
家で貼ったりして来るのでしょうか。
　佐々木　お母さんがおうちで貼れば、
待ち時間がたいへん少ないので、お母
さんにとってはいいのですが、麻酔薬
ですので、私は原則は院内で貼って、
１時間お待ちいただいて取るようにし
ています。
　池田　何かリドカインテープを貼る
ことによって不都合なことがあるので
しょうか。
　佐々木　非常にまれですが、リドカ
インテープによるであろうアナフィラ
キシーの報告がありますので、やはり
気をつけなければいけないと思います。
　池田　やはり医師の管理下できちん
と貼っていくということですね。
　佐々木　そうですね。
　池田　その背景として、アトピー素
因などをお持ちのお子さんがいること
もあるのでしょうか。
　佐々木　バリア機能が弱い乾燥した
皮膚に貼れば、経皮吸収量は多くなる
と思います。
　池田　そういうこともあるのですね。
先生のところにいらしてリドカインテ
ープを貼って、１時間待ってから取る。
　佐々木　院内が込めば、少し近くに
出かけていただくことはありますが、
遠くに行かないことと、注意喚起をし
ておくことが必要だと思います。
　池田　まれにアナフィラキシーが起
こるかもしれないので、そんな遠くに
行ってしまうと困るのですね。

　佐々木　そうですね。
　池田　小児皮膚科学会等で何か提言
をまとめられたとうかがったのですが、
どういう内容でしょうか。
　佐々木　日本皮膚科学会と日本臨床
皮膚科医会と、そして日本小児皮膚科
学会、３学会で保育園向け、幼稚園向
けの指針を作っていて、学校保健委員
会が中心になっています。ホームペー
ジでダウンロードができます。これは
例えば水からはうつりませんので、水
泳を禁止する必要はありません、とい
うようなことが書かれてあり、そのほ
か、とびひとかアタマジラミとか、お
子さんのいわゆる第３種の感染症につ
いてまとめたものなので、ご活用いた
だければと思います。
　池田　水でうつらないということで
すね。とびひとかアタマジラミは、だ
いたい皮膚─皮膚接触感染ということ
でしょうか。
　佐々木　そうですね。
　池田　それぞれの注意点や予防法な
どが書いてあるのですね。
　佐々木　学校でどのような対応をし
たらいいかが書いてあります。
　池田　それを見ていただいて、水い
ぼも含めて先生方が対応していくとい
うことですね。
　佐々木　参考にしていただければと
思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

昭和大学江東豊洲病院泌尿器科教授
深　貝　隆　志

（聞き手　池田志斈）

　前立腺がんのホルモン治療についてご教示ください。
　最近は、PSA検診などが充実しており、ホルモン治療を受ける方が増えてい
るように思います。勃起障害や更年期障害のような症状を訴える方が多いです
が、これらの症状を緩和させるにはどのような対応があるのでしょうか。
 ＜神奈川県開業医＞

前立腺がんのホルモン治療

　池田　前立腺がんのホルモン療法の、
特に副作用に対する対処法についての
質問ですが、前立腺がんのホルモン療
法はいつ頃から行われているのでしょ
うか。
　深貝　非常に古くからで、一番初め
に行われたのは1941年にHugginsとい
う先生が発明したというか、開発した
治療でした。男性ホルモンを低下させ
ると前立腺がんをやっつけることがで
きる。そういったコンセプトで生まれ
た治療です。Huggins先生はノーベル
賞を受賞されました。それほど社会に
大きな影響を与えた治療です。
　池田　最初の頃は多分去勢ですね。
　深貝　そうですね。男性ホルモンを
下げるというと、初めは精巣を取ると

いう方法もありました。ただ、当時か
ら実は女性ホルモンを投与すると男性
ホルモンが下がるのはわかっていて、
去勢という方法、一つは精巣の男性ホ
ルモンを抑える方法、もう一つはエス
トロゲンを投与する方法が取られてい
たのが現状です。
　池田　最近になっていろいろな薬が
出てきていると思うのですが、ホルモ
ン療法の適応は前立腺がんで、どのよ
うになっているのでしょうか。
　深貝　進行している前立腺がんに対
して使われるのが基本的な役割になっ
ています。進行しているのは残念なが
ら骨に転移をしたりとか、局所に進行
していることになりますが、そういっ
た状況の前立腺がんに対して全身的な
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けれども、手術をして全部取ってしま
ったほうがよいということですね。
　深貝　そうですね。
　池田　それ以外の方はおしなべてホ
ルモン療法にいってしまうのでしょう
か。
　深貝　先ほど申し上げましたように、
放射線療法もその中間的というか、局
所に限局している、手術と同じような
適応の部分もありますし、もう少し広
がっている部分には広く放射線を当て
てホルモン療法と併用する、そんな位
置づけで治療が行われることもありま
す。
　池田　たくさんの種類のホルモン療
法があると思うのですが、実際にはど
のような薬が、どのようなタイミング
で使われるのでしょうか。

　深貝　先ほど申し上げましたように、
どういったがんに使うかによっても使
い方が違うのですが、基本的によく使
われるのがLH-RHアゴニスト、アンタ
ゴニスト、これは中枢のほうに作用し
て男性ホルモンが出てくるのを抑える。
そういう薬と、もう一つは、一般的に
は経口薬ですが、抗男性ホルモン薬と
いって体内にある男性ホルモンが前立
腺に取り込まれるのをブロックする、
そういった２つのタイプの薬が主に使
われています。より進行しているもの
には両方併用して使ったり、症状が軽
いものに関しては経口薬の抗男性ホル
モン薬を使ったり、そういった使い分
けをしているのが現状です。
　池田　その２つは作用点が違うので、
両方使ったり、片方だけだったりとい

図２　男性ホルモン低下による副作用

治療として行われるのがホルモン療法
の役割となっています。
　ただ、最近では局所に限局している
がんに対して放射線治療がよく行われ
るのですが、この放射線治療とホルモ
ン療法を併用すると非常にいい効果が
あるというのがわかっていて、そうい
った根治療法という放射線治療を強化
する意味でも使われることが最近多く
なっています。
　池田　がんの重症度もありますし、
それから限局性の方もいますが、手術
療法のタイミングはホルモン療法とど
のような関係になっているのでしょう

か。
　深貝　手術療法は、前立腺、そして
前立腺がんを取り切るという考え方で
すので、局所に限局していて比較的リ
スクの低いものがいい適応になります。
ホルモン療法は全身のどこにあるがん
細胞も攻撃できるという考え方から、
より進行したがんや、局所に限局して
いるがんでもリスクが高い、転移しや
すかったり、治療後再発しやすいがん
にホルモン療法が追加で行われる、そ
んな位置づけになっています。
　池田　逆に言いますと、低リスクで
本当に限局していれば、年齢にもよる

図１　各種ホルモン療法の作用点
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けれども、手術をして全部取ってしま
ったほうがよいということですね。
　深貝　そうですね。
　池田　それ以外の方はおしなべてホ
ルモン療法にいってしまうのでしょう
か。
　深貝　先ほど申し上げましたように、
放射線療法もその中間的というか、局
所に限局している、手術と同じような
適応の部分もありますし、もう少し広
がっている部分には広く放射線を当て
てホルモン療法と併用する、そんな位
置づけで治療が行われることもありま
す。
　池田　たくさんの種類のホルモン療
法があると思うのですが、実際にはど
のような薬が、どのようなタイミング
で使われるのでしょうか。

　深貝　先ほど申し上げましたように、
どういったがんに使うかによっても使
い方が違うのですが、基本的によく使
われるのがLH-RHアゴニスト、アンタ
ゴニスト、これは中枢のほうに作用し
て男性ホルモンが出てくるのを抑える。
そういう薬と、もう一つは、一般的に
は経口薬ですが、抗男性ホルモン薬と
いって体内にある男性ホルモンが前立
腺に取り込まれるのをブロックする、
そういった２つのタイプの薬が主に使
われています。より進行しているもの
には両方併用して使ったり、症状が軽
いものに関しては経口薬の抗男性ホル
モン薬を使ったり、そういった使い分
けをしているのが現状です。
　池田　その２つは作用点が違うので、
両方使ったり、片方だけだったりとい

図２　男性ホルモン低下による副作用

治療として行われるのがホルモン療法
の役割となっています。
　ただ、最近では局所に限局している
がんに対して放射線治療がよく行われ
るのですが、この放射線治療とホルモ
ン療法を併用すると非常にいい効果が
あるというのがわかっていて、そうい
った根治療法という放射線治療を強化
する意味でも使われることが最近多く
なっています。
　池田　がんの重症度もありますし、
それから限局性の方もいますが、手術
療法のタイミングはホルモン療法とど
のような関係になっているのでしょう

か。
　深貝　手術療法は、前立腺、そして
前立腺がんを取り切るという考え方で
すので、局所に限局していて比較的リ
スクの低いものがいい適応になります。
ホルモン療法は全身のどこにあるがん
細胞も攻撃できるという考え方から、
より進行したがんや、局所に限局して
いるがんでもリスクが高い、転移しや
すかったり、治療後再発しやすいがん
にホルモン療法が追加で行われる、そ
んな位置づけになっています。
　池田　逆に言いますと、低リスクで
本当に限局していれば、年齢にもよる

図１　各種ホルモン療法の作用点
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これは治療の本質にかかわることなの
で、完全に治療するというのはなかな
か難しい副作用です。方針としては２
つあります。一つは少しホルモン療法
の手を緩めるというか、男性ホルモン
を完全に下げるのではなく、先ほど申
し上げましたように、抗男性ホルモン
薬、男性ホルモンをブロックするよう
な薬を使うことで、その薬の治療を中
心にするのが一つの方法です。
　あとは、間欠的ホルモン療法で、ホ
ルモン療法をある一定の期間続けて、
腫瘍マーカーのPSAが非常に下がった
ら、いったんやめてしまう。しばらく
お休みしていると、またその腫瘍マー
カーが上がってきて、それとともに男
性ホルモンも上がってくるので、その
分、QOLが維持できる。またあまり
PSAが上がったらホルモン療法を再開
する。そういった方法があります。そ
ういう方法を取って男性ホルモンを一
時的に上げることによって性機能を回
復させる方法もあります。
　池田　ちょっと綱渡り的な感じです
ね。
　深貝　ただ、ある程度の前立腺がん
ですと、そういった方法を取っても治
療成績は悪くならずに、QOLだけ上が
っていくという報告もありますので、
そういうものも一つの方法になると思
います。
　池田　重篤な副作用の骨粗鬆症です
が、一般の骨粗鬆症に準じて治療され

るのでしょうか。
　深貝　骨粗鬆症自体の治療法は、別
にホルモン療法の副作用だからという
特別な治療法ではなく、一般的な骨粗
鬆症に対する治療で十分と考えていま
す。
　池田　高脂血症だとか高コレステロ
ール血症も一般的な治療を行うのでし
ょうか。
　深貝　よくいわれるメタボリックシ
ンドロームのような検査と同様に、血
液データ、高脂血症や中性脂肪、コレ
ステロールなどを定期的にチェックし
コントロールしていただくことが重要
ではないかと考えています。
　池田　その２つの意味から、一般の
内科医にも前立腺がんの患者さん、特
にホルモン療法をするときは、フォロ
ーアップしていただいたほうがいいの
でしょうか。
　深貝　それは非常に重要な話でして、
泌尿器科の医師も前立腺がんの治療を
しながら血液の検査を行うわけですが、
非常に長期間、特に内科医とか、家庭
医らに通常の血圧を見てもらう。普通
の高脂血症や糖尿病、そういったもの
をチェックしていただくのは、ホルモ
ン療法の管理に非常に重要な役割を担
っていただくことになると思います。
ぜひ内科医にも協力していただきたい
といつも考えています。
　池田　骨粗鬆症や心血管イベントと
いいますと、欧米の体の大きな方をど

うことですが、こういった治療法が有
効であるかどうかは、どのくらいの期
間フォローアップして評価するのでし
ょうか。
　深貝　ホルモン療法は、大部分の患
者さんは非常に効くのですが、実際に
ホルモン療法を始め、どのように評価
するかというと、一般的には血液デー
タでPSAという腫瘍マーカーがありま
して、これがどれくらい下がるか。あ
と、非常に進行している場合は、例え
ば骨に転移しているような場合は、画
像診断で転移の状況を評価するのです。
そういったものは投与直後、１～３カ
月ぐらいの間の評価で、どれくらい効
果があるか、どれくらい効いているか、
ある程度の判断は可能になっています。
　池田　そのくらいはフォローアップ
するのですね。
　深貝　そうですね。それで非常に効
果があるようでしたら、それがずっと
続いていくことになり、それが効かな
い場合はまたほかの手を考える。そう
いったことになります。
　池田　質問にありますが、ホルモン
療法の副作用というのはどのようなも
のがあるのでしょうか。
　深貝　大きく分けますと、患者さん
自身が自覚症状があるものと、すぐに
は感じない、症状としてはあまり感じ
なくても、長期的に見ると非常に注意
しなければいけない副作用、この２つ
に分かれると思うのです。症状として

感じるものでは、まず性機能障害です。
これは男性ホルモンを下げてしまうこ
とによって起こるホルモン療法の宿命
みたいなものです。もう一つはホット
フラッシュといって、女性の更年期障
害でも聞く言葉ですが、体がかっとほ
てる。そういったものが自覚症状があ
る副作用になると思います。
　自覚症状がないものとしては、すぐ
には感じないという意味なのですが、
骨密度が下がる。骨粗鬆症が起きやす
くなる。もう一つは、太りやすくなる
というか、血液データの高脂血症など、
そういうことが起こりやすくなって、
最終的に心血管障害が少し増えるので
はないかといわれているのが主な副作
用になると思います。
　池田　逆に、患者さんが感じるもの
よりも感じないもののほうがちょっと
重篤な感じですね。
　深貝　そうですね。患者さん自身に
とっては、患者さん自身が感じるもの
が非常に重要と思われるわけですが、
我々、治療する側では最近はより長期
的に副作用に注意しなければいけない
ということで、骨密度や心血管障害に
対しても配慮しているのが現状です。
　池田　質問で性機能障害、かなり患
者さんのQOLを落とすのではないかと
いうことですが、こういった状態に患
者さんがなった場合はどのような対処
をされるのですか。
　深貝　先ほど申し上げましたように、
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これは治療の本質にかかわることなの
で、完全に治療するというのはなかな
か難しい副作用です。方針としては２
つあります。一つは少しホルモン療法
の手を緩めるというか、男性ホルモン
を完全に下げるのではなく、先ほど申
し上げましたように、抗男性ホルモン
薬、男性ホルモンをブロックするよう
な薬を使うことで、その薬の治療を中
心にするのが一つの方法です。
　あとは、間欠的ホルモン療法で、ホ
ルモン療法をある一定の期間続けて、
腫瘍マーカーのPSAが非常に下がった
ら、いったんやめてしまう。しばらく
お休みしていると、またその腫瘍マー
カーが上がってきて、それとともに男
性ホルモンも上がってくるので、その
分、QOLが維持できる。またあまり
PSAが上がったらホルモン療法を再開
する。そういった方法があります。そ
ういう方法を取って男性ホルモンを一
時的に上げることによって性機能を回
復させる方法もあります。
　池田　ちょっと綱渡り的な感じです
ね。
　深貝　ただ、ある程度の前立腺がん
ですと、そういった方法を取っても治
療成績は悪くならずに、QOLだけ上が
っていくという報告もありますので、
そういうものも一つの方法になると思
います。
　池田　重篤な副作用の骨粗鬆症です
が、一般の骨粗鬆症に準じて治療され

るのでしょうか。
　深貝　骨粗鬆症自体の治療法は、別
にホルモン療法の副作用だからという
特別な治療法ではなく、一般的な骨粗
鬆症に対する治療で十分と考えていま
す。
　池田　高脂血症だとか高コレステロ
ール血症も一般的な治療を行うのでし
ょうか。
　深貝　よくいわれるメタボリックシ
ンドロームのような検査と同様に、血
液データ、高脂血症や中性脂肪、コレ
ステロールなどを定期的にチェックし
コントロールしていただくことが重要
ではないかと考えています。
　池田　その２つの意味から、一般の
内科医にも前立腺がんの患者さん、特
にホルモン療法をするときは、フォロ
ーアップしていただいたほうがいいの
でしょうか。
　深貝　それは非常に重要な話でして、
泌尿器科の医師も前立腺がんの治療を
しながら血液の検査を行うわけですが、
非常に長期間、特に内科医とか、家庭
医らに通常の血圧を見てもらう。普通
の高脂血症や糖尿病、そういったもの
をチェックしていただくのは、ホルモ
ン療法の管理に非常に重要な役割を担
っていただくことになると思います。
ぜひ内科医にも協力していただきたい
といつも考えています。
　池田　骨粗鬆症や心血管イベントと
いいますと、欧米の体の大きな方をど

うことですが、こういった治療法が有
効であるかどうかは、どのくらいの期
間フォローアップして評価するのでし
ょうか。
　深貝　ホルモン療法は、大部分の患
者さんは非常に効くのですが、実際に
ホルモン療法を始め、どのように評価
するかというと、一般的には血液デー
タでPSAという腫瘍マーカーがありま
して、これがどれくらい下がるか。あ
と、非常に進行している場合は、例え
ば骨に転移しているような場合は、画
像診断で転移の状況を評価するのです。
そういったものは投与直後、１～３カ
月ぐらいの間の評価で、どれくらい効
果があるか、どれくらい効いているか、
ある程度の判断は可能になっています。
　池田　そのくらいはフォローアップ
するのですね。
　深貝　そうですね。それで非常に効
果があるようでしたら、それがずっと
続いていくことになり、それが効かな
い場合はまたほかの手を考える。そう
いったことになります。
　池田　質問にありますが、ホルモン
療法の副作用というのはどのようなも
のがあるのでしょうか。
　深貝　大きく分けますと、患者さん
自身が自覚症状があるものと、すぐに
は感じない、症状としてはあまり感じ
なくても、長期的に見ると非常に注意
しなければいけない副作用、この２つ
に分かれると思うのです。症状として

感じるものでは、まず性機能障害です。
これは男性ホルモンを下げてしまうこ
とによって起こるホルモン療法の宿命
みたいなものです。もう一つはホット
フラッシュといって、女性の更年期障
害でも聞く言葉ですが、体がかっとほ
てる。そういったものが自覚症状があ
る副作用になると思います。
　自覚症状がないものとしては、すぐ
には感じないという意味なのですが、
骨密度が下がる。骨粗鬆症が起きやす
くなる。もう一つは、太りやすくなる
というか、血液データの高脂血症など、
そういうことが起こりやすくなって、
最終的に心血管障害が少し増えるので
はないかといわれているのが主な副作
用になると思います。
　池田　逆に、患者さんが感じるもの
よりも感じないもののほうがちょっと
重篤な感じですね。
　深貝　そうですね。患者さん自身に
とっては、患者さん自身が感じるもの
が非常に重要と思われるわけですが、
我々、治療する側では最近はより長期
的に副作用に注意しなければいけない
ということで、骨密度や心血管障害に
対しても配慮しているのが現状です。
　池田　質問で性機能障害、かなり患
者さんのQOLを落とすのではないかと
いうことですが、こういった状態に患
者さんがなった場合はどのような対処
をされるのですか。
　深貝　先ほど申し上げましたように、
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うしてもイメージするのですが、日本
の方、やせている方と欧米の方のホル
モン療法の差異はあるのでしょうか。
　深貝　日本人はホルモン療法の予後、
効果が高いのか、副作用が少ないのか、
必ずしも明確にはなっていないのです
が、非常にホルモン療法の成績がいい
といわれています。これは私自身の考
えですが、欧米人より日本人は副作用
の出方が少ない。先ほど申し上げまし
たように、高脂血症や高コレステロー
ル血症などによる副作用、心血管系の
障害が日本人は少ないと感じています。

ただ、だからといって日本人も油断し
てはいけないと思いますので、そうい
ったところの管理は十分行っていただ
くことが必要だと考えています。
　池田　長いこと高齢者にホルモン療
法を行うので、やはり全身を管理しな
がらになるのですね。
　深貝　よく管理していただければ、
決して危ない治療法ではありません。
特に内科医の協力は非常に重要ではな
いかと思っています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

三井記念病院産婦人科医長
中　田　真　木

（聞き手　池脇克則）

　膀胱炎の診療についてご教示ください。
　特に妊婦さんや合併症状のある患者さんへの治療についてご解説ください。
 ＜東京都勤務医＞

膀胱炎の診療

　池脇　妊婦さんでの膀胱炎、あるい
は女性に関係して合併症状のある患者
さんの膀胱炎ということで、確かに女
性の膀胱炎は頻度が高いと思います。
今回は妊婦さんの膀胱炎がメインで、
後半、合併症状のある患者さんの膀胱
炎についてですが、具体的にどういう
患者さんなのでしょうか。
　中田　明らかな感染性膀胱炎の証拠
というのは、膿尿がある。ばい菌がい
たり、白血球がいたりするお小水があ
る。これは男女共通なのですが、症状
のあらわれ方は、生殖器に性差が大き
いものですから、女性と男性で異なっ
ていると思います。女性の合併症状が
あるというのは、例えば膣炎のような
ものと一緒になっている膀胱炎症状で
すとか、あと子宮脱、膀胱瘤、正確に
は骨盤臓器脱といいますが、こういっ

た場合の尿の排出障害があるのです。
そういう場合の膀胱炎症状などがある
と思います。
　池脇　膀胱炎プラスアルファの骨盤
内のいろいろな問題で膀胱炎も合併し
ていることになると、膀胱炎だけ診る
わけにはいかないのですね。
　中田　そうですね。まず患者さんは、
膀胱炎と自己診断するか、ではないか
と疑ってやってくるのですが、本当に
膀胱や尿道の刺激症状があるときに、
それが膀胱炎と言えるかが一つのポイ
ントです。先ほど申しましたように、
膀胱炎というのは、尿を取って、それ
が膿尿であるのを確認して診断をつけ
ます。女性の場合、トイレで普通に出
していただいた尿は、例えば膣炎があ
ると、膣からおりてくる白血球ですと
か、少し出血していれば赤血球などが
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