
かな、ジムに行ってみようかなとなり
ます。少しずつでいいですから、筋ト
レをすすめています。激しくやる必要
はないです。１日10分でもいいので、
スクワットをやってみる、腹筋してみ
る。大きい筋肉を動かしてみる。あと
は有酸素運動も大切です。走れという
ことではなくて、ある程度時間を取っ
て、歩く時間を意識して長くすること
で男性ホルモンが上がってくると思い
ます。
　齊藤　運動によって筋肉でテストス
テロンがつくられることもあるのです
か。
　松下　男性ホルモンはほとんど精巣
からつくられますが、一部、副腎とい
うところでつくられます。最近は筋肉
や脳でもわずかながらつくられること
がわかってきました。そのため、運動
は男性ホルモンを上げるにはすごく大
事だと最近いわれています。
　齊藤　補充の問題点はありますか。
　松下　今でも医師の中には男性ホル
モンの補充治療が前立腺の病気を悪化
させるのではないかと考えている人も
います。私も男性ホルモンと前立腺が
んの関連について研究をしていたこと
がありますが、ここ10年でわかってき
たことは、男性ホルモンの補充治療が
前立腺の病気を悪化させる、または前

立腺がんを助長することはまずない。
安全性が示されてきていますので、前
立腺がんとの関係、前立腺肥大症との
関係は心配することはないと思います。
　一方で、男性ホルモンに依存し過ぎ
て、男性ホルモンの濃度が高い状態が
ずっと続くと、これは逆にマイナス要
素があって、いわゆる多血症という血
が濃い状態を招きます。それがさらに
悪くなると血管が詰まってしまうこと
も起こりえます。日本では注射が主な
投与経路なので、それは我々医師側が
管理しています。間隔さえきっちり取
って注射していけば、そういった多血
症は防ぐことができます。
　齊藤　若い男性で注射するとどうで
しょうか。
　松下　男性ホルモンが外から入って
きますと、精巣が自分で男性ホルモン
をつくろうとする作業をサボってしま
いますので、そうするとどういった影
響が出るかというと、精子の機能に影
響が出ます。いわゆる男性不妊の原因
になったりもします。若い人に、最初
の補充治療を行うのはいいのですが、
ある程度期間を設定して行います。も
しくは、脳からのLHというホルモン
もあり、そこを刺激する薬もあります。
男性ホルモンそのものの補充は若い人
には慎重に考える必要があるかと思い
ます。
　齊藤　ありがとうございました。

が男性ホルモンを増やすことにつなが
るので大事だと考えています。
　齊藤　テストステロンを補充してい
く場合に、どういうかたちでどういう
人に行っていきますか。
　松下　まずは血液検査で男性ホルモ
ンをチェックします。男性ホルモンの
値だけで投与基準を決めているわけで
はなく、やはり大事なのは症状です。
性機能障害だったり、メンタルな症状、
あとは身体的な睡眠障害の症状が強い
方には、男性ホルモンの数値は参考に
しますが、積極的に治療していくよう
にしています。
　齊藤　具体的には注射ということで
すね。
　松下　注射です。日本では注射が多
く行われている現状です。海外、アメ
リカは塗り薬、クリーム、ジェルとい
うのが多いです。
　齊藤　注射は何週間か置いて何回か
行うのですか。
　松下　注射の効果持続時間は個人差
がありますが、約２～４週間ですので、
患者さんの都合と合わせて２～４週間
おきに、まずは３回ぐらい筋肉注射を
行うのがよいのではないかと思います。
効果を見ながら、効果がある場合は継
続していくし、そこで効果がなければ、
場合によって男性ホルモンは症状と関
連がないのかもしれないということで、
別なアプローチを考えていきます。
　齊藤　注射すると、テストステロン

は上がっていくのですね。
　松下　はい。注射すると、翌日ぐら
いからぐっと上がってきますので、男
性ホルモンを上げることによっていろ
いろな症状、パフォーマンスが改善さ
れるかどうかを見ていきます。
　齊藤　効果の出る人はだいたいどの
ぐらいですか。
　松下　症状とか数値にもよりますが、
だいたい70％ぐらいの人には効果が出
ると我々のデータは示しています。効
かない人は３割ぐらいの方がいます。
そういった方は別なアプローチ、例え
ばメンタルの症状が強い方は心療内科
の先生やメンタルクリニックの先生に
ご相談させていただくことも行ってい
ます。
　齊藤　効果が出るまで３回ぐらいは
待つということですか。
　松下　１回目からすごく元気になっ
て調子が出てくる人もいますし、徐々
に徐々に、３回目ぐらい、３カ月ぐら
いかけて改善してくる方もいます。な
かなかその辺は予測することが難しい
のですが、行ってみて、見ながら判断
していくことになります。
　齊藤　効果が出てくると運動もでき
るようになるのでしょうか。
　松下　そうなのです。受診する方の
多くは最初元気がない、やる気が出な
い。ましてや体を動かすこともできな
いという人は、最初のきっかけとして
男性ホルモンの筋肉注射を行っていた
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だくと、効果がある人は、ちょっと動
いてみようかな、体を動かしてみよう
かな、ジムに行ってみようかなとなり
ます。少しずつでいいですから、筋ト
レをすすめています。激しくやる必要
はないです。１日10分でもいいので、
スクワットをやってみる、腹筋してみ
る。大きい筋肉を動かしてみる。あと
は有酸素運動も大切です。走れという
ことではなくて、ある程度時間を取っ
て、歩く時間を意識して長くすること
で男性ホルモンが上がってくると思い
ます。
　齊藤　運動によって筋肉でテストス
テロンがつくられることもあるのです
か。
　松下　男性ホルモンはほとんど精巣
からつくられますが、一部、副腎とい
うところでつくられます。最近は筋肉
や脳でもわずかながらつくられること
がわかってきました。そのため、運動
は男性ホルモンを上げるにはすごく大
事だと最近いわれています。
　齊藤　補充の問題点はありますか。
　松下　今でも医師の中には男性ホル
モンの補充治療が前立腺の病気を悪化
させるのではないかと考えている人も
います。私も男性ホルモンと前立腺が
んの関連について研究をしていたこと
がありますが、ここ10年でわかってき
たことは、男性ホルモンの補充治療が
前立腺の病気を悪化させる、または前

立腺がんを助長することはまずない。
安全性が示されてきていますので、前
立腺がんとの関係、前立腺肥大症との
関係は心配することはないと思います。
　一方で、男性ホルモンに依存し過ぎ
て、男性ホルモンの濃度が高い状態が
ずっと続くと、これは逆にマイナス要
素があって、いわゆる多血症という血
が濃い状態を招きます。それがさらに
悪くなると血管が詰まってしまうこと
も起こりえます。日本では注射が主な
投与経路なので、それは我々医師側が
管理しています。間隔さえきっちり取
って注射していけば、そういった多血
症は防ぐことができます。
　齊藤　若い男性で注射するとどうで
しょうか。
　松下　男性ホルモンが外から入って
きますと、精巣が自分で男性ホルモン
をつくろうとする作業をサボってしま
いますので、そうするとどういった影
響が出るかというと、精子の機能に影
響が出ます。いわゆる男性不妊の原因
になったりもします。若い人に、最初
の補充治療を行うのはいいのですが、
ある程度期間を設定して行います。も
しくは、脳からのLHというホルモン
もあり、そこを刺激する薬もあります。
男性ホルモンそのものの補充は若い人
には慎重に考える必要があるかと思い
ます。
　齊藤　ありがとうございました。

が男性ホルモンを増やすことにつなが
るので大事だと考えています。
　齊藤　テストステロンを補充してい
く場合に、どういうかたちでどういう
人に行っていきますか。
　松下　まずは血液検査で男性ホルモ
ンをチェックします。男性ホルモンの
値だけで投与基準を決めているわけで
はなく、やはり大事なのは症状です。
性機能障害だったり、メンタルな症状、
あとは身体的な睡眠障害の症状が強い
方には、男性ホルモンの数値は参考に
しますが、積極的に治療していくよう
にしています。
　齊藤　具体的には注射ということで
すね。
　松下　注射です。日本では注射が多
く行われている現状です。海外、アメ
リカは塗り薬、クリーム、ジェルとい
うのが多いです。
　齊藤　注射は何週間か置いて何回か
行うのですか。
　松下　注射の効果持続時間は個人差
がありますが、約２～４週間ですので、
患者さんの都合と合わせて２～４週間
おきに、まずは３回ぐらい筋肉注射を
行うのがよいのではないかと思います。
効果を見ながら、効果がある場合は継
続していくし、そこで効果がなければ、
場合によって男性ホルモンは症状と関
連がないのかもしれないということで、
別なアプローチを考えていきます。
　齊藤　注射すると、テストステロン

は上がっていくのですね。
　松下　はい。注射すると、翌日ぐら
いからぐっと上がってきますので、男
性ホルモンを上げることによっていろ
いろな症状、パフォーマンスが改善さ
れるかどうかを見ていきます。
　齊藤　効果の出る人はだいたいどの
ぐらいですか。
　松下　症状とか数値にもよりますが、
だいたい70％ぐらいの人には効果が出
ると我々のデータは示しています。効
かない人は３割ぐらいの方がいます。
そういった方は別なアプローチ、例え
ばメンタルの症状が強い方は心療内科
の先生やメンタルクリニックの先生に
ご相談させていただくことも行ってい
ます。
　齊藤　効果が出るまで３回ぐらいは
待つということですか。
　松下　１回目からすごく元気になっ
て調子が出てくる人もいますし、徐々
に徐々に、３回目ぐらい、３カ月ぐら
いかけて改善してくる方もいます。な
かなかその辺は予測することが難しい
のですが、行ってみて、見ながら判断
していくことになります。
　齊藤　効果が出てくると運動もでき
るようになるのでしょうか。
　松下　そうなのです。受診する方の
多くは最初元気がない、やる気が出な
い。ましてや体を動かすこともできな
いという人は、最初のきっかけとして
男性ホルモンの筋肉注射を行っていた
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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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　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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