
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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ようながんの発症リスクは一般の集団
より若干高くなるということが知られ
ています。
　大西　命にかかわらないようなもの
で何か重要な長期副作用はありますか。
　河合　一つは、先ほど申しましたよ
うに、シスプラチンがキードラッグで
すので、腎障害ということがあります。
治療をしているときの急性の腎障害も
問題ではあるのですが、治療後に長期
にわたってやや腎機能が不良な患者さ
んの集団として、２割ぐらいの患者さ
んで、腎機能障害がみられます。それ
と性腺機能障害、こういう年齢の方な
ので、これから子ども、挙児を希望さ
れる方もいるのですけれども、残念な
がら一定の割合で精子を造る能力が長
期にわたって阻害されるということで
す。
　大西　先ほどお話がありました二次
がんの対策みたいなものはありますか。
　河合　実は二次がんと申しましても、
白血病の発症リスクというのは昔から、
エトポシドもキードラッグの一つなの
で、わりとよく知られていたのですけ
れども、固形がんで実際にどの程度の
頻度でどれの発症リスクが上がるかと
いうデータはつい最近知られてきまし
た。固形がんでいうと、どのがんがと
いうことはないのです。大事なのは、
二次がんとして発症したがんの治療成
績のデータを見ると、普通のがんと同
じ。二次がんだから予後が悪いとか、

そういうわけではない。
　ただ、発症部位が多岐にわたるので、
例えば精巣腫瘍の治療をして、精巣腫
瘍のフォローアップをしていても、二
次がんがすべて引っかかるわけではな
いので、ある程度原発であった精巣腫
瘍のコントロールがついた時期になる
と、患者さんの年齢にもよりますけれ
ども、普通よりは若干がんの発症率が
高いということをお話しし、いわゆる
人間ドックをすすめます。ただ、どの
程度高いかというのは、疫学データな
ので、データによって数字が違います
けれども、多くの研究者が理解してい
るのはだいたい1.5～２倍ぐらい。いわ
ゆる喫煙によるリスクとほぼ同じぐら
いだろうと。ですから、患者さんはそ
う深刻に心配される必要はないのです
けれども、そういうことをお話しして
います。
　心血管系の合併症にも通じることで
すけれども、この病気で転移していて
化学療法をするときは、まず喫煙の有
無を聞いて、喫煙している人は、今か
ら治療しますので、たばこはやめてく
ださい、禁煙してくださいと。と申し
ますのは、最初の標準治療は先ほどお
話ししたシスプラチンとエトポシドと
ブレオマイシンの３つを使うのです。
ブレオマイシンは肺障害が問題になり
ますので、治療をしているときは必ず
禁煙をしてくださいと。その後、治療
が終わって寛解導入ができたら、この

ので、腫れてきてもなかなか病院に来
られないことが多いです。
　大西　何か原因といいますか、そう
いうものは想定されているのでしょう
か。
　河合　この年齢に発症するので、ほ
かのがんのような生活習慣というか、
環境因子ははっきりしたものがないの
です。では何が原因かというと、それ
もまだこれといってはっきりしたもの
はない。ただ、一番のリスク因子とし
てはっきりしたのは停留精巣です。停
留精巣の人は一般の人に比べてこの病
気になりやすい。
　大西　先ほど転移していてもかなり
治るというお話をうかがったのですけ
れども、実際の治癒率はどのような状
況なのでしょうか。
　河合　まず、転移している患者さん
の治癒率は徐々に上がってきていて、
全体で見ると、おそらく今80～90％の
治癒率ということです。さっきの腫れ
てきてもなかなか病院に来られないこ
との一つの重要なポイントは、診断し
たとき、だいたい今、７割ぐらいの方
が転移がない状態です。そうすると、
転移していても治すことはできるのだ
けれども、転移のない状態で見つけれ
ば、要するに局所の手術をするだけで、
それでも再発はしますけれども、再発
率は20～30％。ほかの方も、こういう
抗がん剤とか、強い治療なしに治癒が
可能なので、局所の腫れで起こってく

る悪性疾患が若い男性にあるというこ
とをここで強調しておきたいと思いま
す。
　大西　アンチエイジングとしての何
か具体的な取り組みはあるのでしょう
か。
　河合　いわゆるアンチエイジングと
しての具体的な取り組みというのは、
いわゆるガイドライン的なものはあり
ませんし、一般的にはそういう介入み
たいなことは行われていません。ただ、
先ほども申し上げましたように、1980
年代からサバイバーがだんだん増えて
きていて、その方たちのいわゆる長期、
我々は晩期合併症というのですけれど
も、抗がん剤の影響がたくさんのサバ
イバーのさらに長期の経過観察データ
として蓄積されてきているので、そう
いう知見がもう少しはっきりしてくれ
ば、アンチエイジング的な具体的な取
り組みもなされていくのかもしれない
です。
　大西　長期観察データで特に重要な
ポイントはありますか。
　河合　まず２つに分けて、一つは起
こると合併症として生命にかかわるも
のです。よく知られているのがいわゆ
る虚血性心疾患、狭心症や心筋梗塞の
リスクがやや高くなるということ。も
う一つは二次がん、抗がん剤の暴露に
よって長期に見ると、いわゆる普通の
がんで特殊ながんではないですけれど
も、いわゆるがん年齢に起こってくる
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ようながんの発症リスクは一般の集団
より若干高くなるということが知られ
ています。
　大西　命にかかわらないようなもの
で何か重要な長期副作用はありますか。
　河合　一つは、先ほど申しましたよ
うに、シスプラチンがキードラッグで
すので、腎障害ということがあります。
治療をしているときの急性の腎障害も
問題ではあるのですが、治療後に長期
にわたってやや腎機能が不良な患者さ
んの集団として、２割ぐらいの患者さ
んで、腎機能障害がみられます。それ
と性腺機能障害、こういう年齢の方な
ので、これから子ども、挙児を希望さ
れる方もいるのですけれども、残念な
がら一定の割合で精子を造る能力が長
期にわたって阻害されるということで
す。
　大西　先ほどお話がありました二次
がんの対策みたいなものはありますか。
　河合　実は二次がんと申しましても、
白血病の発症リスクというのは昔から、
エトポシドもキードラッグの一つなの
で、わりとよく知られていたのですけ
れども、固形がんで実際にどの程度の
頻度でどれの発症リスクが上がるかと
いうデータはつい最近知られてきまし
た。固形がんでいうと、どのがんがと
いうことはないのです。大事なのは、
二次がんとして発症したがんの治療成
績のデータを見ると、普通のがんと同
じ。二次がんだから予後が悪いとか、

そういうわけではない。
　ただ、発症部位が多岐にわたるので、
例えば精巣腫瘍の治療をして、精巣腫
瘍のフォローアップをしていても、二
次がんがすべて引っかかるわけではな
いので、ある程度原発であった精巣腫
瘍のコントロールがついた時期になる
と、患者さんの年齢にもよりますけれ
ども、普通よりは若干がんの発症率が
高いということをお話しし、いわゆる
人間ドックをすすめます。ただ、どの
程度高いかというのは、疫学データな
ので、データによって数字が違います
けれども、多くの研究者が理解してい
るのはだいたい1.5～２倍ぐらい。いわ
ゆる喫煙によるリスクとほぼ同じぐら
いだろうと。ですから、患者さんはそ
う深刻に心配される必要はないのです
けれども、そういうことをお話しして
います。
　心血管系の合併症にも通じることで
すけれども、この病気で転移していて
化学療法をするときは、まず喫煙の有
無を聞いて、喫煙している人は、今か
ら治療しますので、たばこはやめてく
ださい、禁煙してくださいと。と申し
ますのは、最初の標準治療は先ほどお
話ししたシスプラチンとエトポシドと
ブレオマイシンの３つを使うのです。
ブレオマイシンは肺障害が問題になり
ますので、治療をしているときは必ず
禁煙をしてくださいと。その後、治療
が終わって寛解導入ができたら、この

ので、腫れてきてもなかなか病院に来
られないことが多いです。
　大西　何か原因といいますか、そう
いうものは想定されているのでしょう
か。
　河合　この年齢に発症するので、ほ
かのがんのような生活習慣というか、
環境因子ははっきりしたものがないの
です。では何が原因かというと、それ
もまだこれといってはっきりしたもの
はない。ただ、一番のリスク因子とし
てはっきりしたのは停留精巣です。停
留精巣の人は一般の人に比べてこの病
気になりやすい。
　大西　先ほど転移していてもかなり
治るというお話をうかがったのですけ
れども、実際の治癒率はどのような状
況なのでしょうか。
　河合　まず、転移している患者さん
の治癒率は徐々に上がってきていて、
全体で見ると、おそらく今80～90％の
治癒率ということです。さっきの腫れ
てきてもなかなか病院に来られないこ
との一つの重要なポイントは、診断し
たとき、だいたい今、７割ぐらいの方
が転移がない状態です。そうすると、
転移していても治すことはできるのだ
けれども、転移のない状態で見つけれ
ば、要するに局所の手術をするだけで、
それでも再発はしますけれども、再発
率は20～30％。ほかの方も、こういう
抗がん剤とか、強い治療なしに治癒が
可能なので、局所の腫れで起こってく

る悪性疾患が若い男性にあるというこ
とをここで強調しておきたいと思いま
す。
　大西　アンチエイジングとしての何
か具体的な取り組みはあるのでしょう
か。
　河合　いわゆるアンチエイジングと
しての具体的な取り組みというのは、
いわゆるガイドライン的なものはあり
ませんし、一般的にはそういう介入み
たいなことは行われていません。ただ、
先ほども申し上げましたように、1980
年代からサバイバーがだんだん増えて
きていて、その方たちのいわゆる長期、
我々は晩期合併症というのですけれど
も、抗がん剤の影響がたくさんのサバ
イバーのさらに長期の経過観察データ
として蓄積されてきているので、そう
いう知見がもう少しはっきりしてくれ
ば、アンチエイジング的な具体的な取
り組みもなされていくのかもしれない
です。
　大西　長期観察データで特に重要な
ポイントはありますか。
　河合　まず２つに分けて、一つは起
こると合併症として生命にかかわるも
のです。よく知られているのがいわゆ
る虚血性心疾患、狭心症や心筋梗塞の
リスクがやや高くなるということ。も
う一つは二次がん、抗がん剤の暴露に
よって長期に見ると、いわゆる普通の
がんで特殊ながんではないですけれど
も、いわゆるがん年齢に起こってくる
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先は心疾患とか、がんの危険度が少し
高くなるので、このままたばこをやめ
てくださいというような話をしていま
す。
　大西　先ほど性腺機能障害の話が出
ましたけれども、どのような患者さん
にテストステロンの補充療法のような
ものを行ったらよろしいのでしょうか。
　河合　それは非常に難しいところで、
確かに我々も調べてみましたけれども、
テストステロンの測定法としてはトー
タルテストステロン、総テストステロ
ンと、フリーテストステロンで、これ
は欧米と少し違うのですけれども、わ
が国ですとトータルのテストステロン
はあまり加齢で変化しないといわれて
います。なので、日本の性腺機能障害
を検出するにはフリーテストステロン
を測定することが推奨されます。
　確かに精巣腫瘍の患者さんを調べて
みると、総テストステロンはそんなに
下がっていないのだけれども、フリー
テストステロンはかなり下がっている、
低値を示す患者さんが多い。だいたい
６割ぐらいの人が正常値より低いぐら
いです。そこで問題になってくるのが、
先生がおっしゃられたように、フリー

テストステロン値、測定値で治療介入
するかというと、それは一般的ではな
くて、フリーテストステロンが下がっ
ているということも大事ですし、それ
による実際、いわゆる男性更年期、症
状で患者さんが困られているかどうか
も大事です。そうすると、精巣腫瘍の
患者さんで６割ぐらいの人が数字は若
干低いのだけれども、アンケートで症
状があるかを聞いてみると、確かに軽
い症状があると分類される人は６割ぐ
らいで、だいたい軽症です。実際、我々
泌尿器科で男性更年期外来というもの
をやっていますけれども、そういう外
来に来られる、症状を持って、その症
状で受診される方に比べれば、はるか
に症状は軽い。
　なので、実際のテストステロン、性
腺機能障害の治療としては、日本では
テストステロンデポの筋注ということ
になるのですけれども、そうすると 
２～３週に１回ということになります。
そういう受診の煩わしさ等を考えると、
そう簡単に数字が低いからといってお
勧めできるものではないということで
す。
　大西　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）

順天堂大学大学院泌尿器外科学教授
堀　江　重　郎

（聞き手　中村治雄）

泌尿器領域における抗加齢医学の将来

　中村　泌尿器領域における抗加齢医
学の将来ということで、このシリーズ
の冒頭でお話しいただきましたことの
締めくくりになるかと思います。一部
復習になるかと思いますけれども、冒
頭で、加齢の原因として酸化というの
がポイントだと。遺伝子との絡み、そ
れに対応して栄養あるいは運動、薬物
といったお話をちょうだいしました。
実際に今まで先生方の領域である程度
トライアルをされているものもあろう
かと思います。その辺のエビデンスが
あったらお教えいただきたいと思いま
す。
　堀江　今、先生からもお話しいただ
きましたように、酸化ストレス（oxi-
dative stress）がまさに遺伝子を酸化
して劣化させてしまう。遺伝子の変異
を起こすということがわかっています
が、この酸化ストレスはごはんを食べ
てエネルギーをつくる、熱をつくると
きに同時に副産物として出てくるわけ
です。いわゆる過酸化水素のような酸
化ストレスを消去できる力が弱くなっ

てくると遺伝子が劣化してしまうので
す。一番簡単な考え方は、おなかいっ
ぱい食べるのではなくて、少し食べる
量を減らしてみようということで、こ
れはサルを使った有名な研究がありま
して、少し食べる量をずっと減らして
いくと、結局生活習慣病が減ってくる。
そして活動性がずっと維持されて、寿
命も延長するということがわかってき
ています。
　どうしてそういうことが起きてくる
のかというのを研究してみると、おも
しろいことに、カロリーを少なめにす
るとか、最近流行っていますけれども、
ファスティングといって、食事を抜く
とか、あるいはプチ断食であるとか、
それから運動、この３つが実は科学的
に現在証明されているアンチエイジン
グであるということが、「Cell」という
国際的な医学雑誌でレビューされてい
るのです。
　この３つの条件ですと、サーチュイ
ンという遺伝子が働くということがわ
かっているのです。この遺伝子の作用
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