
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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して、糖尿病の方でも「バランスって
何なんだ」ということになってきます。
ですので、この辺も新しい医学という
か、抗加齢医学の中で栄養をどのよう
に考えていくかですね。
　中村　堀江先生はどうお考えなので
すか。高糖質と低糖質といったような
場合も絡むと思うのですが。
　堀江　これは非常におもしろくて、
今、適切な糖質という言い方があるの
ですけれども、結局糖質を非常に少な
くすると酸化ストレスも減ります。し
かし、実はテストステロンも減って筋
肉も減ってくるのです。ですから、狭
い行動範囲の中にずっといるのであれ
ば低糖質でいいかもしれませんが、生
き生きと生活していくには当然糖質も
必要なわけです。しかし、例えば我々
が知らないところで摂取している果糖
であるとか、こういった問題は実はあ
まりクローズアップされていない。さ
らに、果物にしても果糖が30年前と比
べて増えているとか、そういう問題も
注意を払っていく必要があるかなと思
います。
　中村　冒頭でpara biosis（並体結合）
のお話をいただいたのですが、これは
将来どうなっていきますか。
　堀江　これは非常に驚くべき研究で、
高齢のネズミと若いネズミの血管を吻
合してしまうと、高齢のネズミの、い
わゆる老年症候群、筋肉の減少とか、
あるいは脳神経の変性とか、あるいは

感覚、嗅覚が落ちる、ということが治
ってしまうのです。その背景には何ら
かの因子、これは分子であったり、幹
細胞などいろいろなシステムがありま
すが、何が標的かを今世界中で必死に
探していると思います。そういうこと
がいろいろな状況下でわかってきます
と、一つずつピースをはめてくるよう
に、健康長寿というものが達成されて
きて、これまで常識とされていたこと
が実は必ずしも常識ではないというこ
とがわかってくるかもしれません。
　中村　しかも、一つのファクターで
はないわけですね。たくさんあって、
しかもそのバランスが大事だと。
　堀江　おっしゃるとおりです。例え
ば運動にしても、本当に運動というの
は体にいいのか。例えば全く運動しな
いけれども100までお元気な方もたく
さんいらっしゃるわけです。そうする
と、その方、その方に適した健康法と
いうのが出てくるのですが、もう一つ
は今後、遺伝子の解析にも着目する必
要があると思いますね。自分の遺伝子
はどういう成り立ちがあって、どうい
うリスクがあって、例えば検査をする
段階でどの程度変化を受けているか。
これをどのように、例えば運動をする
ことによってその修飾をまた改善でき
るかどうか。今までは採血、採尿とい
うバイオマーカーを見ていますが、遺
伝子の変化で結果的には健康あるいは
病気のリスク、あるいは病気診断、い

というのは、染色体の傷を一回修復す
る、あるいは傷がつきにくくするとい
うことで、サーチュインが絶えず活性
化していると、簡単にいえば、加齢の
変化、すなわち老化しにくくなるとい
うことがわかってきています。
　ではサーチュインを上げるものは何
かということですが、一つは今申し上
げた腹八分目から七分目でいること、
それから運動するということ、あとは
ポリフェノールといいますが、植物の
中に含まれている因子、有名なものは
赤ワインに含まれているレスベラトロ
ールで（ただ、赤ワインをがぶがぶ飲
むのは別問題ですけれども）、植物に
はそういう因子がある。それから、性
ホルモン、特に男性ホルモンも実はこ
のサーチュインを活性化するというこ
とから、男性ホルモンが高い人は比較
的長生きをする傾向があることもわか
ってきました。こういった栄養の中で
のカロリー摂取量、これがアンチエイ
ジングとけっこう関係しているという
こともわかってきました。
　もう一つおもしろいのは、腸内細菌。
最近、腸内細菌はいろいろな分野でブ
ームになっているのですが、腸内細菌
のあり方が、例えば私の専門分野では、
前立腺がんとどうも関係している。こ
れはおそらく前立腺だけではなくて、
いろいろながんと関係している。認知
症にも関係してくる。あるいは、排尿
障害とも関係してくるということで、

人体と共存しているこういう細菌群、
これとどのようにうまく付き合うかが
実は疾病、そして健康と大きな関係が
あるということがわかっています。
　中村　バクテロイデスとかいろいろ
言われていますね。
　堀江　おっしゃるとおりです。これ
までは病原性の大腸菌ばっかり目を向
けてきましたけれども、実際、どうい
う腸内細菌がいるかということも興味
の対象になってきていると思います。
　中村　その際、例えば酸化ストレス
を除く、発生を防止するという場合に、
酸化物ができあがったのを早く処理す
る。例えば、ビタミンEとか、処理側
に働くものよりは、つくる側を抑える
ほうが大事なのですか。
　堀江　これはやはり処理側に働くも
のもある程度あったほうがいいと思う
のです。今先生がおっしゃられたビタ
ミンEとかCとか、ビタミン群もそう
ですし、酸化ストレスを抑えていくポ
リフェノールとか、いろいろなものが
あります。ただ、どれか一つをたくさ
ん摂取したから有効かということは今
まであまりないですね。ですから、動
物の実験とか、非常に極端な状況では
そういうことがあるかもしれませんけ
れども、むしろそういうことを知って
いただいて、あまり食べすぎないこと
が大事です。ただ、これまで食事のバ
ランスを言っていましたけれども、バ
ランスの概念も実は全部変わってきま
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して、糖尿病の方でも「バランスって
何なんだ」ということになってきます。
ですので、この辺も新しい医学という
か、抗加齢医学の中で栄養をどのよう
に考えていくかですね。
　中村　堀江先生はどうお考えなので
すか。高糖質と低糖質といったような
場合も絡むと思うのですが。
　堀江　これは非常におもしろくて、
今、適切な糖質という言い方があるの
ですけれども、結局糖質を非常に少な
くすると酸化ストレスも減ります。し
かし、実はテストステロンも減って筋
肉も減ってくるのです。ですから、狭
い行動範囲の中にずっといるのであれ
ば低糖質でいいかもしれませんが、生
き生きと生活していくには当然糖質も
必要なわけです。しかし、例えば我々
が知らないところで摂取している果糖
であるとか、こういった問題は実はあ
まりクローズアップされていない。さ
らに、果物にしても果糖が30年前と比
べて増えているとか、そういう問題も
注意を払っていく必要があるかなと思
います。
　中村　冒頭でpara biosis（並体結合）
のお話をいただいたのですが、これは
将来どうなっていきますか。
　堀江　これは非常に驚くべき研究で、
高齢のネズミと若いネズミの血管を吻
合してしまうと、高齢のネズミの、い
わゆる老年症候群、筋肉の減少とか、
あるいは脳神経の変性とか、あるいは

感覚、嗅覚が落ちる、ということが治
ってしまうのです。その背景には何ら
かの因子、これは分子であったり、幹
細胞などいろいろなシステムがありま
すが、何が標的かを今世界中で必死に
探していると思います。そういうこと
がいろいろな状況下でわかってきます
と、一つずつピースをはめてくるよう
に、健康長寿というものが達成されて
きて、これまで常識とされていたこと
が実は必ずしも常識ではないというこ
とがわかってくるかもしれません。
　中村　しかも、一つのファクターで
はないわけですね。たくさんあって、
しかもそのバランスが大事だと。
　堀江　おっしゃるとおりです。例え
ば運動にしても、本当に運動というの
は体にいいのか。例えば全く運動しな
いけれども100までお元気な方もたく
さんいらっしゃるわけです。そうする
と、その方、その方に適した健康法と
いうのが出てくるのですが、もう一つ
は今後、遺伝子の解析にも着目する必
要があると思いますね。自分の遺伝子
はどういう成り立ちがあって、どうい
うリスクがあって、例えば検査をする
段階でどの程度変化を受けているか。
これをどのように、例えば運動をする
ことによってその修飾をまた改善でき
るかどうか。今までは採血、採尿とい
うバイオマーカーを見ていますが、遺
伝子の変化で結果的には健康あるいは
病気のリスク、あるいは病気診断、い

というのは、染色体の傷を一回修復す
る、あるいは傷がつきにくくするとい
うことで、サーチュインが絶えず活性
化していると、簡単にいえば、加齢の
変化、すなわち老化しにくくなるとい
うことがわかってきています。
　ではサーチュインを上げるものは何
かということですが、一つは今申し上
げた腹八分目から七分目でいること、
それから運動するということ、あとは
ポリフェノールといいますが、植物の
中に含まれている因子、有名なものは
赤ワインに含まれているレスベラトロ
ールで（ただ、赤ワインをがぶがぶ飲
むのは別問題ですけれども）、植物に
はそういう因子がある。それから、性
ホルモン、特に男性ホルモンも実はこ
のサーチュインを活性化するというこ
とから、男性ホルモンが高い人は比較
的長生きをする傾向があることもわか
ってきました。こういった栄養の中で
のカロリー摂取量、これがアンチエイ
ジングとけっこう関係しているという
こともわかってきました。
　もう一つおもしろいのは、腸内細菌。
最近、腸内細菌はいろいろな分野でブ
ームになっているのですが、腸内細菌
のあり方が、例えば私の専門分野では、
前立腺がんとどうも関係している。こ
れはおそらく前立腺だけではなくて、
いろいろながんと関係している。認知
症にも関係してくる。あるいは、排尿
障害とも関係してくるということで、

人体と共存しているこういう細菌群、
これとどのようにうまく付き合うかが
実は疾病、そして健康と大きな関係が
あるということがわかっています。
　中村　バクテロイデスとかいろいろ
言われていますね。
　堀江　おっしゃるとおりです。これ
までは病原性の大腸菌ばっかり目を向
けてきましたけれども、実際、どうい
う腸内細菌がいるかということも興味
の対象になってきていると思います。
　中村　その際、例えば酸化ストレス
を除く、発生を防止するという場合に、
酸化物ができあがったのを早く処理す
る。例えば、ビタミンEとか、処理側
に働くものよりは、つくる側を抑える
ほうが大事なのですか。
　堀江　これはやはり処理側に働くも
のもある程度あったほうがいいと思う
のです。今先生がおっしゃられたビタ
ミンEとかCとか、ビタミン群もそう
ですし、酸化ストレスを抑えていくポ
リフェノールとか、いろいろなものが
あります。ただ、どれか一つをたくさ
ん摂取したから有効かということは今
まであまりないですね。ですから、動
物の実験とか、非常に極端な状況では
そういうことがあるかもしれませんけ
れども、むしろそういうことを知って
いただいて、あまり食べすぎないこと
が大事です。ただ、これまで食事のバ
ランスを言っていましたけれども、バ
ランスの概念も実は全部変わってきま
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わゆるプレシジョン・メディシンとい
いますけれども、今そちらがかなり急
速に発展してきているのではないかな
と思います。私が現在理事長をしてい
ます日本抗加齢医学会も遺伝子の解析
とアンチエイジングということに今非
常に力を入れていますので、そう遠く
ない将来には遺伝子の観点から適切な
健康法、あるいはアンチエイジング医
学というものが進化してくるかなと期
待しています。
　中村　先生の印象をうかがいたいの
ですが、人間はどの辺まで生きられる
のですか。
　堀江　大隈重信が人生125歳といっ
たという話がありますが、おもしろい
ことに、いわゆるテロメアというのが
ありますね、染色体にくっついている。
　中村　凧のしっぽみたいなものです
ね。
　堀江　そうですね。そこから見ると、
いろいろな生き物の寿命はだいたいそ
のテロメアの長さでわかっているとい
われているのですが、長いほどいいの
です。テロメアの長さから見ると、人
の寿命のマックスは125歳ぐらいでは
ないかといわれています。しかし、そ
れは現時点での発想ですから、ひょっ

としてテロメアが長くなるような薬も
出てくるかもしれないので、今後は多
くの先生方は120歳ぐらいの患者さん
を診るようになるだろうと。昔、100
歳の方を診察するというのはめったに
なかったですよね。今はごく普通にな
ってきて。
　中村　時々ありますね。
　堀江　ということは、120歳という
方をお見かけすることがありうるので
はないかなという気がします。ただ、
問題は長く生きるよりは中身ですね。
　中村　アクティブに生活していると
いうことでしょうか。
　堀江　皆さん自立して生きるという
ことで、アンチエイジングというのは
自立する医学という意味もあると思い
ます。
　中村　少なくとも今までcellの段階
で研究が進んでいた。これからは個体
全体で見ていく。
　堀江　そして遺伝子全体で見ていく。
　中村　それが将来の課題でもあるわ
けですね。
　堀江　だと思います。夢だと思いま
す。
　中村　どうもありがとうございまし
た。

特別番組

ANNEX
──地域医療連携フロンティア──
（第３回）喘息の地域医療連携

　「ドクターサロンANNEX」は、地域医療連携に焦点を当てた全６回シリーズの
特別企画です。当企画は、国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹氏が進行役と
なり、「地域医療連携フロンティア」をテーマに、各界の識者の方よりお話をうか
がってまいります。３回目の今回は、「喘息の地域医療連携」をテーマに聖マリ
アンナ医科大学横浜市西部病院呼吸器内科病院教授の駒瀬裕子氏にお話をうかが
いました。

編集委員
国際医療福祉大学大学院教授
武　藤　正　樹　 氏
1974年新潟大学医学部卒業。1978年新潟大学大学院医科研究科修了後、
国立横浜病院にて外科医師として勤務。同病院在籍中の1986～1988年 
まで、厚生省（当時）からニューヨーク州立大学家庭医療学科に留学。
2018年４月より現職。政府委員としては、医療計画見直し等検討会座長
（厚労省 2010～2011年）、中医協入院医療等の調査評価分科会会長（厚
労省 2012～2018年）、療養病床の在り方等に関する検討会構成員（厚労
省 2015年）などを務める。著書に『医療と介護のクロスロードto2025 
（医学通信社 2018年）』などがある。

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （229）  6968 （228） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   68-69 2020/02/14   14:54


	02-032-2
	02-033-1
	02-033-2
	02-034-1



