
んだけではなくて、前立腺肥大も一つ
の要素であると。前立腺肥大は加齢現
象といってもいいもので、PSAが基準
値を超えていて、MRIで全くきれいな
前立腺というか、がんを疑うようなも
のがない場合、肥大症によるPSA上昇
ということもあるのでしょうか。
　宮嶋　あると思います。ただ、半々
なので、系統生検をやるかどうか、こ
のあたりは患者さんとよく相談して決
めています。
　池脇　前立腺肥大とはいっても、そ
こにがんが出てくることもあるとおっ
しゃっていましたから、しないという
判断はけっこう慎重にしなければいけ
ないですね。
　宮嶋　そうですね。結局、悪性度の
低いがんはなかなか検出しにくいとい
う報告もあります。
　池脇　最後に、男性型の脱毛治療薬
をのんでいるとPSAが低く出ると聞き
ました。

　宮嶋　そうですね。ですので、低い
といって安心しないで、今ご自身の
PSAの値を２倍した値が実際のPSAの
値だと考えていただければと思います。
　池脇　そうすると、それをのんでい
る方は前もってやめてから検診に臨む
のではなくて、場合によってはのんだ
まま数字を倍にしてもいいということ
ですね。
　宮嶋　それでけっこうだと思います。
　池脇　ぜひとものみたいという方も
いらっしゃるでしょうから、そういう
やり方もあると。
　宮嶋　はい。
　池脇　PSA検診で早期の発見が増え
ていると考えてよろしいのでしょうか。
　宮嶋　はい。早期の発見が非常に増
えていまして、日本人のがんの罹患率
でも前立腺がんは非常に増加傾向にあ
るのが現状です。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

順天堂大学練馬病院小児科先任准教授
大　友　義　之

（聞き手　山内俊一）

　小児の夜尿症について、特に薬物療法の最近の知見をご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

夜尿症の薬物療法

　山内　小児の夜尿症について、特に
薬物療法の最近の知見をご教示くださ
いということです。
　まず、基本的には夜尿症というのは
治るものと考えてよろしいのでしょう
か。
　大友　夜尿症の定義自体は、夜間寝
ている間に無意識に漏れてしまうとい
うものをすべてくくって夜尿症と呼ん
でいます。75％の方は夜しか漏れてい
ませんので、そういう方は年齢ととも
にだんだんよくなっていくと思ってい
ます。５歳まではおもらしとかおねし
ょとか呼んでいるものが、５歳の段階
でまだ続いていたら夜尿症という診断
にはなるのですけれども、それは年齢
とともに治っていくと思っています。
　その半面、1/4ぐらいの患者さんは
昼間の尿失禁が合併しています。そう
いった患者さんたちは基礎に病気があ

るかもしれません。それが解消しない
と昼の尿失禁が続いたり、あるいは夜
の漏れ、夜尿のほうも解消しないとい
う方もいらっしゃいます。
　山内　狭い意味の夜尿症、特別な器
質的な障害はなさそうだと、ただ、こ
ういった方々でも治り切らないケース
はあるのですね。
　大友　疫学調査でわかっていること
は、月に一度漏れているものも異常と
とらえれば、日本人で１％弱ぐらいの
大人の方は、毎晩ではないですけれど
も、夜尿が治り切らないまま大人にな
って、苦しまれている方はいらっしゃ
います。
　山内　けっこうな数ですね。治療の
ほうに移りますが、まず最初、簡単に
生活指導ということになりますが、こ
れは規則正しい生活で、眠る前にはあ
まり水を飲まないでとかでよろしいの
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います。普通ですと漏れたら自分で起
きられると思うのですけれども、夜尿
のお子さんはそれだけでは気づけない
ので、アラームが鳴ることによって気
づくことができて、自排尿をこらえら
れる。そうこうするうちに、だんだん
膀胱にためられる尿量が増えてきます
ので、アラームが作動する時間がだん
だん後ろへずれてきて、朝までもつよ
うになると考えられています。
　山内　さて、薬ですが、現在、第一
選択薬といいますと何なのでしょうか。
　大友　幾つか夜尿症の治療で使う薬
があるのですけれども、一番効果があ
って、副作用も少なく、使い勝手がい
いのは、抗利尿ホルモンのアナログ製
剤、デスモプレシンという薬が70％ぐ
らいの患者さんには効きます。アラー
ム療法よりも即効性もありますし、そ
れを始められている患者さんは多いか
と思います。
　山内　残りの30％にはあまり反応し
ないということになりますね。
　大友　あくまでも抗利尿ホルモン、
デスモプレシンは夜間の尿量を減らす
ことによって夜尿を減らす効果がある
わけですけれども、あまり尿量が多く
なくて夜尿になっている患者さんに関
しては、デスモプレシンを使ってもあ
まり尿量も減らないですし、あるいは
幾分減ったとしても、それだけでは夜
尿はよくならないかなと思います。
　山内　無効のケースを中心にして、

第二選択薬は何なのでしょうか。
　大友　抗コリン薬です。夜尿の患者
さんの50％ぐらいの方は夜間眠ってい
る間の排尿筋の過活動があって、その
うち1/3ぐらいの方は昼間、切迫排尿
みたいなものがあったり、何か排尿で
困っているということがあるようです
けれども、ない方もいらっしゃいます。
そういう方で夜間どうしても膀胱への
蓄尿量が不足している方に関しては、
抗コリン薬をデスモプレシンと併用で
使うと、切り替えよりは効果がある第
二選択薬です。
　山内　お子さんでも排尿筋の過活動
があるのですね。
　大友　成人の過活動膀胱と似たよう
な症状にはなっているのですけれども、
小児の過活動膀胱というのは未熟性か
ら来るものですので、年齢10歳ぐらい
までは発達の過程でうまくいかないと
いう方がいらっしゃいます。
　山内　次に、昔からですけれども、
三環系抗うつ薬というものもあります
ね。このあたりが第三選択薬というか
たちになるのでしょうか。
　大友　私がこの仕事を始めたばかり
のころを考えますと、1980年代にはま
だデスモプレシンが使えるか、使えな
いかという時代でしたし、あるいは抗
コリン薬も世代の古いものが出始めた
ころでしたので、まだまだ最初の治療
は三環系抗うつ薬で始めましょうとい
うことでした。三環系抗うつ薬自体は

でしょうね。
　大友　夜尿症の治療は幾つかあるの
ですけれども、一番重要な、まず始め
なければいけないのは、先生がおっし
ゃるような、いわゆる生活の見直しと
いうことになるかと思います。
　水分を取りますと、だいたい２時間
後ぐらいに尿になりますので、寝る時
間が決まっていたら、その約２時間前
ぐらいからは水分制限をかけるように
お勧めしています。あるいは例えばカ
フェインの入っているようなものとか、
あるいは清涼飲料水のような非常に糖
分が多いようなものは尿量を増やして
しまう可能性があるので、夜間は控え
るように勧めています。
　あとは必ず夜寝る前にお手洗いに行
って、お小水を完全に出していただい
てからお休みくださいということを指
導しています。その指導をしっかりす
るだけで、初診でいらした患者さんの
１割は夜尿がよくなって、それ以上の
治療を必要とすることなく解消してい
くことがあります。
　山内　寝る前にトイレに行かないと
いうケースもけっこうあるものなので
すね。
　大友　そういうのはきちんとされて
いることかと思うのですけれども、意
外ときちんとできていない子もいて驚
きます。
　山内　以前、アラーム療法というも
のを聞いたことがあるのですが、これ

はいかがなのでしょう。
　大友　生活指導でよくならないとき
に２つ、代表的な積極的な治療に入ろ
うということになると、一つは薬でい
くという方法と、もう一つは先生がお
っしゃったアラーム療法というものが
あります。特に欧米ではアラーム療法
を最初にやりましょうということです。
といいますのは、そういった文化が行
き届いているせいか、育児書にも夜尿
があるならアラームで治しなさいみた
いなことが書いてあります。病院に来
なくてもできる治療なので、皆さん、
まずはアラーム療法をやってみて、そ
れがうまくいかないと外来というか、
病院で相談して薬物療法を併用したり、
薬物療法に切り替えたりしているので
す。
　日本ではあまり知られていなかった
のですが、2016年に夜尿症の診療ガイ
ドラインが日本夜尿症学会から出て、
それをご覧になられた先生方が最近、
アラーム療法に取り組んでくださるよ
うにはなってきたかと思います。
　山内　これはパンツにセンサーみた
いなものを取り付けて、漏れてきたら
アラームが鳴るというものですね。
　大友　そうですね。尿が出たときに
アラームが鳴って、それをお子さん自
身に気づかせるという治療です。
　山内　気づいた時点でこらえるとい
うかたちになるわけでしょうか。
　大友　そうですね。それを期待して
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います。普通ですと漏れたら自分で起
きられると思うのですけれども、夜尿
のお子さんはそれだけでは気づけない
ので、アラームが鳴ることによって気
づくことができて、自排尿をこらえら
れる。そうこうするうちに、だんだん
膀胱にためられる尿量が増えてきます
ので、アラームが作動する時間がだん
だん後ろへずれてきて、朝までもつよ
うになると考えられています。
　山内　さて、薬ですが、現在、第一
選択薬といいますと何なのでしょうか。
　大友　幾つか夜尿症の治療で使う薬
があるのですけれども、一番効果があ
って、副作用も少なく、使い勝手がい
いのは、抗利尿ホルモンのアナログ製
剤、デスモプレシンという薬が70％ぐ
らいの患者さんには効きます。アラー
ム療法よりも即効性もありますし、そ
れを始められている患者さんは多いか
と思います。
　山内　残りの30％にはあまり反応し
ないということになりますね。
　大友　あくまでも抗利尿ホルモン、
デスモプレシンは夜間の尿量を減らす
ことによって夜尿を減らす効果がある
わけですけれども、あまり尿量が多く
なくて夜尿になっている患者さんに関
しては、デスモプレシンを使ってもあ
まり尿量も減らないですし、あるいは
幾分減ったとしても、それだけでは夜
尿はよくならないかなと思います。
　山内　無効のケースを中心にして、

第二選択薬は何なのでしょうか。
　大友　抗コリン薬です。夜尿の患者
さんの50％ぐらいの方は夜間眠ってい
る間の排尿筋の過活動があって、その
うち1/3ぐらいの方は昼間、切迫排尿
みたいなものがあったり、何か排尿で
困っているということがあるようです
けれども、ない方もいらっしゃいます。
そういう方で夜間どうしても膀胱への
蓄尿量が不足している方に関しては、
抗コリン薬をデスモプレシンと併用で
使うと、切り替えよりは効果がある第
二選択薬です。
　山内　お子さんでも排尿筋の過活動
があるのですね。
　大友　成人の過活動膀胱と似たよう
な症状にはなっているのですけれども、
小児の過活動膀胱というのは未熟性か
ら来るものですので、年齢10歳ぐらい
までは発達の過程でうまくいかないと
いう方がいらっしゃいます。
　山内　次に、昔からですけれども、
三環系抗うつ薬というものもあります
ね。このあたりが第三選択薬というか
たちになるのでしょうか。
　大友　私がこの仕事を始めたばかり
のころを考えますと、1980年代にはま
だデスモプレシンが使えるか、使えな
いかという時代でしたし、あるいは抗
コリン薬も世代の古いものが出始めた
ころでしたので、まだまだ最初の治療
は三環系抗うつ薬で始めましょうとい
うことでした。三環系抗うつ薬自体は

でしょうね。
　大友　夜尿症の治療は幾つかあるの
ですけれども、一番重要な、まず始め
なければいけないのは、先生がおっし
ゃるような、いわゆる生活の見直しと
いうことになるかと思います。
　水分を取りますと、だいたい２時間
後ぐらいに尿になりますので、寝る時
間が決まっていたら、その約２時間前
ぐらいからは水分制限をかけるように
お勧めしています。あるいは例えばカ
フェインの入っているようなものとか、
あるいは清涼飲料水のような非常に糖
分が多いようなものは尿量を増やして
しまう可能性があるので、夜間は控え
るように勧めています。
　あとは必ず夜寝る前にお手洗いに行
って、お小水を完全に出していただい
てからお休みくださいということを指
導しています。その指導をしっかりす
るだけで、初診でいらした患者さんの
１割は夜尿がよくなって、それ以上の
治療を必要とすることなく解消してい
くことがあります。
　山内　寝る前にトイレに行かないと
いうケースもけっこうあるものなので
すね。
　大友　そういうのはきちんとされて
いることかと思うのですけれども、意
外ときちんとできていない子もいて驚
きます。
　山内　以前、アラーム療法というも
のを聞いたことがあるのですが、これ

はいかがなのでしょう。
　大友　生活指導でよくならないとき
に２つ、代表的な積極的な治療に入ろ
うということになると、一つは薬でい
くという方法と、もう一つは先生がお
っしゃったアラーム療法というものが
あります。特に欧米ではアラーム療法
を最初にやりましょうということです。
といいますのは、そういった文化が行
き届いているせいか、育児書にも夜尿
があるならアラームで治しなさいみた
いなことが書いてあります。病院に来
なくてもできる治療なので、皆さん、
まずはアラーム療法をやってみて、そ
れがうまくいかないと外来というか、
病院で相談して薬物療法を併用したり、
薬物療法に切り替えたりしているので
す。
　日本ではあまり知られていなかった
のですが、2016年に夜尿症の診療ガイ
ドラインが日本夜尿症学会から出て、
それをご覧になられた先生方が最近、
アラーム療法に取り組んでくださるよ
うにはなってきたかと思います。
　山内　これはパンツにセンサーみた
いなものを取り付けて、漏れてきたら
アラームが鳴るというものですね。
　大友　そうですね。尿が出たときに
アラームが鳴って、それをお子さん自
身に気づかせるという治療です。
　山内　気づいた時点でこらえるとい
うかたちになるわけでしょうか。
　大友　そうですね。それを期待して
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1960年代から出てきた治療ですけれど
も、ただ、今のところは、デスモプレ
シン、抗コリン薬、それらでどうして
も治療がうまくいかないときに、三番
目の治療薬として三環系抗うつ薬が使
われることがあります。
　山内　これはメンタルへの効果とい
うわけだけでは必ずしもないのでしょ
うね。
　大友　いわゆるうつ病の治療に使う
量の1/5、1/6程度と少量ですので、そ
こに効くというよりは、幾つか多彩な
作用によって効果が出るということが
期待されているのです。一つは抗利尿
ホルモンの分泌を促すかもしれない。
もう一つは抗コリン作用があるだろう。
あとは尿道抵抗を増加させて尿を漏れ
にくくする。ただ、一番かぎとなるの
は睡眠を浅くすることによって自分で
気づかせる。気づいてトイレに行ける
ようになるということが、三環系抗う
つ薬を使ってすぐに出てくる効果かな
と思います。
　山内　睡眠がむしろ浅くなってくる
わけですね。あとは、副作用の問題も
あるのでしょうね。
　大友　最近使われなくなった理由は、
たくさん量をのんだときに、命を落と
しかねない不整脈が恐れられているか
らということで、ガイドライン的にも

使いにくくはなってきています。
　山内　最後に治療の対象年齢ですけ
れども、これはどのあたりなのでしょ
うか。
　大友　小学校に上がってもまだ夜尿
がよくならない。本人が困っている、
あるいは親御さんが困っているようで
あれば、こちらからこういう治療があ
りますよということをお勧めはしてい
ます。きっちりしたルールはないので
すけれども、ただ、高学年になってし
まうと、なかなか治療にうまく乗って
くれないので、遅くとも中学年ぐらい
までに始めてあげるほうがよいかと考
えています。
　山内　パターンとしては、例えば日
中にも漏らしてしまうということもあ
るのでしょうね。
　大友　４人に１人は昼の漏れもあり
ますけれども、そうであれば、小学校
に上がる前、幼稚園の年長さんぐらい
から、昼から治そうということでお手
伝いをしていることがあります。
　山内　親も本人も含めて精神的なス
トレスにもつながるわけでしょうから、
治療のタイミングをよく見計らいなが
ら、きちんと対応してあげることが大
事でしょうね。
　大友　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅴ）

順天堂大学静岡病院泌尿器科准教授
斉　藤　惠　介

（聞き手　大西　真）

泌尿器のアンチエイジング、手術

　大西　泌尿器のアンチエイジング、
手術ということで、うかがいます。
　最近、前立腺肥大症のレーザーによ
る前立腺の核出術が非常に進歩してい
るとうかがっているのですが、そのあ
たりの現状を教えていただけますか。
　斉藤　前立腺肥大症はいろいろな術
式があります。手術方法も多様化して
おり、電気メスの手術や、レーザーの
手術、最近では水蒸気を使った手術も
出てきています。
　今回注目している手術は核出術とい
いまして、前立腺の内腺領域、前立腺
肥大症を起こしている部分をきれいに
全部くりぬくような手術になります。
実はこの手術、行った後の患者さんの
外来診療をしていると、とても患者さ
んが元気になる。私の患者さんでも、
患者さん自身が手術後、診察室に入っ
てこられて、「先生、大成功です」と、
患者さんから握手をしてくれるぐらい
喜ばれるので、非常にいい手術だと実
感しています。
　大西　全部きれいに取れるところが

まず一つの特長なのでしょうか。
　斉藤　そうですね。術後の排尿効率
が非常によくなるということです。た
だ、なぜこんなに元気になるのか。今
までも電気メスの手術をたくさん行っ
てきましたが、そことはちょっと違う
感じがあります。それで今回、何かア
ンチエイジングにつながっていないか
と、テストステロン値、または男性更
年期アンケート評価をしたり、性機能
評価としてIIEA-５を測定してみたり、
さらには尿流量測定という小水の勢い
を測る検査があるのですが、それを眺
めて検討してみると、なぜか排尿量、
小水の勢いだけではなくて、ためる力、
出す力が増えているのに気づきました。
これが何か「膀胱の力」を改善してい
ないかと、膀胱の血流測定を行ってい
ます。
　大西　アンチエイジングということ
で、具体的にテストステロン値などは
増えてくるケースが多いのでしょうか。
　斉藤　実に驚くことに、手術後、有
意にテストステロン値が上がって、こ
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