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第11回日本Men s Health医学会の報告

立腺がんの予防を考えるセッションから、男性ホルモン低下と
精神状態の関係、メタボリックシンドロームと男性ホルモン、
さらには、男性の生活改善に関わるED治療薬などの話題など、

帝京大学医学部泌尿器科学教室 准教授

包括的に男性医学を捉え、ASEAN諸国をはじめとする海外の先

井手

進的な医師たちと討議する機会となりました。また、特別企画

久満

として震災後の日本、男性の在り方、政治の在り方を考える岡
本行夫先生や島田晴雄先生とのセッションなど、これからの日

宮崎医科大学（現宮崎大学医学部）卒業
国立がんセンター研究所分子腫瘍学部、UCLAハワー
ドヒューズ研究所にて前立腺癌研究を行う。杏林大学、
帝京大学での臨床を通じて、前立腺癌を含めテストス
テロンを中心とする病態・疾患群の研究を行ってい
る。

本の将来を考えるご講演も盛況でした。学会期間中に催された
座禅の会や、普段は閲覧できない禅寺の魅力の詰まった建長寺
ツアー、鎌倉ツアーなどの日本の文化を知ってもらうための企
画も海外参加者のみならず、多数の学会員の参加をいただき大
変好評でした。
本学会の開催にあたり、理事、評議員をはじめ会員の方々の
ご指導、ご支援、ご参加に感謝いたしますとともに、企画につ

第11回日本Men s Health医学会が鎌倉の建長寺で開催されま

いてご尽力いただいた方々、海外講演者、参加者、事務局の

し た 。今 年 で 11回 目 と な る 本 研 究 会 は 、6th JAPAN-ASEAN

方々、ご協賛いただきました企業の方々の皆様にこの場を借り

Conference on Men s Health and Aging、
第3回泌尿器抗加齢研究

て厚く御礼申し上げます。また、東北に震災にあわれたこども

会と合同開催となりました。諸関係者のご協力により建長寺とい

たちに絵本を贈るプロジェクトにご賛同いただき、多大なご寄

う日本古来の由緒ある寺院を会場とさせていただき、学会の開催

付を学会参加者からいただきました。重ねて深く御礼申し上げ

された4日間で、予想を上回る約250名近い方々のご参加を得るこ

ます。来年もたくさんの会員の皆様にご参加いただき、是非、

とができました。特に海外講演者の方には思い出の多い国際学会

本学会を盛り上げていただければ幸いです。

になったのではないかと思います。また、第3回泌尿器抗加齢医学
研究会は都心から離れた鎌倉の七里ガ浜というリゾート地で、
海に浮かぶヨットを眺められる会場に多数の先生方のご参加を
いただくことができました。ご講演いただきました先生方、ま
た、ご参加いただきました会員の皆様、活発なご討議で本研究
会を盛り上げていただきましたこと、心より御礼申し上げます。
本合同学会は第11回日本Men s Health医学会会長

熊本悦明

先生のご挨拶と太鼓によるパフォーマンスにより始まりました。
6th JAPAN-ASEAN Conference on Men s Health and Aging
堀江重郎会長のアイデアの詰まった企画のもと食品因子から前

左から丸茂先生、奥山先生、Hui Meng Tan先生、熊本先生

ウェルカムレセプションでは雅楽が演奏されました。
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日本性機能学会
第22回学術総会を終えて
〜男女の幸福な性を考えました〜

結局最後は言葉でしか発情できない」男性会員には言葉の重要性
も教えていただきました。家に帰って奥様の顔を見て「やれやれ」
というだけで、相手をほっとさせるのであると教えていただきまし
た。総会中「やれやれ」が合言葉となりました。ある会員先生は、家
に帰って奥様の顔を見て「やれやれ、君の顔を見て安心したよ」と

川崎医科大学泌尿器科学教室 教授

いったらすかさず、
「倉敷でなんかやましいことでもあったの」と言

永井

われたそうです。が、たぶん奥様はまんざらではなかったはずです。

敦

「私たちの結婚生活って、意味がないと思わない？」と奥様に言
愛媛県松山市出身。1957年生まれ。
岡山大学医学部医学科卒業後、岡山大学医学部附属病
院泌尿器科、津山中央病院泌尿器科、日本鋼管福山病院
泌尿器科。
1994年岡山大学医学部附属病院助手を経て、2003年か
ら岡山大学医学部・歯学部附属病院泌尿器科講師。
2006年から現在まで川崎医科大学泌尿器科学教室教授。

われた時の模範解答を示していただきました。
「君に、そんなことを
言わせたことが悲しい・・、申し訳ない」です。

大原美術館・倉敷アイビースクエア
オープニングの後は、同じ美観地区にある大原美術館に場所を
移してウェルカムパーティを開催しました。素晴らしい名画や彫刻
を見ながらのシャンパンやワインは大いに会員諸氏の官能を刺激
し、大いに楽しんでいただきました。
（写真2）

日本性機能学会第22回学術総会/
第21回日本性機能学会西部総会を開催しました
日本性機能学会第22回学術総会を、平成23年9月29日（木）〜10
月1日（土）に倉敷にて開催させていただきました。総会を西部地
区で開催する場合は、西部総会と併催という取り決めがあり、今回
は第21回日本性機能学会西部総会とジョイントでの開催となりまし
た。倉敷市は岡山市の西隣に位置する人口約48万人の都市です。
市街中心地に美観地区があり、その地区にある倉敷アイビースクエ
アにて学術総会を行いました。美観地区での開催ということもあっ
たためか、予想を超える会員の先生方にお集まりいただきました。
この場を借りて改めてお礼申し上げます。
メインテーマを「ラブ・サイエンス−男女の幸福な性を求めて−」
としました。男女のよりよい性のあり方を科学的に検証したいと考

写真2：大原美術館でのウェルカムパーティ風景

え、若い男女はもちろんのこと、熟年カップルにとっても、健康なセ

9月30日からの二日間は倉敷アイビースクエアにて本格的な学術

ックスライフを送ることの重要性を伝えたいという気持ちでテーマ

総会の始まりです。かなり欲張っていろいろな企画を詰め込み、一

とさせていただきました。

般演題も予想を上回る応募があったために、少し窮屈なスケジュ
ールとなりましたことをお詫びいたします。私がずっと尊敬申し上げ

「私たちの結婚生活って、意味がないと思わない？」と言わ
れた時の模範解答

にも特別講演をお願いし、情熱をもって男性医学についてお話して

学術総会のオープニングは、株式会社感性リサーチ代表取締役

いただきました。そのタイトルもまさに「今やMen s Healthの時代

の黒川伊保子さん（写真1）による特別講演「男と女の感性学〜夫

―男子医学体系の確立が急務である―」です。熊本先生、改めて

心と妻心は、なぜこうも相容れ
ないのか〜」でした。男女の脳
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感謝申し上げます。
海外からもIan Eardley Pyrah先生とRun Wang先生をお招きし、

の感性の違いをわかりやすくユ

最近のED治療の現状

ーモアを交えて講演していただ

について講演してい

きました。かねてからの知り合

ただきました。その他

いでしたが、ぜひこの総会で講

多くの先生方にご協

演をしていただきたいと、早くか

力をいただき、教育

らお願いしていました。明日か

講演、シンポジウム、

らすぐに実践できる、妻を思い

ワークショップなどイ

やる心を持つにはどうすればよ

ベントを無事消化する

いか、たくさんのヒントをお話し
写真1：講演中の黒川伊保子さん

ている日本Men s Health医学会理事長の熊本悦明先生（写真3）

していただきました。
「女性は、
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写真3：熊本悦明先生ご講演：
「男の細道 歩みて 53年」のスライドです

ことができました。ED
診療ガイドラインの改

日本性機能学会第22回学術総会を終えて/男性更年期障害治療ガイドラインの問題点

定に伴う公聴会も開催されるなど、本当に盛りだくさんの内容でし

倉敷の地で先生方にご紹介できたことはこの上もない幸せでした。

た。少しでも本学会の発展に寄与できたのではないかと思ってい
ます。

終わりに

プロスタグランディンE1の「勃起障害の診断」の効能・効果
追加

がとうございます。本学会で得た新たな知見を日本性機能学会は

日本性機能学会第22回学術総会を主催させていただき誠にあり
もとより、日本Men s

今回の学術総会を開催させていただくにあたり、さらにうれしい

Health医学会をはじ

ことがありました。2011年2月23日に注射用プロスタンディン 20が

め、多くの男性医学

「勃起障害の診断」の効能・効果を取得し、保険適応にもなり、学

を扱う学会・研究会

会として会員諸氏にご報告とお礼を兼ねてランチョンセミナーを開

に寄与したいと考え

催したことです。この認可は、日本性機能学会ICI認可推進委員会

ます。今後ともよろし

の10年間にわたる活動と、小野薬品工業と当局との粘り強い交渉

くお願いいたします。

®

が実を結んだ結果と言えます。日本性機能学会の会員のみならず

（写真4）

性機能障害に携わるすべての医療者が待ち望んでいたことであり、
ICI認可推進委員会委員長の荒木徹先生がご開業されているこの

男性更年期障害治療
ガイドラインの問題点
―何故、抗うつ剤は良く、
男性ホルモンは悪いのか―

写真4：学術総会を終えて医局員の集合写真

役説が普及していると言わざるを得ない。
③ 殊に心療内科精神科系の医師方は、各種の抗うつ剤･抗不安
剤・睡眠剤を何の抵抗も無く投与しても、その安全性は殆ど心
配もせずにいるにも拘らず、Androgen投与は副作用が多く、な
るべく行なうべきではないとの奇妙な意見で、男性の更年期障
害やLOH症候群の治療を行っている。

日本Men s Health医学会理事長

しかも又、うつ症例を初め、中高年男性に見られる糖尿病･メ

熊本

タボリック症候群、又高血圧や冠動脈狭窄症、脳血管障害など

悦明

の 各 種 疾 患 の 背 景 に も 、男 性 ホ ル モ ン 低 下 症 候 群
（Testosterone deficiency Syndrome）があるという国際的な

わが男性外来は 駆け込み寺
新宿京王プラザホテル筋向いのビルの14階で、男性更年期障害・
LOH症候群などの男性ホルモン低下症候群を対象とした男性外来
を、私費診療の形で月2回もっている。

見解への理解が殆ど無く、Testosteroneの検査も殆ど行われて
いない。
精神科･内科系医師方は、中高年男性のうつ症状の背景に男性
ホルモン低下の存在がかなりあることなど、殆ど考慮されていない

その外来が保険診療でない為、一般病院･診療所の症例群とは

し、男性ホルモンはあまり好ましくないので、なるべく問題の無い

やや異なり、あまり気安く来診して頂けない傾向がある。その為、

（？）漢方薬や抗うつ剤を使う方が良い選択であるかの如き理解

他の診療機関の治療で満足できないので受診した症例の割合が自

が、今の医学界のほぼ常識化しているのではないだろうか。

然に多くなってしまっている。そのためか受診例の6割は他医での

これは筆者にとって誠に不可思議な発想で、例えば生体にない

治療中か打ち切っての来院例であることもあり、 駆け込み寺 的外

デパス、スルピライド、SSRIをはじめとする精神安定剤や抗うつ剤

来と、患者方からも云われる状況にある。

と、生体内の自然の内分泌物質テストステロンとで、どちらが生理

他医での治療方針に、かなり疑問に見えることが少なくないの
で、あえて議論を試みたい。そこで先ず問題点を指摘して見る。
① 現在一般に普及している男性更年期障害治療ガイドラインは、遊
離テストステロン値が低い（8.5ng/ml以下、場合によれば、

的に問題が多いのか、内分泌学会でちゃんと勉強して発想してい
るのですか、とお尋ねしたい。
そこで今回、問題として特に指摘しておきたい点を、以下に述べ
てみたい。

11.8ng/ml以下も考慮）ならば、Androgen投与の対象で、それ

図は、心療内科･精神科･内科の他医で、各種精神安定剤、抗う

以上の症例で臨床症状があれば、むしろ心療内科･精神科・内

つ剤、強力睡眠剤など数種の投与を受けていたが、症状が軽快せ

科などの医師の治療に任せると書かれている。

ず、あるいは悪化したと受診してきた、最近の症例39例につき、受

② 一般に多くの医師は「テストステロン投与は副作用問題もかなり

診時の血中遊離テストステロンとプロラクチン：PRL値をプロットし

あるので、Androgen Replacement Therapy：ARTは慎重に

たものである。個々の症例の詳細の説明は省かざるを得ないが、

考慮すべきで、可能ならばマイルドで安全性の高い漢方薬や精

殆どの症例は、早朝勃起は殆ど気付かれず、Erectiometerでチェ

神安定剤で治療を行うほうが望ましい」と信じておられる様に
感じている。それ程、男性ホルモンへの嫌悪傾向と言うか、悪

ックすると、夜間睡眠時勃起の最大陰茎周囲膨張長が3cm以下
（3cm以上が感情男子基準）である。
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いるにも関わらず、生理的に男性ホルモン低下症候が現実に出
現しているのには、2つの可能性があると私考している。
（a）:その症例の若い年代における遊離テストステロン値が、同年代
の平均値より非常に高い値であったのが、現在かなり加齢性
低下をしても、なお同年代の平均値内に止まっている症例では
ないか？
その場合、現在の同年代平均で検討すれば健常範囲にあると
はいえ、本人の身体細胞にとっては、はっきり下降状態にある
ことになる。体調に男性ホルモン低下症状が出現しても不思
議はない。その様な個々人により、遊離テストステロン値の加
新宿・城西クリニック(熊本2011年）

図）受診例のFree Testosterone とPrilactin相関図

齢性変動に大きなバラツキがあるのを考慮すれば、一般人口
での遊離テストステロン平均値だけで論ずるのは妥当ではな
いことも屡々あるのではないか？そのように解釈せざるを得な

それらの症例にEnarmon depot 250mg（一部125mg）を1×

い症例がかなり現実にあるとの臨床的実感がある。同様な意

/2W投与（経過良好にならば1×/Mに変更）
。40才以上の殆どの症

見を述べた外国論文も既に少なからずあるが、今後の検討が

例には、早朝勃起回復を促進する為Cialis 10mg/2dayを投与し

期待される。

ている。 体質性うつ と思われる症例や、他医からの抗うつ剤な

（b）
：もう一つ踏み込んで考えると、その様な症例において、最近

どの継続服用に固執している症例以外は、この治療スケジュール

話題となってきているAndrogen receptorの感度が悪いため

での治療効果はかなり良効であり、 ここは駆け込み寺ですね と

に、同年代平均値では正常健康範囲にある遊離テストステロン

の感想がよく出てくる。

値でも、本人にとっては男性ホルモン低下状態であると言う可
能性も推定できる。この点については今後個々人のAndrogen

そこで問題点が2つある。
① このような症例のかなりの例で、PRL値が高くなっているのが注

receptor測定による解明を待つしかない問題と言えるが。
この2つの可能性のいずれかであるにしても、それら遊離テス

目される。その症例へのTestosterone投与で、症状が軽快し、

トステロン値が高くても、それを無視して、臨床上積極的に

PRL値も下降して来ている。何故に、抗うつ剤などの精神安定

Testosterone投与を行った所、僅かな例を除いて、殆どの症

剤でPRLが高くなるのかは、現時点では明らかではないが,その

例で、自覚できていなかった早朝勃起が再現し、男としての

高PRL値が性機能のみでなく、更年期症状増悪との関係もかな

自信を回復し、体調改善・気力向上という有意な具体的な治

りあるかの如き所見で、今後の研究課題といえる。

療効果を得られているのが興味あるところである。

それで、心療内科･内科系医師の治療で、PRLを上昇させ、む

これは兎に角、臨床症状発現の裏に、体内に男性ホルモン低

しろ症状を難治なものとしたりして、かえって悪化させている可

下状態があったことを強く示唆している訳で、極めて注目すべ

能性が高いのでは、との感じを、これら症例の訴えを聞くたび

き臨床所見と感じている。

に深めている。
注目すべきは、それら症例に服用している精神安定剤を止めさ
せ、Testosterone投与とCialis10mg/2day同時投与すると、早
朝勃起自覚の回復と体調改善を見るものが殆どである。ただ、

まとめ
この知見から結論的に、次の様なことがいえるのではないだろ
うか？

デパスなどの服用継続を望む症例もいるが、それらはなかなか

今までの解釈では、中高年の所謂更年期障害である うつ状態

軽快してこないという経験が多い。これも注目すべき点と思っ

の発生原因として、血中遊離テストステロンが健常域にある場合、

ている。

精神科的うつ発生原因が主であるかの如く理解されていた。然し

② もう一つ注目すべきは、他医受診もなく直接受診した、所謂男性

逆に、生理学的にその個人の体内では、 男性ホルモン低下状態

更年期障害やLOH症候群などの訴えをもつ症候でも、遊離テス

が前述の如く、その様な測定データがなくてもありうる現象 が主

トステロン低下による男性ホルモン低下症候群と言い難いレベ

因で、少なくとも先行原因となっていると解釈する方が臨床所見と

ルの高い血中遊離テストステロン値を維持している症例が少な

一致する。しかも、うつ状態が発生すると、それがさらに性ホルモ

くない（最近の詳細に症例検討し得た62例中f.-T8.0mg以下が

ン低下状態をより促進し、悪循環的症状悪化をすすめている可能

僅か約30％。11mg以下でも57％のみ。）それにも拘らず、早朝

性が高い。

勃起自覚が殆どなく、体調不全・やる気低下・自律神経障害症
状などの典型的な臨床症状がある。それら症例に、前項に述べ

心療内科的精神安定剤投与でなく、先ずTestosterone投与から始

たと同じTestosterone・Cialis投与を行った所、殆どの症例で

め、その悪循環を止めるのみでなく、基本的原因である男性ホル

かなり症状改善を示している。

モン低下状態への直接的治療対応を行うべきといえる。

この様に遊離テストステロン値が一応それなりに高く維持されて

4

この解釈に基づけば、うつ状態のある更年期障害の治療には、
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我が外来で 駆け込み寺 的対応を重ねていくうちに、遊離テス

男性更年期障害治療ガイドラインの問題点/性に対する興味

トステロンやプロラクチン測定を行い、その所見を見ながら、精神

が）
。むしろ数種類もの精神安定剤を平然と長期にわたり投与され

安定剤投与から始めるのではなく、先ずAndrogen補充療法を行

ている現状を、大変憂えるものである。

うのが臨床的なベストであると確信するようになって来ている。そ
の治療効果を見ながら、効果不十分な場合には、さらに二次的に
精神安定剤治療も加えてゆくべきと言える。
ことに 反応性うつ でなく 体質性うつ と考えられる症例では、

むすび
この論文で指摘したいことを、まとめるとつぎの2点となる。
① 男性更年期障害及びLOH症候群の裏に、殆どの場合男性ホル

その様な傾向が強いとも言えるので、Androgen治療から始めるこ

モン低下症候群が厳然としてあり、その上に精神症状や代謝障

とが 症 例 の 発 生 原 因 分 析 の 手 段 ともなり得 る 訳 で あ る 。

害などが加わり、より複雑な臨床問題が発症している訳で、医学

Androgen治療の経験のない一般医が、何となくAndrogen投与は

的対応としては、血中遊離テストステロンやプロラクチン、DHEA

悪い影響があるので、問題のない精神安定剤からという見解を持

などの測定を行いつつ、その所見を見ながら Androgen補充

つのは、全く理解し難いところである。具体的な臨床経験から、現

療法を積極的にまで行うべきである。

実的には所見が全く逆であることが殆どであり、生物学的に 自然

② しかも、遊離テストステロンが必ずしも所謂正常平均値下限値

と言えるAndrogenが悪役で、異質な精神安定剤が善玉 と言う発

より低くなくとも、臨床症状を発生していることが、色々な理由

想を根本的に改めて戴かねばならない。

から少なくないといえる。臨床的にはメリットの多いAndrogen

かつて、不妊症の成人男性に対し、6ヶ月近いAndrogen投与に
よるLH･FSHのRebound現象による治療効果を期待しての治療が

補充療法を、積極的に、充分なチェックをしながら、行うべきで
ある。

かなり行われていた。その際、副作用など殆ど無く、むしろやや低

③ 臨床男性治療学の立場から、現在の医学界に流布している

下気味の男性機能向上など有意の効果も認められていたと言う経

Androgen悪役説からの離脱が、その治療メリットを考えて、強

験からしても、Androgen悪役説はむしろ根拠に乏しい発想と思っ

く求められていると強調しておきたい。

ている
（勿論、何の医学的チェックもせずの長期投与は問題である

性に対する興味
―性別と人格の影響―
大阪大学医学部泌尿器科 准教授

辻村

晃

（plateau into erection and rigidity）、第3相：絶頂期（orgasm
into emission and ejaculation）、第4相：分解期（resolution into
detumescence）の4相に分けられる。我々はこれまでに、健常男性
ボランティアを対象に、勃起状態をRigiScanplusTMでリアルタイムに
モニターすることで精神性活動時期を明確にしつつ、かつ性的刺
激ビデオとコントロールビデオを視聴覚しながらPET撮影を行う方

大阪府堺市生まれ。1988年兵庫医科大学卒業、大阪
大学医学部泌尿器科学教室に入局。2年間の研修後、
1990年より独立行政法人国立病院機構大阪医療セン
ター泌尿器科に勤務。1997年大阪大学医学部泌尿器
科助手、米国ニューヨーク大学への留学後、2005年
大阪大学医学部泌尿器科講師。2010年同大学同学科
准教授。

法で、性欲中枢の解析を行ってきた（表）
。まず勃起初期、すなわち
興奮期では、特異的に活性化された部位として後頭葉があげられ
る。この部位は一般に視覚野とされており、いかなるビデオを視聴
した場合であっても活性化されて矛盾はない。さらに、この部位に
加えて、興奮期には小脳虫部の一部が特異的に活性化することを
見いだし、興奮期の性欲への関与が推察された1）。この結果を支
持する様に、最近、性欲と小脳虫部の関連性が動物実験を含めた
他の研究において、複数報告されている。また、プラトー期におい

これまでの研究の経緯
種の保存という意味合いから性欲は動物の本能であり、ヒトにと
っても性行動は極めて重要である。動物では、基本的に性的刺激
の情報がすべて脳において統合される。一般に、性的刺激は感覚
情報として視床で統合された後に、情動感覚経路として直接、扁桃
体に入り、内側視索前野・視床下部が活性化することで、性的興奮
が惹起され、陰茎勃起といった自律神経系の反応が発生するとさ
れてきた。ただし、発情期という性欲周期性がない点で、ヒトは動
物と大きく異なる。また、ヒト男性はしばしばイマジネーションのみ
で勃起を誘発することも可能であり、このことも動物の性行動とは
決定的に異なる点であろう。
ヒト の 精 神 性 活 動（ sexual activity）は 第 1相：興 奮 期
（excitement into latency and tumescence）、第2相：プラトー期

表）性的刺激ビデオを視聴覚した際に活性化される部位
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図1 視線追跡装置

図3 社会的内向性度合いと女性の裸体を視た割合

図2 性的関心領域に関する性差

て、視覚野である後頭葉、聴覚野である側頭葉が興奮期より一層

正しく評価できる解析方法の確立が第一歩と思われた。

活性化されることに加え、腹側線条体（被殻）が特異的に活性化さ
れることも見いだした2）。被殻については、以前から性欲中枢の一
端を担っているという報告もあり、信用度の高い結果と考えている。

視線追跡装置を用いた解析
最近、心理学の分野で、被験者の視線を追跡することで、対象

我々の研究を含めた多くの性欲中枢に関する画像解析では、被

となる物に対する興味、関心度を評価する解析方法が報告されて

験者が性的刺激ビデオに興味を抱き、注視することが前提となる。

きた。ただ、対象とされた物の多くは写真であった。写真は扱いや

すなわち、いくら性的刺激ビデオを提示したところで、被験者の興

すい一方、性に対する関心度を評価する媒体としては前時代的と

味を引く内容でなかった場合や、被験者が緊張のあまりビデオを注

言わざるを得ない。今の時代、性的刺激を得るためには写真を利

視できなった場合などは、解析することすら不可能となる。この性

用する人はマイナーで、多くの場合動画が好まれるからである。そ

的関心度については、特殊な心理学の手法を除けば、これまで評

こで我々はモニター上の視線を連続的に追跡する装置を考案し、

価方法も存在せず、さほど科学的に解析されてこなかった。臨床の

被験者が性的刺激ビデオを視聴覚した際に、関心を抱く領域を解

現場においても、いわゆる性欲低下患者については、診断法、治

析することで、性的関心度を数量的に評価する方法として視線追

療法が存在しない。言わば、この性に対する関心度の評価は、手

跡装置を考案した（図1）
。

つかずの領域と言えよう。

視線追跡装置は、キーボード操作が不可能な手指運動障害者が
コンピューターを使用する際に、視線と瞬きで操作可能にする装置

性に対する関心度に対する注目度

から開発したものである。まず、検査前に各被験者の瞳孔をモニ

最近、この領域に対する注目度が増している。厚生労働省研究

ター上で追尾させるようcalibrationを行う。検査に用いるビデオ

班「男女の生活と意識に関する調査」
（2011年）によれば、
「性交渉

は、事前に性的表現領域をビデオ中の一コマずつ領域設定してお

に関心がない、嫌悪している」と回答した人は男性で18%、女性で

く必要があるが、ビデオ描出時には、この領域設定部位が表現さ

48%であったという。女性の半数近くが性交渉に関心がないという

れないため、被験者は通常通りビデオを視聴するだけで検査可能

事実にも大変驚いたが、それより、男性において2008年の調査時

である。最後に、各領域を視たコマ数が自動的に時間に換算され

より7%増加していること、また、もっとも関心がない年代が16〜19

数値化されるため、性的興味を定量化できるものである。

歳であったこと
（36%）
とされる報告内容は、信じがたい思いであ

まず、健常男性、健常女性を対象とし、各領域を視た時間の割

る。さらに、2008年調査時、16〜19歳で性交渉に関心がないと回

合を性差比較した。その結果、性的刺激度が弱いビデオにおいて、

答した率は18%であったことより、最近この「性交渉に対する無関

性的興味を抱く対象物に性差は存在しなかったが、男女の裸体が

心率」は急増していると言える。これが近年、
「草食化」という言葉

描出された性的刺激度が強いビデオにおいて性的関心領域の性差

を生んだ背景であろう。本来16〜19歳の男子といえば、テストステ

が明らかとなった。すなわち、同じ性的ビデオを視聴したとしても、

ロンの分泌が盛んで、もっとも性に対するアクティビティーが高いは

男性は女性の顔や体に興味を抱き、女性は男性の体に興味を抱く

ずである。さらに、未だ経験していない性交渉には興味津々で、些

ことが示された。また女性は性的表現領域以外の背景などを視て

細な性的刺激でも勃起してしまったという笑い話をよく耳にしてき

いる時間が有意に多く、男性を対象に作成された性的ビデオに対

た。それにも関わらず、
「異性と関わることが面倒」という極めて消

してさほど興味を抱かない、もしくは羞恥心からあまり凝視できな

極的な理由のため、
「性交渉に無関心」となる若者が増加している

い可能性が示唆された（図2）3）。さらに、男性被験者においては、

という事実は、たとえ現代社会を反映した結果とはいえ、やるせな

ミネソタ多面人格目録を用いて、人格分析（心気症、抑うつ、ヒス

い感覚を拭えない。いずれにしても、性欲中枢の次なるターゲット

テリー、精神病質的催奇、男子性・女子性、パラノイヤ、神経衰弱、

は性に対する関心度と思われ、そのためには性に対する関心度を

精神分裂病、軽躁病、社会的内向性）
を行い、性的関心領域との相

6

The Japanese Association of Men's Health

性に対する興味/前立腺摘除とテストステロンの関連

関を解析した。結果として、様々な人格スコアと性的関心度の関連
性が示唆されたが、最も特徴的なものは、社会的内向性であり、こ
の度合いが強くなれば女性の裸体を注視しない（関心度が低下す
る）
ことが明確となった（図3）4）。

おわりに
Sexual arousalに関わる脳領域については、未だ確定的な結論に
は至っていない。信頼性の高い研究方法をヒトに対して行うことで、
性的関心度に対する解明が進むことに期待したい。

前立腺摘除と
テストステロンの関連
帝京大学医学部泌尿器科学教室

久末

講師

伸一

文献
1. Tsujimura A, Miyagawa Y, et al. Brain processing of audiovisual
sexual stimuli inducing penile erection: A positron emission
tomography study. J. Urol. 2006; 176: 679-683.
2. Miyagawa Y, Tsujimura A, et al. Differential brain processing of
audiovisual sexual stimuli in men: comparative positron emission
tomography study of the initiation and maintenance of penile
erection during sexual arousal. Neuroimage 2007; 36: 830-842.
3. Tsujimura A, Miyagawa Y, et al. Sex Differences in Visual
Attention to Sexually Explicit Videos: A Preliminary Study J. Sex. Med.
2009; 6: 1011-1017.
4. Tsujimura A, Miyagawa Y, et al. The relation between sexual
interest and personality characteristics in men: an eye-tracking
study. Int. J. Imp. Res. 2010; 22: 185-189.

よる検討から術後有意に改善していることを報告している。6）ま
た、他のTUR-Pの検討でも早朝勃起の改善は6か月までに62%の
患者で認めたと報告されている。5）以上のことから前立腺摘除術
によって勃起能が改善する可能性が考えられるが、その正確なメ
カニズムは未だに不明である。
LUTS（下部尿路症状）
とEDはこれまでにも密接に関与している
ことが報告されている。交感神経の興奮状態が続いていることから

1969年生まれ。
1995年札幌医科大学卒業、同泌尿器科医局入局。
2005年学位取得。2006年米国マサチューセッツ大学
博士研究員。2009年坂口賞受賞。2010年腹腔鏡技術
認定医取得。2011年4月より現職。
性機能学会専門医評議員、ICD。メンズヘルス学会評
議員。

BPHにおいては前立腺平滑筋が緊張しており、これがLUTSにつな
がっている。これと同様の交感神経の興奮状態により陰茎海綿体平
滑筋の緊張が亢進し、勃起を妨げている可能性が示唆されている。
勃起は副交感神経系によって制御され、勃起の消退と射精が交感
神経系に制御されていることはこれまでにも知られている。前立腺
摘除術によって、これらの交感神経緊張が除かれることが勃起能改
善につながっている可能性が考えられる。7）また、斉藤らの検討で

テストステロン分泌は様々な環境で変化する。たとえば、食事制

は膀胱血流改善が示されており、HoLEPにより陰茎血流の改善が

限や加齢、夜型の生活、睡眠不足、ストレスや薬剤の副作用によっ

促進し、勃起能が改善した可能性も考えられるが、これら原因とし

て低下する。また、逆にパートナーの存在、成功体験や運動などに

ての神経、血管の関与についてはさらなる検討を要する。6）

よって上昇することも知られている。1-5）それらは下垂体から分泌さ

テストステロンは男性性機能において重要な役割を担っているの

れるLH（性腺刺激ホルモン）
によって中枢性に制御されていると考

は周知のとおりであるが、興味深いことにBPH患者におけるテスト

えられているが、末梢からのフィードバックによる制御が存在してい

ステロンとジヒドロテストステロンの値は前立腺摘除術後上昇してい

る可能性がある。

ることが報告されている。8） テストステロンは主に性欲に関与して

前立腺肥大症はLOH症候群と同様加齢に伴って増加することが

男性性行動を制御していることが知られている。9） そのため、前

知られており、その発生にはテストステロンを含め、性ホルモンが密

立腺手術の前後の性の活動性に影響を与えている可能性が考え

接に関わっていることが指摘されているが、詳細なメカニズムはい

られる。当科の斉藤らの検討によるとHoLEP術後にテストステロン

まだに明らかではない。1）前立腺肥大症の治療としてはこれまで

とLHの双方が有意に上昇していることが明らかとなった。このこ

経尿道的前立腺切除術（TUR-P）がゴールドスタンダードであった。

とから、術後LHが上昇することによりテストステロンが増加し性の

しかしながら、最近になってホルミウムレーザーを用いた前立腺核

活動性が亢進した可能性が考えられた。6）

出術（HoLEP）が世界的に広まってきている。2）膀胱頚部を必要以

前立腺摘除術後の他のホルモン値について、これまでに根治的

上に損傷することなく肥大した前立腺腺腫を摘出することが可能

前立腺摘除術後の詳細な検討が報告されている。10） この検討で

であり、高い安全性と有効性が明らかとなっている。2, 3） HoLEP

は前立腺がん患者における総テストステロン、遊離テストステロン、

術後の合併症として、性機能に関してオーガズムは障害されるが、

エストラジオール、LH、FSHが根治的前立腺摘除術後に有意な上

勃起能は問題ないという報告が多い。4, 5）オーガズム機能障害は

昇を認めたが、DHTは有意に低下していた。しかし、SHBG（性ホ

主に術後の逆行性射精のものであり頻度は高く、原因としては膀胱

ルモン結合グロブリン）やプロラクチンには明らかな変化は認めな

頚部が射精時に内尿道括約筋として機能しなくなることによる。勃

かった。同じく前立腺がん患者による術前後の検討ではImamoto

起能に関しては最近では改善するという報告もいくつか出てきてい

らが前立腺がんの存在がテストステロン上昇に関与している可能性

る。その中で当科の斉藤らがHoLEP後の勃起能についてSHIMに

を報告している。11）
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以上のことから正常前立腺、肥大結節、前立腺がんいずれかか
らLHを抑制する因子が分泌され、摘除することによってネガティブ
フィードバックが解除されている可能性が考えられる。さらに他の検
討ではBPH患者では下垂体のLH分泌の反応性が低下している可
能性も指摘されている。12） BPH患者におけるLH-RH（性腺刺激ホル
モン放出ホルモン）
に対するLH分泌の反応性は術前後で比較する
と術前で有意に低下しているのである。これまでの検討では前立
腺からLHの下垂体からの分泌を抑制する物質が何であるかは明
らかとなっていない。前立腺摘除によってこの抑制が解除されてLH
が上昇しているという仮説を裏付ける結果が待たれるところである。
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第2回
テストステロン研究会のご案内

福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科 教授

柳瀬

敏彦

第2回テストステロン研究会は2011年11月25日（金）
（ 13:00
〜17:00）に福岡大学病院メデイカルホール（福岡市城南区七
隈7丁目45−1）
にて開催させていただきます。まだ2回目とい
うことで、多少、試行錯誤の面はありますが、一般演題10〜15
題と特別講演一題を企画しております。特別講演者としては、
ボ ストン 大 学 の Shalender Bhasin教 授 を お 招 きして お りま
す。Bhasin教授はテストステロン欠乏症に関する米国内分泌
学会・診療ガイドライン（2010年JCEM発表）の作成責任者で、
Complexities in the Diagnosis of Androgen Deficiency
Syndromes in Men のご講演タイトルで米国ガイドライン

5.Meng, F., Gao, B., Fu, Q. et al.: Change of sexual function in patients
before and after Ho:YAG laser enucleation of the prostate. Journal of
andrology, 28: 259, 2007
6.斉藤恵介: HoLEP術前後における性機能. 日本排尿機能学会, 2011
7.Dausse, J. P., Leriche, A., Yablonsky, F.: Patterns of messenger RNA
expression for alpha1-adrenoceptor subtypes in human corpus
cavernosum. J Urol, 160: 597, 1998
8.Vermeulen, A., De Sy, W.: Androgens in patients with benign
prostatic hyperplasia before and after prostatectomy. The Journal of
clinical endocrinology and metabolism, 43: 1250, 1976
9.Seftel, A.: Testosterone replacement therapy for male hypogonadism:
part III. Pharmacologic and clinical profiles, monitoring, safety issues,
and potential future agents. International journal of impotence
research, 19: 2, 2007
10.Miller, L. R., Partin, A. W., Chan, D. W. et al.: Influence of radical
prostatectomy on serum hormone levels. The Journal of urology,
160: 449, 1998
11.Imamoto, T., Suzuki, H., Yano, M. et al.: Does presence of prostate
cancer affect serum testosterone levels in clinically localized
prostate cancer patients? Prostate Cancer Prostatic Dis, 12: 78, 2009
12.Hammond, G. L., Lukkarinen, O., Vihko, P. et al.: The hormonal
status of patients with benign prostatic hypertrophy: FSH, LH,
TSH and prolactin responses to releasing hormones. Clinical
endocrinology, 10: 545, 1979

の解説をしていただきます。会の終了後、Bhasin教授を囲ん
で、ミニ懇親会を予定しております。翌日、11月26日（土）は、
同じ会場で9:00〜18:00まで、第19回日本ステロイドホルモ
ン学会を開催いたします。Bhasin教授には、この学会のラン
チョンセミナー｛特別講演：12:20〜13:20｝でも「Testosterone
supplementation for sarcopenia and frailty associated with
aging and chronic illness」の タ イト ル で ご 講 演 い た だ きま
す。なお、テストステロン研究会のみのご参加の先生方の参加
費は2000円です。翌日のステロイド学会の参加費が5000円で
すので、5000円の参加費をお支払いいただければ、相互にテ
ストステロン研究会にも翌日のステロイドホルモン学会にも
併せてご参加いただけます。多数の皆様のご参加をお待ちし
ております。
■日
■会

時 ：平成23年11月25日（金） 13：00〜17：00
場 ：福岡大学病院メデイカルホール
（福岡市城南区七隈7-45-1）
■ 参加料 ：2,000円
（テストステロン研究会のみのご参加の場合）
※翌日のステロイド学会の参加費が5000円ですので、5000円の参加費をお支払いいただければ、
相互にテストステロン研究会にも翌日のステロイドホルモン学会にも併せてご参加いただけます。

■ U R L ：http://www.19jhss.com/testosterone/index.html
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