
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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リニックを立ち上げて支援しています。
医局員のほぼ全員である15人体制で在
宅医療に取り組み始めました。そのト
ップとして在宅医長という名前で務め
させていただいています。日本の医療
は、役割分担がすすんでいますので、
大学医療では手術や放射線など先端医
療を提供する一方で、病状が変化し、
他院へ移られた患者さんを最後まで診
られないという問題もあります。われ
われが患者さんを最後まできちんと見
られる環境がつくれないかと考えたの
がきっかけです。ですから、今までに
ないスタイルの診療体系といいますか、
病診連携を飛び越えた新しい在宅医療
を開始しています。
　大西　すばらしいですね。やはりラ
イフステージによって排尿の障害はい
ろいろ違ってくるのでしょうか。
　斉藤　排尿に関して言いますと、今
まで病院でしか診てこなかった排尿障
害が、在宅の分野まで広げて診ること
ができる環境になりましたので、実は
年齢によってかなり排尿の意味合いが
違ってくる。例えば、50代、60代で頻
尿が始まると、仕事がおっくうになっ
てきたり、会議中、非常に頻尿が邪魔
になったりするのですが、70代、80代
と年齢が上がってきますと、これが本
当に外出をするのにもたいへんになっ
てくる。外に出るたびにトイレを探さ
なければいけなくなってきたり、トイ
レが近くて電車にも乗れない状態にな

ることもあり、活動性に関係してきま
す。実はこれが80代、90代と超えてき
ますと、今度は排尿が生の尊厳だった
り、死の尊厳に意味合いが変わってき
ます。在宅でお会いする方で、なかな
か家で療養ができない理由として、家
族の方に下の面倒をかけたくないとい
う方が多く、在宅医療の導入が進んで
いかないのが一つのポイントだと思っ
ています。
　大西　具体的にはどういった活動と
いいますか、介入をされているのでし
ょうか。
　斉藤　地域を回って通常の在宅もし
ているのですが、我々、泌尿器科医と
して在宅を行っていますので、やはり
スペシャリティを生かして、自分たち
が持っている排尿管理のスキル、また
はがん疼痛管理のスキルを提供してい
ます。在宅医療の枠組みでは通常３～ 
５㎞圏内の患者さんの診療を担うので
すが、その枠を超えて、だいたい15～
20㎞圏内の遠く離れた方でも出張往診
をして、ワンポイントでそこの患者さ
んを拝見し、例えば管がずっと入って
抜けないという方の管を抜いてあげ、
自排尿ができるところまで持っていく。
また、尿路感染や夜間頻尿で困ってい
る方の診察や指導をし、主治医やご家
族へアドバイスをしています。そうし
ますと、非常に患者さんは元気になり
ます。
　大西　排尿の症状が改善しただけで

れが何年も継続して上昇していること
がわかりました。
　大西　持続するのですね。前値より
も２倍、３倍と上がっていくのでしょ
うか。
　斉藤　患者さんの中に、LOH症候群、
男性更年期障害といわれる、総テスト
ステロン値が300以下の方が実はかな
りの数いまして、その方々でも手術前
60ぐらいの総テストステロン値だった
のが、手術後600ぐらいになるという
劇的な変化をしている方もいます。
　大西　実際、男性更年期のアンケー
トによって症状などはかなり改善して
きているのでしょうか。
　斉藤　例えば、体の疲れがとれた、
よく眠れる、集中力が非常に上がった
というような、実際の身体症状が改善
している方もたくさんいます。
　大西　性機能のこともさっき触れら
れましたが、そのあたりはどのような
効果があるのでしょうか。
　斉藤　性機能に関しては、IIEA-５
は性活動を積極的に行っているかを調
べるアンケートですが、手術の傷がよ
くなってくる３カ月目ぐらいのところ
で、皆さん、半分以上の方が性活動を
始めるという結果が出ています。また、
患者さんの実際の声としては、手術後、
今までmorning erectionがなかったも
のが、するようになったという喜びの
声もたくさん出ています。
　大西　先ほど尿の量と勢い、両方が

増えるという話だったのですが、それ
は前立腺が肥大したものがきれいに取
れたからなのでしょうか。
　斉藤　一つは前立腺の肥大が根治で
きたことで尿の勢いが改善します。ま
た、前立腺肥大がすべてなくなること
で膀胱への血流のリモデリングといい
ますか、改変が起こって、膀胱への血
流の流れが変わってきているのではな
いかと考えています。
　もう一つは、これはまだ定かではな
いですが、過去のデータ、論文を見ま
すと、例えば前立腺を全部取ってしま
うような前立腺全摘の術後の方でテス
トステロン値が上がる。その論文では、
前立腺の中にインヒビンという中枢へ
の抑制物質が出ていて、テストステロ
ン値を抑えていたものが、手術で前立
腺がなくなることでテストステロン値
が上がるという考察があります。今回
の私の検討でも、手術のときにたくさ
ん核出できた、たくさん前立腺が取れ
た方は有意にテストステロン値が上が
っていくというデータも出ていますの
で、何かその辺が関係している可能性
があるということです。
　大西　最新のレーザー治療の話をう
かがいましたが、先生は在宅医療にも
かなり取り組んでいらっしゃるとうか
がっています。どのような活動をされ
ているのか教えていただけますか。
　斉藤　私は2010年から、大学の勤務
医師とは別に、大学のすぐ横に在宅ク
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リニックを立ち上げて支援しています。
医局員のほぼ全員である15人体制で在
宅医療に取り組み始めました。そのト
ップとして在宅医長という名前で務め
させていただいています。日本の医療
は、役割分担がすすんでいますので、
大学医療では手術や放射線など先端医
療を提供する一方で、病状が変化し、
他院へ移られた患者さんを最後まで診
られないという問題もあります。われ
われが患者さんを最後まできちんと見
られる環境がつくれないかと考えたの
がきっかけです。ですから、今までに
ないスタイルの診療体系といいますか、
病診連携を飛び越えた新しい在宅医療
を開始しています。
　大西　すばらしいですね。やはりラ
イフステージによって排尿の障害はい
ろいろ違ってくるのでしょうか。
　斉藤　排尿に関して言いますと、今
まで病院でしか診てこなかった排尿障
害が、在宅の分野まで広げて診ること
ができる環境になりましたので、実は
年齢によってかなり排尿の意味合いが
違ってくる。例えば、50代、60代で頻
尿が始まると、仕事がおっくうになっ
てきたり、会議中、非常に頻尿が邪魔
になったりするのですが、70代、80代
と年齢が上がってきますと、これが本
当に外出をするのにもたいへんになっ
てくる。外に出るたびにトイレを探さ
なければいけなくなってきたり、トイ
レが近くて電車にも乗れない状態にな

ることもあり、活動性に関係してきま
す。実はこれが80代、90代と超えてき
ますと、今度は排尿が生の尊厳だった
り、死の尊厳に意味合いが変わってき
ます。在宅でお会いする方で、なかな
か家で療養ができない理由として、家
族の方に下の面倒をかけたくないとい
う方が多く、在宅医療の導入が進んで
いかないのが一つのポイントだと思っ
ています。
　大西　具体的にはどういった活動と
いいますか、介入をされているのでし
ょうか。
　斉藤　地域を回って通常の在宅もし
ているのですが、我々、泌尿器科医と
して在宅を行っていますので、やはり
スペシャリティを生かして、自分たち
が持っている排尿管理のスキル、また
はがん疼痛管理のスキルを提供してい
ます。在宅医療の枠組みでは通常３～ 
５㎞圏内の患者さんの診療を担うので
すが、その枠を超えて、だいたい15～
20㎞圏内の遠く離れた方でも出張往診
をして、ワンポイントでそこの患者さ
んを拝見し、例えば管がずっと入って
抜けないという方の管を抜いてあげ、
自排尿ができるところまで持っていく。
また、尿路感染や夜間頻尿で困ってい
る方の診察や指導をし、主治医やご家
族へアドバイスをしています。そうし
ますと、非常に患者さんは元気になり
ます。
　大西　排尿の症状が改善しただけで

れが何年も継続して上昇していること
がわかりました。
　大西　持続するのですね。前値より
も２倍、３倍と上がっていくのでしょ
うか。
　斉藤　患者さんの中に、LOH症候群、
男性更年期障害といわれる、総テスト
ステロン値が300以下の方が実はかな
りの数いまして、その方々でも手術前
60ぐらいの総テストステロン値だった
のが、手術後600ぐらいになるという
劇的な変化をしている方もいます。
　大西　実際、男性更年期のアンケー
トによって症状などはかなり改善して
きているのでしょうか。
　斉藤　例えば、体の疲れがとれた、
よく眠れる、集中力が非常に上がった
というような、実際の身体症状が改善
している方もたくさんいます。
　大西　性機能のこともさっき触れら
れましたが、そのあたりはどのような
効果があるのでしょうか。
　斉藤　性機能に関しては、IIEA-５
は性活動を積極的に行っているかを調
べるアンケートですが、手術の傷がよ
くなってくる３カ月目ぐらいのところ
で、皆さん、半分以上の方が性活動を
始めるという結果が出ています。また、
患者さんの実際の声としては、手術後、
今までmorning erectionがなかったも
のが、するようになったという喜びの
声もたくさん出ています。
　大西　先ほど尿の量と勢い、両方が

増えるという話だったのですが、それ
は前立腺が肥大したものがきれいに取
れたからなのでしょうか。
　斉藤　一つは前立腺の肥大が根治で
きたことで尿の勢いが改善します。ま
た、前立腺肥大がすべてなくなること
で膀胱への血流のリモデリングといい
ますか、改変が起こって、膀胱への血
流の流れが変わってきているのではな
いかと考えています。
　もう一つは、これはまだ定かではな
いですが、過去のデータ、論文を見ま
すと、例えば前立腺を全部取ってしま
うような前立腺全摘の術後の方でテス
トステロン値が上がる。その論文では、
前立腺の中にインヒビンという中枢へ
の抑制物質が出ていて、テストステロ
ン値を抑えていたものが、手術で前立
腺がなくなることでテストステロン値
が上がるという考察があります。今回
の私の検討でも、手術のときにたくさ
ん核出できた、たくさん前立腺が取れ
た方は有意にテストステロン値が上が
っていくというデータも出ていますの
で、何かその辺が関係している可能性
があるということです。
　大西　最新のレーザー治療の話をう
かがいましたが、先生は在宅医療にも
かなり取り組んでいらっしゃるとうか
がっています。どのような活動をされ
ているのか教えていただけますか。
　斉藤　私は2010年から、大学の勤務
医師とは別に、大学のすぐ横に在宅ク

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （219）  5958 （218） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   59 2020/02/14   14:54



元気になるのですね。
　斉藤　排尿がよくなるだけで、今ま
でずっと部屋でうつうつとして、ほと
んど外出されなかった方が、管が抜け
たことで非常に喜び、活動性も向上し、
その日のうちに外出されたりします。
例えば私の患者さんでは、娘さんがア
メリカへ嫁がれて、孫と娘に会いに行
きたいのだけれども、尿の管があって、
恥ずかしくて行けないと、一日中外出
もせず部屋ですごされている方がいま
した。その方は、尿の管を抜いてあげ
ることで、その日のうちに手押し車を
使ってはつらつと散歩に出かけ、お孫
さんの顔を見にアメリカへ行けると泣
いて喜んでいました。
　排尿障害は非常に一般的なもので、
尿の管の管理も一般的になっています
が、細かく分析していけば、自宅でも
抜いてあげる方法はたくさんあります。
そういうことを考えてあげることで、
人は元気になるということを実感して
います。きめ細やかな分析ができるの
は、在宅医療の現場では、実際の生活
導線や環境、排尿状態などをつぶさに
見ることができることにあり、そこが
在宅医療の優れているところだと思い

ます。
　大西　ふだんの現場では泌尿器科の
先生がそこまで細やかに診てくださる
ことはなかなか難しく、カテーテルを
入れっぱなしにしていることも多いの
ではないかと思うのですが。
　斉藤　厚生労働省の班会議でもいろ
いろと検討した中で、管がなぜ自宅で
ついてきたのか。管が入ってきた原因
というのを関東甲信越の在宅標榜医の
3,800件ぐらいの方にアンケート調査を
しているのですが、残念なことに一番
多いのが病院からそのままつながって
きたというのが多い現状があります。
　泌尿器科医も一生懸命病院で診療し
ているのですが、それ以外の他科の先
生方が管を管理されることもあります
ので、そこで抜けずに、そのまま自宅
に帰ると、家では機能の再評価が難し
い現状があります。そのために、延々
と管が交換され続けてしまうという残
念な現状があります。
　大西　先生のように大学病院のチー
ムを組んで介入しているのはすばらし
いことだと思いますので、今後も活動
を期待しています。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）

筑波大学附属病院病院教授
河　合　弘　二

（聞き手　大西　真）

精巣腫瘍サバイバーのアンチエイジング

　大西　精巣腫瘍サバイバーのアンチ
エイジングについてうかがいたいと思
います。
　まず最初に、精巣腫瘍というのはま
れな腫瘍なのでしょうけれども、どの
ような疾患なのでしょうか。
　河合　まず押さえておくべき大きな
特徴として２点あります。この精巣腫
瘍とは悪性腫瘍、がんなわけですけれ
ども、いわゆるがん年齢ではなくて、
20～40歳代の非常に若い成人男性に多
いというのが特徴です。もう一つの特
徴は、この疾患に関しては、1980年代
にシスプラチンという抗がん剤が併用
化学療法で導入されて、その時点で転
移があってもかなり高率に治癒が可能
な疾患になっている。シスプラチン以
後、大きなブレイクとなるような抗が
ん剤はないにしても、だんだん治療成
績がよくなってきている。なので、転
移している患者さんをみた場合に、抗
がん剤で治療するわけですけれども、
その先には高い治癒率があるので、そ
の方たちは抗がん剤の治療を受けたサ

バイバーになるということを念頭に置
いて診療するということです。
　大西　この精巣腫瘍というのは実際、
日本でもけっこう増えてきているので
しょうか。
　河合　諸外国、特に先進国では増え
てきているので、傾向はわりとはっき
りしていることが多いのですけれども、
日本はあまりはっきりしてないですね。
特にこれは、例えば北欧などではかな
り頻度が高いのですけれども、日本で
すと年間10万人に１～２人ということ
で、社会的にもあまり認知されていな
いところがあります。
　大西　急に腫れてきて、病院にいら
っしゃるというのをたまに経験します
けれども、それほど多いという印象で
はないように感じますね。
　河合　先生のおっしゃることは非常
に大事で、腫れてきてすぐに病院に来
てくれればいいのですけれども、あま
り痛くないということと、そういう年
齢にまさか悪性の腫瘍がそういう場所
にできるということがわかっていない
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