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ご　挨　拶

第21回日本メンズヘルス医学会を開催させていただくことになり、皆様にご挨

拶申し上げます。

本学会では「男に乾杯 ～活力に満ちた人生のために～」をタイトルとさせていた

だきました。

日本は高齢化のスピードがはやく、しかも高齢者の就業状況を見ると、全就業

者に占める65歳以上高齢者の割合は13.3％となり、過去最高を記録していま

す。このような社会状況のなか、健康で年齢を重ねることが、社会的、医療的

にも重要な課題となっていますが、どのようにして身体的、精神的健康を維持、そして評価できるのか、

医学的アプローチが求められています。

なかでも男性医学においては、男性更年期障害、前立腺疾患、ED、生活習慣病、骨代謝疾患など、主

として中高年以上における様々な男性疾患への対応が課題となっております。それには、男性疾患に

深く関わる「テストステロン」の研究・啓発こそが、今後のわが国の男性の健康医学を推進するキーワー

ドになるものと考えております。

本学会では、「男の克服シリーズ」として、うつ、不妊、認知症、抜け毛をテーマにしました。LOH症

候群手引きの改訂にあわせたセミナーも企画しております。著名人の男性と健康、生きがいに関わる

対談を企画し、一般社会へのメンズヘルスの発信ができればと考えております。また、2010年に設立

されたテストステロン研究会も第12回目となり、「性ホルモン研究の最新トピック2021」をタイトル

に本学会と併せて開催をいたします。

Covid-19の状況によりオンライン開催となりましたが、本学術大会の開催にあたりましては、多くの

皆様からご助言やお力添えをいただきました。皆様の多くのご参加を心よりお待ち申し上げますとと

もに、衷心より御礼申し上げます。

第21回日本メンズヘルス医学会

会長　井手　久満
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科教授　低侵襲治療センター長
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学会参加の皆様へ 
ご案内とお願い

A．参加者の皆様へ
1.	 参加費

会　員 12,000円

非会員 15,000円

メディカルスタッフ 3,000円

医学部学生 無料（身分証提示要） 

※メンズヘルス機能性食品セミナー2021については7ページをご参照ください。

※テストステロン講習会については8ページをご参照ください。

2.	 参加方法
以下にアクセスして、参加申し込み後にEmailにて案内させていただきました

IDとPASSWORDを入力の上ご参加ください。

　https://conference-apps-online.net/web/mens-health21/

3.	 プログラム抄録集
会員の皆様・参加登録された皆様にPDFでご覧いただけるよう準備いたします。

4.	 ランチョンセミナー・イブニングセミナー
整理券の配布はございません。開始時間までに各会場にお越しください。

5.	 企業展示
参加者専用のWEBサイトよりご覧いただけます。

6.	 認定単位について
本会への参加は、下記の認定単位に認められます。

・日本抗加齢医学会　認定単位3単位（2日間出席）、2単位（1日のみ出席）

　朝に受付にて配布する「単位申請用紙」記載の上、夕方、プログラム終了後にご提出ください。

B．座長の方へ・演者の方へ
座長は、セッション開始30分前に指定のZOOM控室会場までお越しください。

※別途メールにてZOOM情報をお伝え申し上げます。

ご担当のセッションの発表時間を厳守し、時間内に終了するようご配慮ください。 

C．演者の方へ
1.	 スライドデータ受付方法

事前に音声収録済みのデータを事務局指定のURLにアップロードください。

ただし、ライブでのご講演の方は、当日ご自身にて画面共有してご講演をお願いいたします。



- 6 -

2.	 発表時間
・一般演題：発表7分・質疑2分

・その他のセッション：座長の指示でご発表ください

D．ポスター演者の方へ
1.	 ポスター発表形式

発表はオンライン上の参加者専用WEBサイト（参加登録された方が入室できるサイト）で、掲載いたします。

２.	 ポスター作成方法	
パワーポイントやKeynoteなどで制作された「3：4」または、「16：9」などの横長のスライドデータを、

PDFデータでご提出ください。

枚数は複数ページでのご提出で問題ございません。

データサイズ：5MB以内でご準備ください。

　



21st Annual Meeting of the Japanese Society of Men's Health

第21回日本メンズヘルス医学会

- 7 -

第21回日本メンズヘルス医学会　メンズヘルス機能性食品セミナー2021第21回⽇本メンズヘルス医学会 メンズヘルス機能性⾷品セミナー2021 

 

⽇時︓2021年9⽉19⽇(⽇) 15:30〜17:00 

会場︓オンライン開催 

主催︓⽇本メンズヘルス医学会 

座⻑︓⽇経BP ⻄沢 邦浩 ⽒ 

プログラム 

15:30〜15:32 開会の辞 

15:32〜15:52 

 

 

15:52〜16:12 

 

タマネギ含硫アミノ酸による男性更年期症状改善効果 

（演者︓⽇清ファルマ株式会社 健康科学研究所 中⼭優也） 

 

予防医療に⽋かせない”説得⼒”を⾼めるPOCT(Point Care Testing)  

（演者︓セリスタ株式会社 福島 悠太） 

16:12〜16:20 休憩 

16:20〜16:40 

 

 

 

16:40〜17:00 

 

 

栄養状態に対応したパーソナルサプリメントの展開 

（演者︓株式会社ファンケル 総合研究所  

    ヘルスサイエンス研究センター 雄⻑誠） 

 

加齢に伴う精巣内異所性脂肪蓄積が低テストステロンを引き起こす 

〜⾷品成分による対処の可能性〜 

（演者︓広島⼤学 ⼤学院統合⽣命科学研究科・⽣殖⽣物学  

    教授 島⽥昌之 先⽣） 

⾷品成分ピロロキノリンキノン（ＰＱＱ）配合サプリメントのご紹介 

（演者︓ロート製薬株式会社 ヘルスサイエンス研究企画部  

    ⼩島百合⾹） 

17:00〜17:02 閉会の辞 

 

協賛︓セリスタ株式会社、ロート製薬株式会社、株式会社ファンケル、⽇清ファルマ株式会社、 

ウエルシア薬局株式会社、⼩林製薬株式会社、太陽化学株式会社 
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第3回テストステロン治療講習会第3回テストステロン治療講習会

日時：2021年9月19日(日) 15:30〜17:52

会場：オンライン開催

主催：日本メンズヘルス医学会

受講＋認定料：20,000円（受講のみ：9,000円）

講師：堀江 重郎 先生（順天堂大学大学院 医学研究科 泌尿器外科学）

　　　　井手 久満 先生（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）

　　　　明比 祐子 先生（徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター）

プログラム

15:30～15:32 開会の辞

15:32～16:02

16:02～16:32

テストステロンと男性の健康

（講師：堀江先生）

テストステロン測定の臨床的意義と関連する病態

（講師：明比先生）

16:32～16:40 休憩

16:40～17:10

17:10〜17:40

17:40〜17:50

LOH症候群の診断基準：トータルテストステロンとフリーテストステロン

（講師：堀江先生）

テストステロン補充療法の実際と副作用管理

（講師：井手先生）

認定試験

17:50～17:52 閉会の辞

テストステロン治療認定医の取得条件

1. テストステロン治療講習会の受講

2. 日本メンズヘルス医学会の会員で年会費を納入済であること

3. 医師であること

認定試験

● 5問中4問正解で合格

● 不合格の場合の再試験については別途ご連絡いたします
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21st Annual Meeting of the Japanese Society of Men's Health

第21回日本メンズヘルス医学会

第 1会場
ZOOM A

第 2会場
ZOOM B

ポスター会場 展示会場

日程表　9月18日（土）

13:20～14:20

特別対談1
「メンズヘルストークショー

『最強刑事のアンチエイジング診断』」
ゲスト：内藤 剛志　司会：南 美希子

　解説：井手 久満

8:55～9:00 開会挨拶

16:00～17:00

一般演題口演1
座長：伊藤 直樹
O-01～O-06

16:00～17:00

一般演題口演2
座長：安井 孝周
O-07～O-12

10:40～12:10

シンポジウム1
「うつに克つ」
座長：片山 成仁
SY1-1～SY1-3

9:00～10:30

テストステロン研究会シンポジウム
「テストステロン研究会シンポジウム」

座長：川戸 　佳、山﨑 　岳
TSY-1～TSY-3

共催：あすか製薬株式会社

14:25～15:55

シンポジウム2
「不妊に克つ」
座長：岡田 　弘
SY2-1～SY2-4

共催：株式会社パートナーズ

10:40～12:10

LOHセミナー1
「LOHの病態」
座長：上芝 　元
LOH1-1～LOH1-4

14:25～15:55

LOHセミナー2
「LOHの診断」
座長：秋下 雅弘
LOH2-1～LOH2-4

12:20～13:10

ランチョンセミナー1
「「M0CRPCにおける治療戦略」/「mCSPCにおける治療戦略」」

座長：齋藤 一隆　演者：永田 政義、坂本 信一
共催：ヤンセンファーマ株式会社

17:10～18:00

イブニングセミナー1
「夜間頻尿update」

座長：堀江 重郎　演者：重原 一慶、大石 　充
共催：日本新薬株式会社

12:20～13:10

ランチョンセミナー2
「転移性未治療前立腺癌の治療戦略」

座長：市川 智彦　演者：三好 康秀
共催：武田薬品工業株式会社

参加者専用WEBサイトより 
ご覧ください。

期間：2021年9月16日～9月30日
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第 1会場
ZOOM A

第 2会場
ZOOM B

ポスター会場 展示会場

日程表　9月19日（日）

13:20～14:20

特別対談2
「メンズヘルストークショー

『ちょい不良オヤジのメンズヘルス』」
ゲスト：パンツェッタ・ジローラモ 
司会：南 美希子　解説：堀江 重郎

17:00～17:05 閉会挨拶

10:40～12:10

シンポジウム4
「抜け毛にかつ」
座長：奥井 伸雄
SY4-1～SY4-3

共催：アンファー株式会社

14:20～15:20

漢方教育セミナー
「男のための漢方治療」

座長：佐々木 春明
KS-1～KS-2

共催：株式会社ツムラ

9:00～10:30

シンポジウム3
「ぼけ（認知症）に克つ」

座長：井手 久満
SY3-1～SY3-4

共催：株式会社ケアネット

9:00～10:30

LOHセミナー3
「LOHの治療」
座長：前田 清司
LOH3-1～LOH3-4

10:40～12:10

LOHセミナー4
「LOHに関連する疾患」

座長：柳瀬 敏彦
LOH4-1～LOH4-3

12:20～13:10 ランチョンセミナー3
「レーザー＆磁気治療最前線 FotonaSmooth®レーザー及び高強度テスラ磁気刺激

“HITS™”療法による最新メンズヘルス治療～男性尿失禁・ED・AGA～」
座長：堀江 重郎　演者：佐井 雄一、千田 基宏

共催：TMKメディカル株式会社

12:20～13:10

ランチョンセミナー4
「Hinotori™ と遠隔手術」

座長：藤澤 正人　演者：山口 雷藏
共催：シスメックス株式会社

15:30～17:52

第3回テストステロン治療講習会

15:30～17:00

メンズヘルス機能性食品セミナー2021

参加者専用WEBサイトより 
ご覧ください。

期間：2021年9月16日～9月30日
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開会挨拶	 8:55～9:00

第21回日本メンズヘルス医学会
会　長：井手 久満（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科教授 / 低侵襲治療センター長）

シンポジウム1	 10:40～12:10

「うつに克つ」
座　長：片山 成仁（医療法人社団成仁）

	 SY1-1 うつ病の行動活性化療法
熊野	宏昭
早稲田大学人間科学学術院

	 SY1-2 うつに克つ～予防と治療の実際～
市来	真彦
東京医科大学学生・職員健康サポートセンター

	 SY1-3 マインドフルネス認知療法の視点からみるうつをはじめとした困難との関わり方
佐渡	充洋
慶應義塾大学医学部精神神経科学教室

テストステロン研究会シンポジウム	 9:00～10:30

「テストステロン研究会シンポジウム」
座　長：川戸 　佳（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学 / 帝京大学薬学部） 
　　　　山﨑 　岳（広島大学統合生命科学研究科）

	 TSY-1 テストステロンの神経保護作用と脳内合成の活性化
山﨑	　岳
広島大学統合生命科学研究科

	 TSY-2 テストステロン産生能の向上に最適な運動習慣とは？
枝	　伸彦
獨協医科大学基本医学基盤教育部門（健康スポーツ科学）

	 TSY-3 音楽とテストステロン
福井	　一
奈良教育大学名誉教授

共催：あすか製薬株式会社

プログラム

9月18日（土）　第1会場（ZOOM A）
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ランチョンセミナー1	 12:20～13:10

「「M0CRPCにおける治療戦略」/「mCSPCにおける治療戦略」」
座　長：齋藤 一隆（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）

	 LS1-1 進行前立腺がんの薬物治療 update －Metastatic hormone-sensitive prostate cancer
（mHSPC）に対するupfront治療への変遷－ 
永田	政義
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

	 LS1-2 血清テストステロン値と骨転移数からみたmCSPCにおける治療戦略
坂本	信一
千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学

共催：ヤンセンファーマ株式会社

特別対談1	 13:20～14:20

	 SP1 メンズヘルストークショー『最強刑事のアンチエイジング診断』
ゲスト：内藤	剛志
司　会：南	美希子
解　説：井手	久満

シンポジウム2	 14:25～15:55

「不妊に克つ」
座　長：岡田 　弘（獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター）

	 SY2-1 特発性造精機能障害に対する対応
辻村	　晃
順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科

	 SY2-2 男性不妊の予防
永尾	光一
東邦大学医学部泌尿器科学講座

	 SY2-3 アロマターゼ阻害剤：男性不妊薬物療法の新たな切り札
白石	晃司
山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座

	 SY2-4 「亜鉛」不足は本当！？ 男性不妊患者の実際
岩端	威之
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科 / 獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター

共催：株式会社パートナーズ
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一般演題口演1	 16:00～17:00

座　長：伊藤 直樹（NTT東日本札幌病院泌尿器科）

	 O-01 テストステロンによるCOVID－19重症化の抑制・増幅についての文献考察
奥井	伸雄
神奈川歯科大学

	 O-02 健診施設におけるメンズヘルス分野の立ち上げ
並木	俊一
医療法人仁泉会みやぎ健診プラザ泌尿器科

	 O-03 Y染色体のモザイク喪失は前立腺癌の局所放射線照射と関連する
小林	拓郎
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

	 O-04 杏林大学付属病院における精巣癌BEP療法後の性機能に関する後ろ向き調査
杉本	一真
杏林大学医学部付属病院

	 O-05 加齢男性性腺機能低下症候群に対する、新規テストステロンゲルを用いた、血中テストステロ
ン値改善を評価するためのクロスオーバー研究
白井	雅人
順天堂大学医学部附属浦安病院

	 O-06 血中テストステロン値と男性における高齢に伴う各疾患との関係
フィンク	ジュリウス
順天堂大学大学院医学研究科

イブニングセミナー1	 17:10～18:00

「夜間頻尿update」
座　長：堀江 重郎（順天堂大学医学部・大学院医学研究科泌尿器科学講座）

	 ES1-1 テストステロンと夜間頻尿
重原	一慶
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科泌尿器集学的治療学

	 ES1-2 循環器内科医から見た夜間頻尿
大石	　充
鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学

共催：日本新薬株式会社
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LOHセミナー1	 10:40～12:10

「LOHの病態」
座　長：上芝 　元（東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝・内分泌内科）

	 LOH1-1 テストステロンの産生と生理作用
小宮	　顕
千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学

	 LOH1-2 LOHと身体症状
米山	高弘
弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座

	 LOH1-3 LOH症候群における精神症状
千葉	公嗣
神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野

	 LOH1-4 LOH症候群における性機能とアンドロゲンとの関連
三井	要造
東邦大学医学部泌尿器科学講座

9月18日（土）　第2会場（ZOOM B）

ランチョンセミナー2	 12:20～13:10

座　長：市川 智彦（千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学）

	 LS2 転移性未治療前立腺癌の治療戦略
三好	康秀
横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿器腎移植科

共催：武田薬品工業株式会社

LOHセミナー2	 14:25～15:55

「LOHの診断」
座　長：秋下 雅弘（東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座）

	 LOH2-1 症状調査票とテストステロン値との関係／内科からみた低テストステロン血症の鑑別診断
明比	祐子
徳島大学先端酵素学研究所糖尿病臨床・研究開発センター

	 LOH2-2 LOHの診断：症状質問紙
小林	　皇
札幌医科大学医学部泌尿器科学講座
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一般演題口演2	 16:00～17:00

座　長：安井 孝周（名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野）

	 O-07 テストステロン軟膏による中高年男性メタボリックシンドロームの代謝系へのアプローチ
上芝	　元
東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝・内分泌内科 / 
東邦大学医療センター大森病院糖尿病・代謝・内分泌センター

	 O-08 内因性テストステロン産生促進塗布剤（ENDO-TEST）の使用経験
北村	　浩
医療法人思惟木会石神井公園駅前えんじゅ内科クリニック

	 O-09 ノルディック複合男性エリート選手における遊離テストステロン値とAMSスコアの関連について
田畑	尚吾
公益財団法人全日本スキー連盟情報医科学部

	 O-10 NLRP3インフラマソームはLPSで誘導したマウス精巣の炎症応答に関与する
小見山	大夢
東京農業大学農学部動物生殖学研究室

	 O-11 テストステロン投与で劇的に症状が改善した高齢女性の尿失禁の２例
関口	由紀
女性医療クリニックLUNAネクストステージ

	 O-12 4K3D大型モニターORBEYEを使用しての男性不妊手術の経験
岩端	威之
獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター / 
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科・小児泌尿器科

	 LOH2-3 LOHの診断基準－新たなLOH診断基準構築の必要性－
福原	慎一郎
大阪大学大学院医学系研究科泌尿器科

	 LOH2-4 欧米におけるガイドライン
松下	一仁
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学
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シンポジウム4	 10:40～12:10

「抜け毛にかつ」
座　長：奥井 伸雄（神奈川歯科大学）

	 SY4-1 振動圧刺激で抜け毛に喝
小山	太郎
Dクリニック新宿 / 日本医科大学形成外科

	 SY4-2 Aging Clocksと見た目年齢
山田	秀和
近畿大学アンチエイジングセンター / 近畿大学奈良病院皮膚科

	 SY4-3 抜け毛を知る：その成り立ちと形状を中心に
乾	　重樹
大阪大学皮膚毛髪再生医学 / 心斎橋いぬい皮フ科

共催：アンファー株式会社

9月19日（日）　第1会場（ZOOM A）

シンポジウム3	 9:00～10:30

「ぼけ（認知症）に克つ」
座　長：井手 久満（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科低侵襲治療センター）

	 SY3-1 認知症早期診断と予防のためのアイトラッキング式認知機能評価アプリの開発
武田	朱公
大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 / 
大阪府立病院機構大阪精神医療センターこころの科学リサーチセンター

	 SY3-2 森林資源（木の家・キノコ）の認知機能改善効果
清水	邦義
九州大学農学研究院森林圏環境資源科学研究室

	 SY3-3 高齢者のフレイル・認知症とその対策
小川	純人
東京大学大学院医学系研究科老年病学

	 SY3-4 認知症に克つために今できること
山下	　徹
岡山大学大学院脳神経内科

共催：株式会社ケアネット
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特別対談2	 13:20～14:20

	 SP2 メンズヘルストークショー『ちょい不良オヤジのメンズヘルス』
ゲスト：パンツェッタ・ジローラモ	
司　会：南	美希子
解　説：堀江	重郎

漢方教育セミナー	 14:20～15:20

「男のための漢方治療」
座　長：佐々木 春明（昭和大学藤が丘病院泌尿器科）

	 KS-1 男の“虚”を埋める漢方治療
松本	成史
旭川医科大学教育研究推進センター

	 KS-2 男性更年期障害に対する漢方薬治療～最近の臨床経験から～
天野	俊康
長野赤十字病院泌尿器科

共催：株式会社ツムラ

ランチョンセミナー3	 12:20～13:10

「レーザー＆磁気治療最前線 FotonaSmooth®レーザー及び高強度テスラ磁気刺激
“HITS™”療法による最新メンズヘルス治療～男性尿失禁・ED・AGA～」
座　長：堀江 重郎（東京大学医学部附属病院老年病科）

	 LS3-1 高強度テスラ磁気刺激（HITS™）療法およびロングパルスEr: YAGレーザーによる
メンズヘルス治療
佐井	雄一
佐井泌尿器科・皮フ科クリニック

	 LS3-2 FOTONAレーザーを単独で行ったED治療の経験
千田	基宏
千田クリニック

共催：TMK メディカル株式会社
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LOHセミナー3	 9:00～10:30

「LOHの治療」
座　長：前田 清司（早稲田大学スポーツ科学学術院）

	 LOH3-1 テストステロン補充療法の方法
大平	　伸
川崎医科大学泌尿器科学

	 LOH3-2 テストステロン補充療法の効果
谷口	久哲
関西医科大学腎泌尿器外科学講座

	 LOH3-3 テストステロン補充療法の副作用
周東	孝浩
群馬大学医学部附属病院泌尿器科

	 LOH3-4 食品機能因子の効果
片岡	智哉
名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学

9月19日（日）　第2会場（ZOOM B）

LOHセミナー4	 10:40～12:10

「LOHに関連する疾患」
座　長：柳瀬 敏彦（医療法人社団誠和会牟田病院）

	 LOH4-1 LOH症候群に関連する疾患：勃起障害
佐々木	春明
昭和大学藤が丘病院泌尿器科

	 LOH4-2 LOHとメタボリックシンドローム
田邉	真紀人
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科

	 LOH4-3 LOHに関連する疾患：骨粗鬆症
邵　	仁哲
京都第二赤十字病院泌尿器科
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閉会挨拶	 17:00～17:05

ランチョンセミナー4	 12:20～13:10

「Hinotori™ と遠隔手術」
座　長：藤澤 正人（神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野）

	 LS4 国産手術支援ロボット「hinotori™ サージカルロボットシステム」の過去、現在、未来
山口	雷藏
神戸大学大学院医学研究科外科学講座国際がん医療・研究推進学分野

共催：シスメックス株式会社
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一般演題ポスター	

	 P-01 スマートフォンカメラを利用した、精子観察キットの性能評価
愛宕	世高
ロート製薬株式会社リサーチビレッジ京都医薬品・機器開発部

	 P-02 脳海馬が合成する男性・女性ホルモンによる記憶シナプスの急性的制御
川戸	　佳
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

	 P-03 磁気刺激療法のメンズヘルスへの応用
小林	拓郎
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学 / 東京血管外科クリニック

	 P-04 男性更年期症状に対する5-アミノレブリン酸による効果の検討
子安	洋輝
順天堂大学医学部付属練馬病院

	 P-05 クラインフェルター症候群における顕微鏡下精巣精子採取術における精子採取と
テストステロンの関連性についての検討
上村	慶一郎
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科

	 P-06 当院メンズヘルス外来でテストステロン補充療法を行った患者の症例背景についての報告
白川	智也
順天堂大学医学部泌尿器外科学講座

	 P-07 前立腺癌患者における精嚢腺液中テストステロン濃度と性機能の関連について
柏木	英志
九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

9月18日（土）・19日（日）　ポスター会場（参加者専用WEBサイト）



特別対談
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特別対談1　

SP1 メンズヘルストークショー『最強刑事のアンチエイジング診断』

井手 久満
獨協医科大学埼玉医療センター

ゲスト：内藤 剛志
　司会：南 美希子
　解説：井手 久満

『捜査一課長』『科捜研の女』『新・十津川警部シリーズ』の刑事役といえば、還暦を超えてもドラマや映画で活躍
中の俳優・内藤剛志さんが思い浮かぶのではないでしょうか。

第21回日本メンズヘルス医学会のトークショー1日目は、元テレビ朝日アナウンサー・南美希子さんの司会で、
ゲストに内藤剛志さんをお迎えし、俳優を健康に続けるためのご自身との向き合い方・付き合い方についてお話
いただきました。

男性が長く健康でいるためにはテストステロンは欠かせません。男性のライフサイクルとテストステロンの関係
について井手久満先生の解説を交えながら、内藤剛志さんの健康の秘訣を医学的に紐解いていきます。

ぜひ最後までご視聴ください。
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特別対談2　

SP2 メンズヘルストークショー『ちょい不良オヤジのメンズヘルス』

堀江 重郎
順天堂大学医学部泌尿器科学講座

ゲスト：パンツェッタ・ジローラモ
　司会：南 美希子
　解説：堀江 重郎

『メンズヘルス』の堀江重郎先生
『ちょい不良オヤジ』のパンツェッタ・ジローラモさん
『元祖女子アナ』の南美希子さん
第21回日本メンズヘルス医学会のトークショー2日目は、先駆者たちによる”テストステロンを上げる”８つのテー
マについて熱く語っていただきました。

テストステロンが上がる乗り物って？
おしゃれをしたほうがいいの？
クラシックよりEDM？
日常生活に取り入れやすいことからそうでないことまで、ジローラモさんの実体験を交えながら堀江先生よりテ
ストステロンを上げる視点で解説いただいています。

テストステロンを上げて、活力に満ちた日々を送りましょう。



テストステロン研究会シンポジウム
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山﨑 　岳　プロフィール

1981年  東京工業大学理学部化学科卒業
1986年  東京工業大学理工学研究科化学専攻修了 理学博士
1986年  広島大学総合科学部助手
1998年  広島大学総合科学部助教授
2007年  広島大学総合科学研究科教授
2019年  広島大学統合生命科学研究科教授
現在に至る

テストステロン研究会シンポジウム　

TSY-1 テストステロンの神経保護作用と脳内合成の活性化

山﨑 　岳
広島大学統合生命科学研究科

脳は，ステロイドホルモンが作用するターゲット器官であるが，同時に多くの種類のステロイドの合成器官でも
ある。脳内には，血中よりも高濃度の性ステロイドが存在する。
テストステロンやエストラジオールは，アルツハイマー症やパーキンソン病，虚血性脳障害，外傷性脳障害など
の様々な神経疾患に対する保護作用を有している。テストステロンおよび代謝物であるデヒドロテストステロン
は，アンドロゲンレセプターを介した分子機構で神経保護作用を発揮する。またテストステロンは脳内エストラ
ジオール合成の前駆体でもある。げっ歯類を用いた研究では，脳で合成されたエストラジオールは，神経毒やて
んかん発作に対する保護効果を発揮した。また，ヒト男性の死後脳を用いた研究により，アルツハイマー病と脳
内テストステロン濃度との関係を示唆した報告がある。
脳内性ステロイド濃度をげっ歯類を用いて調べると，思春期前のテストステロン，エストラジオールはともに出
生直後が最も高く，性差はほとんどない。また性腺除去でその濃度が変化しないことから，共に脳で合成された
ニューロステロイドが主な起源と推定された。性腺でのステロイド合成が活発になる成熟期以降は，オスの脳内
テストステロンはかなりの部分が血中由来で，一部がニューロステロイドとしての新規合成と推定された。一方，
エストラジオールの脳内濃度は，オス，メスともに血中濃度よりかなり高く，大部分がニューロステロイドとし
て脳内で合成されている。しかし前駆体であるテストステロン濃度との相関がなく，その合成は独自機構で調節
されていると考えられている。
組織培養したラット海馬にレチノイン酸を作用させると，レチノイドＸレセプター（RXR）を介して性ホルモン合
成酵素であるCYP17とCYP19の発現が亢進し，テストステロンとエストラジオールの合成量が2倍以上に増加し
た。RXRのアゴニストとして，ドコサヘキサエン酸が知られている。ドコサヘキサンエン酸を添加した餌でマウ
スを4週間飼育すると，ドコサヘキサエン酸の前駆体であるオメガー3脂肪酸欠乏餌で飼育したマウスと比較して
CYP17とCYP19の発現が亢進し，性ステロイド合成が活性化された。アンドロゲンレセプターとエストロゲンレ
セプターの発現も増加した。RXRへの刺激は，脳でのテストステロン合成を人為的に活性化できる可能性を示唆
する。
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枝 　伸彦　プロフィール

2013年  早稲田大学スポーツ科学研究科博士後期課程修了 博士（スポーツ科学）
2013年  早稲田大学スポーツ科学学術院助手
2015年  早稲田大学スポーツ科学学術院助教
2018年  早稲田大学スポーツ科学学術院講師
2019年  国立スポーツ科学センタースポーツ研究部研究員
2021年  獨協医科大学基本医学基盤教育部門（健康スポーツ科学）専任講師
現在に至る

テストステロン研究会シンポジウム　

TSY-2 テストステロン産生能の向上に最適な運動習慣とは？

枝 　伸彦
獨協医科大学基本医学基盤教育部門（健康スポーツ科学）

男性の健康維持増進やアスリートのコンディショニングにおいて、テストステロンは重要なホルモンである。テ
ストステロンの低下は性腺機能低下症、サルコペニア、心血管疾患、メタボリックシンドローム、2型糖尿病など
の様々な疾患や死亡率にも関与することが知られている。また、テストステロンはタンパク質同化作用を有して
おり、特にアスリートにおいては、トレーニング後の骨格筋の適応やパフォーマンスの向上に関与しているため、
アスリートのコンディション評価指標としても注目されている。唾液中のテストステロンは、血中の遊離テスト
ステロンと高い相関性を示し、非侵襲的に採取することが可能なため、スポーツ現場では主に唾液中のテストス
テロンの研究が盛んに行われている。
運動はテストステロンの産生に影響を及ぼすことが様々な研究で報告されているが、その影響は運動の種類、強
度、時間、頻度、期間によって異なっている。一過性の運動については、中等度以上で血中のテストステロン濃
度を増加させるが、低強度の運動では変動しないといわれている。しかしながら、我々の研究グループでは、若
年成人男性1）および中高年女性2）において、低強度運動であるストレッチングヨガの実施が唾液テストステロンを
一過性に増加させることを報告している。ストレッチングヨガは、どの年代においても簡単かつ安全に実施でき
る上、コロナ禍の活動制限下においても、自宅でオンラインでの実施が可能な運動であるため、今後の健康維持
増進において有用な運動形式になると期待されている。一方で、適度な継続性の運動はテストステロン産生を増
加させることが報告されている。しかしながら、過度な高強度トレーニングを実施しているアスリートは、一般
の人々に比べて、テストステロン濃度が低いことが示されている。従って、テストステロン産生能の向上のため
には、適度な運動習慣が有益であると考えられるが、過度なトレーニングの実施は逆効果をもたらしてしまうため、
運動強度や頻度などに注意しなければならない。
本講演では、様々な運動様式によるテストステロンへの影響について最新の知見を含めて紹介し、テストステロ
ン産生能の維持向上のための最適な運動習慣とその注意点について考察する。

【参考文献】
1）Eda N, et al. J Sports Sci Med, 19（4）: 695-702, 2020.
2）Eda N, et al. J Women Aging, 30（3）: 227-241, 2018.
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福井 　一　プロフィール

1976年  京都市立芸術大学音楽学部音楽学科卒
1982年  ミシガン大学大学院（UniversityofMichigan）修了
奈良教育大学名誉教授
著書：「音楽の感動を科学する-ヒトはなぜ“ホモ・カントゥス”になったのか」（化学同人）、「音楽の生存価」（音
楽之友社）、「音楽の謀略」（悠飛社）等

テストステロン研究会シンポジウム　

TSY-3 音楽とテストステロン

福井 　一
奈良教育大学名誉教授

音楽とテストステロン、この二つには何のつながりもないように思える。しかし、これらは切り離して考えるこ
とのできない密接不可分の存在なのである。
ここ数十年で音楽の科学的研究が進み、音楽が人体に及ぼす影響が次第に明らかになってきた。例えば、音楽を
聴くと、情動に関わる辺縁系領域（扁桃体、海馬、腹側線条体）や小脳などの運動系脳領域が活発に活動すること
がわかっている。自分にとって心地よい音楽を聴いたときには、報酬系領域では神経伝達物質のドーパミンが放
出され、関連領域の標的細胞の受容体に結合する。その結果、我々は「心地よい」と感じるわけである。
ドーパミンは報酬系の物質として有名だが、音楽に関わる神経化学物質はドーパミンだけでは無い。他にも様々
な物質（中枢性内因性オピオイド等）が関わっているが、ここでとりあげるテストステロンも重要な役割を担って
いる。テストステロンは、いわゆる「性ホルモン」としての働きのほか、知覚、認知や情動にも関与している。さ
らに能力や才能とも密接に関連していることがわかっている。もちろん、音楽に於いても同様の機能を有している。
一般的にホルモンは、遺伝子の発現や細胞の機能を変化させたりすることで、行動に影響を与える。しかし同時に、
行動はホルモンにも影響を及ぼす。つまり両者は双方向の関係にある。これを音楽に当てはめると、音楽はテス
トステロンに影響を与え、テストステロンは音楽に影響を及ぼすということになる。
じつは、音や音声がホルモンに影響を与えることは、動物ではよく知られている。特に音楽との関係で言えば鳴
鳥が有名である。鳴鳥ではテストステロンが脳や発声器官の発達、さえずりをコントロールしている。鳴鳥は鳴
き方を学習するが、それはヒトの言語や音楽でも同様だ。じつは、音声（発声）を学習できる動物は意外に少ない。
ヒトの場合も、音楽を含む音声行動はテストステロンの影響を受けている。注目したいのは、動物におけるテス
トステロン－音声行動の役割（生物学的機能・目的）は明確であることだ。すなわち、自らが生き残り、子孫を残
していくために存在している。
では、ヒトの「音楽」はどうか。動物と同じように、自ら生き残り、子孫を残していくために存在しているのだろうか。
これには抵抗感を持つ方々もいるだろう。しかし、筆者はそう考えている。音楽は、テストステロンを利用した
人類のサバイバル手段なのだ。





シンポジウム
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熊野 宏昭　プロフィール

1985年  東京大学医学部卒業
1995年  東京大学博士（医学）取得
1995年  東北大学大学院医学系研究科人間行動学助手
2000年  東京大学大学院医学系研究科ストレス防御・心身医学助教授・准教授
2009年  早稲田大学人間科学学術院教授

シンポジウム1　「うつに克つ」

SY1-1 うつ病の行動活性化療法

熊野 宏昭
早稲田大学人間科学学術院

メンズヘルス医学会編集の『LOH症候群診療の手引き』の改定版のうつ病の項には、「LOH症候群と男性更年期障
害を概念的に区別した場合、LOH症候群と大うつ病性障害には明らかな関連はない」一方で、「中高年男性のうつ
状態のある患者にテストステロン投与を行った場合、LOH症候群の有無に関わらず、投与量が多い条件で治療効
果が認められることが多い」と記載する予定である。つまり、男性更年期外来に受診するうつ状態を伴った患者に
は、テストステロン低下の有無に関わらず、テストステロン投与が効果を上げる可能性があるということであるが、
もちろん全ての患者に効果があるということではない。そのため、治療の項では、薬物療法、非薬物療法の概略
についても説明をしているが、本発表は非薬物療法の中の行動活性化療法について紹介したい。その理由は、う
つ状態を呈する患者に効果を上げることが多いウォーキングなどの運動療法から、さらに発展的に取り組むこと
ができ、治療者も患者も理解しやすい方法と考えられるからである。
わが国でうつ病に保健適用されている心理療法としては認知療法が挙げられるが、1996年にその構成要素分析を
行ったRCTの結果が発表され、活動スケジュール法と呼ばれる生活内で楽しいことや達成感のある（正の強化を
伴う）行動を増やす方法が、最も治療効果に対する寄与が大きいことが明らかにされた。そして、1998年に発表
された2年後のフォローアップ研究でもその結果が確認され、行動分析理論に基づく行動活性化療法の発展へとつ
ながった。行動活性化療法では、正の強化を伴う行動を増やすことに加えて、閉じこもりなどにつながる、嫌な
ことや負担になることを回避する（負の強化を伴う）行動を減らすことを目指すことで、さらに大きな効果が期待
できるようになった。そして、2006年の大規模なRCTによって、行動活性化療法は、特に中等症以上のうつ病に
対して、認知療法や抗うつ剤よりも大きな効果を示すことが示された。男性更年期外来などにおいても、行動活
性化療法の考え方は、ウォーキングなどから始めて、楽しいことを増やすように働きかけ、さらには気は進まな
くても外に出て色々とやってみることを勧める、といった使い方ができるのではないだろうか。
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市来 真彦　プロフィール

平成4年千葉大学医学部卒業、平成11年同大学院医学研究科内科系精神医学専攻修了。
東京都立墨東病院神経科、北里大学医学部精神科学教室などを経て、
平成17年11月より東京医科大学精神医学講座・講師、東京医科大学霞ヶ浦病院精神神経科科長。
平成19年7月より東京医科大学精神医学講座・准教授。
平成26年9月より東京医科大学精神医学分野・准教授。東京医科大学病院メンタルヘルス科副科長。
令和元年11月より現職。

特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構・コンボ、日本社会精神医学会、日本精神障害者リハビリテーショ
ン学会、日本臨床死生学会、日本臨床音楽研究会：理事、日本産業精神保健学会：代議員、日本音楽医療
研究会、日本耳鼻咽喉科心身医学研究会：世話人、日本抗加齢医学会、日本自殺予防学会、日本統合失調
症学会、日本うつ病学会、日本不安症学会、日本神経精神薬理学会：評議員
日本笑い学会：元関東支部長、現・笑いの講師団・講師、など

シンポジウム1　「うつに克つ」

SY1-2 うつに克つ～予防と治療の実際～

市来 真彦
東京医科大学学生・職員健康サポートセンター

厚生労働省が医療計画として平成18年に提唱して開設された4疾病5事業に、平成25年度から精神疾患が加わって
5疾病5事業となってからまもなく10年を迎えようとしていますが、精神疾患というとどのような疾患を思い浮か
べられるでしょうか？
昭和の後半から平成の前半にかけて最も患者数が多かったのは「統合失調症（旧称：精神分裂病）」でした。しかし
三年に一度行われる厚生労働省「患者調査」によると、平成14年の第一位は「統合失調症（73.4万人）」、第二位が「う
つ病や躁うつ病を含む気分（感情）障害（71.1万人）」、第三位が「神経症性障害、ストレス障害及び身体表現性障害

（50.0万人）」であったのが、平成17年には第一位が「感情障害（92.4万人）」、第二位が「統合失調症（75.7万人）」、
第三位が「神経症性障害、ストレス障害及び身体表現性障害（58.5万人）」と、統合失調症と感情障害の間で逆転が
起き、さらに平成26年には第一位が「感情障害（111.6万人）」、第二位が「統合失調症（77.3万人）」、第三位が「神
経症性障害、ストレス障害及び身体表現性障害（72.4万人）」であったのが、平成29年には第一位が「感情障害（127.6
万人）」、第二位が「神経症性障害、ストレス障害及び身体表現性障害（83.3万人）」、第三位が「統合失調症（79.2万
人）」となり、統合失調症と神経症性障害、ストレス障害及び身体表現性障害の間に逆転がおき、現在の患者数で
最も多い「感情障害」と「神経症性障害、ストレス障害及び身体表現性障害」の2つを合わせると210.9万人となり、
総患者数419.3万人の半分を占めるようになっています。そして昨年からは世界的なCOVID-19の流行によって、
人々の生活様式は大きな変化－我慢と忍耐－を求められるようになっており、失業などの社会変化が起きている
ことを考慮すれば、現在から近い未来において、さらに「感情障害」と「神経症性障害、ストレス障害及び身体表
現性障害」の患者数は増加することは誰でもが予測できることではないでしょうか？ということは、我々はこれか
らの社会を生き抜いてゆくために、まさに「うつに克つ」ことを求められていると言って良いのではないでしょう
か。では具体的にどのようにすれば「うつに克つ」ことができるのでしょうか？

「うつに克つ」ためには「予防」と「治療」という2つの取り組みが必要です。今回はその2つの取り組みの実際を紹
介してみたいと思います。
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佐渡 充洋　プロフィール

1997年岡山大学医学部医学科卒業後、同大学病院麻酔蘇生科で2年間初期研修。その後、慶應義塾大学医
学部精神神経科学教室入局。国立千葉病院（現独立行政法人国立病院機構千葉医療センター）神経科、慈雲
堂内科病院（現慈雲堂病院）精神科、ロンドン大学大学院への留学などを経て、2008年より慶應義塾大学
医学部精神神経科学教室勤務。現在、同教室およびストレス研究センター専任講師。

専門：マインドフルネス認知療法、認知行動療法、産業精神保健、医療経済学

シンポジウム1　「うつに克つ」

SY1-3 マインドフルネス認知療法の視点からみるうつをはじめとした
困難との関わり方

佐渡 充洋
慶應義塾大学医学部精神神経科学教室

未だ新型コロナ感染症が収束する見通しは立たず、私たちは今後も多くの困難を抱えながら生活していくことを
余儀なくされます。先行きの見通しが立たないなかで生活していくことには大きなストレスが伴いますが、これ
はまさにうつ病などの困難を抱えた人たちが直面する状況と同じです。うつ病をはじめとした精神疾患では、多
くの患者さんが適切な治療やリハビリにより症状や社会機能が比較的短期に改善します。一方で治療抵抗性の経
過を示すケースや一旦寛解しても再発を繰り返すなど慢性的な経過を辿るケースも少なくありません。そのよう
な患者さんは、症状そのものもさることながら、「いつになったら治るのか」「一生治らないのではないか」といっ
た先行きの不透明さに苦しめられることになってしまいます。このように慢性的につづく「困難」な状況に、私た
ちはどのように対応すれば良いのでしょうか。こうした問いに一つのヒントを与えてくれるのがマインドフルネ
ス認知療法です。マインドフルネス認知療法は、うつ病の再発予防、不安症や依存症への効果など様々な領域で
効果が確立されてきています。そこで本講演では、このようなマインドフルネス認知療法が効果を発揮する心理
的なメカニズムを概観した上で、どのような症状や疾患に対して効果を発揮するのか、そのエビデンスを整理し
たいと思います。その上で、特にマインドフルネス認知療法が効果を発揮するためには臨床的にどのような点が
重要になるのかそのポイントを提示したいと思います。さらにwell-beingへの効果や一般健常者への適用など、
近年注目を集めている領域への対象の拡大についても触れ、今後どのような方向に適用が拡大し、効果が期待で
きるかについても議論をしたいと思います。
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辻村 　晃　プロフィール

1988年  兵庫医科大学卒業
1990年  独立行政法人国立病院機構大阪医療センター泌尿器科医員
1997年  大阪大学医学部泌尿器科学助手
1998年  米国ニューヨーク大学泌尿器科および細胞生物学臨床研究員
2005年  大阪大学医学部泌尿器科学講師
2010年  大阪大学医学部泌尿器科学准教授
2013年  大阪大学医学部附属病院病院教授
2014年  順天堂大学医学部泌尿器科先任准教授
2017年  順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科教授
現在に至る

シンポジウム2　「不妊に克つ」

SY2-1 特発性造精機能障害に対する対応

辻村 　晃
順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科

近年、生殖補助医療、特に顕微授精の技術進歩により不妊症治療は革命的変化をとげた。すなわち、その質、量
に関わらず精子さえ確保できれば、あえて男性側の因子に対する治療を行うことなく、顕微授精で挙児を得る
ことが可能となったのである。しかし、いつの時代でも挙児を希望する夫婦が真っ先に望むのは自然妊娠であ
り、そのためには造精機能の維持が不可欠である。不妊症の約半数は男性側に原因が存在することや数十年に渡
り、全世界的に精子数が減少し続けていることなどが知られるようになり、男性不妊症の概念が注目されるよう
になった。平成27年度の全国調査で、男性不妊症の原因の80%以上は造精機能障害であり、さらにその半数は原
因不明－特発性－であった。しかし、この特発性造精機能障害に対する特効薬は存在しない。ヨーロッパ泌尿器
科学会における男性不妊症診療ガイドラインには、様々な薬物治療に科学的なエビデンスレベルは低く、すべて

「empirical approach」（経験的）と記載されている。しかし、同時にこのガイドラインでは、抗酸化剤の摂取と
精液所見との関連性も示唆されている。我々は抗酸化力を有したビタミンB12、ビタミンE、ビタミニC、コエン
ザイムQ10、L-カルニチン、アスタキサンチン、亜鉛を含んだ妊活に特化した合剤を用いた臨床研究で、この内
服治療が精液所見を改善させることを報告している。また、日本では男性不妊症に対する漢方剤も多数用いられ
てきた歴史があり、我々も少なくとも補中益気湯が効果を示す患者がいることを確認している。一方で、内分泌
療法については注意が必要である。テストステロンの投与は男性力の回復に効果を認めるものの、中枢へのネガ
ティブフィードバックからゴナドトロピンの分泌抑制を引き起こし、造精機能を悪化させてしまうリスクを伴う。
従って、これから挙児を希望する男性にはテストステロン補充療法は行うべきではない。仮にテストステロン値
の上昇も見据えた特発性造精機能障害の治療を模索するなら、適応外使用にはなるがクロミフェンが理想的であ
る。クロミフェンは視床下部でエストロゲン受容体と結合するため、フィードバック機構を介して下垂体からの
ゴナドトロピン分泌を促し、テストステロンの上昇のみならず、精液所見の改善が報告されている。
我々の試みも含めて、特発性造精機能障害に対する対応についてまとめてみたい。
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永尾 光一　プロフィール

昭和63年  昭和大学大学院博士課程修了（形成外科学）
平成2年  川崎病院形成外科部長
平成4年  東邦大学医学部助手（泌尿器科学講座）
平成9年  博慈会記念総合病院泌尿器科部長
平成18年  カリフォルニア大学サンフランシスコ校留学
平成21年  東邦大学医学部教授（泌尿器科学講座）
現在に至る
日本形成外科学会専門医、日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本性機能学会専門医
日本生殖医学会生殖医療専門医

日本メンズヘルス医学会理事、日本性機能学会理事長、日本生殖医学会副理事長
日本アンドロロジー学会理事、NPO男性不妊ドクターズ理事長
日本思春期学会常務理事、アジアパシフィック性機能学会次期理事長
世界性機能学会2020大会長

シンポジウム2　「不妊に克つ」

SY2-2 男性不妊の予防

永尾 光一
東邦大学医学部泌尿器科学講座

男性不妊症の原因で最も多いのは、特発性（原因不明）造精機能障害であるが、原因の分かっているものもある。
悪性腫瘍、精索捻転、精索静脈瘤、停留精巣、精路閉塞、性腺機能低下症、射精障害、勃起障害、先天性陰茎彎
曲症などの疾患があるが、これら疾患を理解し早期に適切に対応すれば男性不妊を予防することができる。
1．悪性腫瘍では、生命予後が最も重要ではあるが、治療法が進歩しているので生存率も高く、精液が採取可能な
場合は、抗癌剤治療前に射出精子を凍結保存して、将来、造精機能障害が回復しなかった場合に備えることがで
きる。2．精索捻転は血液が精巣に流れなくなり、約6時間以内に手術で捻転を解除しなければ、精巣は壊死する
可能性が高くなる。大人では片側精巣を失った場合は反対側の精巣で十分な機能を補うことは難しくなる。3．精
索静脈瘤は、後天性の男性不妊症（二人目不妊）の原因の78％と言われている。つまり、3年くらいで精液所見が
急激に悪化する病気である。精索静脈瘤を早期に発見し治療することで男性不妊を予防することができる。4．停
留精巣の手術時期は2歳までだが、放置されるか術後再発があれば手術を勧める。5．ソケイヘルニア手術の後遺
症や精巣上体炎が精路閉塞の原因になる可能性がある。日ごろから性感染症には注意を払う必要がある。6．男子
低ゴナドトロピン性性腺機能低下症（MHH）に対するホルモン治療は効果的で精子の出現する場合が多く、自然
妊娠を期待して早期に治療開始できればよりよい。7．誤ったマスターベーションの方法が膣内射精障害になり、
早期から正しいマスターベーションの指導が必要である。8．糖尿病による逆行性射精予防するために糖尿病の早
期発見と適切なコントロールが必要である。9．EDの原因には、加齢、糖尿病、肥満、高血圧、喫煙、テストス
テロン低下、尿路疾患、神経疾患、手術・外傷、ストレス、睡眠時無呼吸症候群などがあるが、早期に対応する
ことでEDを予防でき、ED治療薬の早期使用も有用である。
10．先天性陰茎彎曲症は、性交障害の原因となる。早期に治療すれば性交障害による不妊を予防できる。
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白石 晃司　プロフィール

1995年：山口大学医学部卒業
2001年：山口大学大学院医学系研究科卒業
2004年：Iowa大学薬理学ポスドク
2013年：Cornell大学・Rush大学（AUA/JUA Exchange Scholar）
2017年：山口大学泌尿器科准教授
現在に至る

シンポジウム2　「不妊に克つ」

SY2-3 アロマターゼ阻害剤：男性不妊薬物療法の新たな切り札

白石 晃司、松山 豪泰
山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座

男性不妊症に対する薬物療法の有効性に関するエビデンスは、低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に対するゴナ
ドトロピン療法以外は非常に低い。大部分の症例において、ビタミン剤や抗酸化剤などのempiricalな治療が施行
される中で、クロミフェンなどのselective estrogen receptor modulators（SERMs）やゴナドトロピン療法など
の内分泌療法が施行される機会にも多く遭遇する。アロマターゼ阻害剤（AI）は、テストステロン（T）からエスト
ラジオール（E2）への変換を阻害し、視床下部へのE2によるネガティブフィードバックが抑制されゴナドトロピン
分泌が亢進し、T上昇を来し、精巣内T/E2比の低下を伴い造精機能の改善も期待できる（Shiraishi K et al. JCEM 
2021）。
我々のAIの使用経験について提示する。1）性機能障害を伴った男性不妊症例に対し、アロマターゼ阻害剤（アナ
ストロゾール1mg/日）の投与によりその両者が改善した症例。2）乏精子または運動率低下症例に対し、全例に
おいてLF, FSHおよびTの有意な上昇を認め、T/E2＜10の症例において有意な総運動精子数の改善を認めた。3）
micro-TESEにて精子採取不可能であった症例で、組織学的にLeydig細胞におけるアロマターゼ過剰発現を認め
た症例に対し、サルベージ内分泌療法としてAIを使用し、2nd micro-TESEにて1例/3例で精子採取可能であった。
現在まで15名に対し3カ月間の投与で2名において、グレード1のざ瘡様皮疹を認めた。
SERMsやゴナドトロピンおよびアロマターゼ阻害剤は、AUAやEAUのガイドラインにも記載はあるが、効果は
非常に限定的とされている。これらの薬剤の適応や使い分け、および併用などについてのエビデンスを蓄積して
いく必要がある。
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岩端 威之　プロフィール

【略歴】
出身大学：獨協医科大学医学部医学科
2011年  4月   獨協医科大学埼玉医療センター初期研修医
2013年  4月   獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科レジデント
2015年  4月   獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科助教
2017年  4月   獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター助教
2021年  4月   獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター助教/男性不妊診療部門チーフ
現在に至る

【資格】
医学博士・日本泌尿器科学会認定専門医

シンポジウム2　「不妊に克つ」

SY2-4 「亜鉛」不足は本当！？ 男性不妊患者の実際

岩端 威之1,2）

1）獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科、2）獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター

亜鉛イオンはあらゆる哺乳動物の細胞において重要な調節や構造的な役割を果たすことが知られている。具体的
には、精子の形成や性ホルモンの合成に必要不可欠で、男性不妊症やメンズヘルスの分野でも近年再び注目され
ている。さらに、重度な亜鉛欠乏は生殖細胞の壊死を引き起こし、多くの精細管は萎縮、精子は異常分化すると
いわれている。このように亜鉛は精子の形成に重要な役割を果たしていることが知られているものの、これまで
は多くは動物での報告であり、ヒトでの報告は少ない。そこで我々は、男性不妊外来を受診する患者を対象として、
亜鉛に関する検討を行った。獨協医科大学埼玉医療センター・リプロダクションセンターの男性不妊外来を受診
した患者297名を対象（無精子症を除く）として、亜鉛・銅の血清濃度、精液中の亜鉛濃度を測定し、一般的な精
子検査のパラメータ、および精子DNA断片化率（DFI）、精液の酸化還元電位（ORP）を測定し、亜鉛の濃度が精
液所見に与える影響をについて調査した。※尚、採血に関しては、午前中時間帯の空腹時に行った。また、前進
運動率に関しては精子運動解析システムCASAを使用し、それ以外の精液所見については目視にて実施した。対
象とした297名の患者の内、2名（0.63%）が亜鉛欠乏症、95名（31.31%）が潜在性亜鉛欠乏症、202名（68.0%）が
正常範囲であった。精液量と前進運動率において欠乏群と正常群で有意差を認めた。また亜鉛濃度が高値になる
ほど、運動率で良好な傾向を認めた。日本人は潜在的な亜鉛欠乏状態である割合が高く、最近の報告でも先進国
で唯一10～30%が亜鉛欠乏状態であると報告されている。今回の検討は単回採血データであるが、男性不妊外来
を訪れる患者の亜鉛欠乏症と潜在性亜鉛欠乏症を併せて32.0%高く認められた。不妊外来にを訪れる男性患者は
亜鉛欠乏状態である割合が比較的高いと言える。また、血中亜鉛濃度が正常群であれば、精液量は多く、前進運
動率は有意に高い値であった。不妊症の原因としての低亜血症を伴う場合は、そのような亜鉛欠乏状態を脱する
事で精液所見パラメーターの改善もする可能性が高い。今回、亜鉛に関して、当院での経験も踏まえて、男性不
妊患者での亜鉛不足の状況、サプリメントも含めた適切な治療方法について紹介する。
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武田 朱公　プロフィール

平成16年  3月   北海道大学医学部医学科卒業
平成16年  4月   大阪大学医学部附属病院研修医
平成22年  3月   大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了（加齢医学教室）
平成23年  1月   東京大学大学院医学系研究科特任助教（先端臨床医学開発講座）
平成23年  4月   日本学術振興会特別研究員PD（米国ハーバード大学医学部）
平成25年  2月   日本学術振興会海外特別研究員（米国ハーバード大学医学部）
平成27年  2月   米国ハーバード大学医学部・マサチューセッツ総合病院研究員
平成28年  4月   大阪大学大学院医学系研究科准教授（臨床遺伝子治療学講座）
現在に至る

（令和2年4月より大阪府立病院機構大阪精神医療センターこころの科学リサーチセンター診断・治療創生部
門認知症ユニットリーダー兼任）

シンポジウム3　「ぼけ（認知症）に克つ」

SY3-1 認知症早期診断と予防のためのアイトラッキング式
認知機能評価アプリの開発

武田 朱公1,2）

1）大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 
2）大阪府立病院機構大阪精神医療センターこころの科学リサーチセンター

高齢化に伴う認知症急増への対応が喫緊の課題となっている。認知症の根本的治療法は未だ確立されていないが、
早期発見と早期介入によって発症・進行予防が可能であることを示す医学的エビデンスが蓄積している。現状、
認知症の初期評価は問診形式の認知機能検査（MMSE等）を用いて行われているが、検査時間が長く心理的ストレ
スの大きい検査であるため、スクリーニング的な評価が困難である。
演者らはこれまでに、アイトラッキング法を利用した認知機能評価法を開発し、その有用性の実証と社会実装を
進めてきた。約3分のタスク映像を眺める被検者の視線をアイトラッキング法で記録し、視線位置情報の解析から
認知機能を定量的化するシステムであり、従来のMMSEスコアと高い相関を示すことが示されている。また、本
法をスマート端末で実装できるアプリを開発し、これを基盤シーズとして大学発ベンチャーの株式会社アイ・ブ
レインサイエンスを設立した（JST大学発新産業創出プログラムSTARTにより支援）。現在、本法の医療機器治験
準備を進めている（第一世代ソフトウエア）。更にこれを基盤技術とし、AI技術で視線情報を解析することでMCI
段階の認知機能障害を高精度に検出するプログラムの開発を進めている（第二世代ソフトウエア）。本演題では、
次世代型認知機能評価法としてのアイトラッキング式検査の開発経緯と、メンズヘルス領域における活用の可能
性ついて概説したい。
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清水 邦義　プロフィール

北九州市小倉生まれ。九州大学農学部で博士号取得後、カリフォルニア大学バークレー校研究員、九州大
学ベンチャービジネスラボラトリー講師を経て、2002年から九州大学農学研究院に着任、現在に至る。一
貫して植物・微生物等からの天然素材に含まれる成分やそれらの香りが生体に及ぼす影響解明を目指し、
いかに天然素材を私たちの生活に役立てるかに焦点を絞り、機能性食品・化粧品・アロマ・住環境（木や畳）
に関する研究を推進してきた。2014年に日本木材学会賞受賞。

シンポジウム3　「ぼけ（認知症）に克つ」

SY3-2 森林資源（木の家・キノコ）の認知機能改善効果

清水 邦義、中島 大輔、土山 真未、竹本 直道、永田 真紀、松本 雅子、永柄 真澄、大貫 宏一郎
九州大学農学研究院森林圏環境資源科学研究室

脱炭素社会に向けて、温室効果ガスの排出量を大きく減らすための方策の一つとして、森林資源と森林生態系の
構成素材を今まで以上に活用することが求められている。
住宅の木質化もその一つの方策である。我々は無垢のスギ材を内装に用いた空間と見た目が同じになるような壁
紙を内装とした空間（プラセボ空間）とで、健常者の生理・心理応答を比較した。無垢スギ材を内装に用いた空間
ではδ-カジネンをはじめとした一連のセスキテルペン系化合物が検出され、注意や記憶に関する脳機能活動が、
プラセボ空間と比較して、高まることを見出した。また高齢者入居施設においても、内装を無垢スギ材に変更し
た場合、MMSEの値が改善する一例を見出した。認知機能低下抑制効果が期待でき、かつ、脱炭素社会にも貢献
可能な、無垢スギ材を用いた木の家は、超高齢化社会において、今後ますます需要が増えることが期待される。
さらに、最近の研究によると、新型コロナウイルスの感染力は、プラスチックやガラス表面と比較すると木材表
面において、大幅に低減できることも報告されている。
一方、キノコは、樹木などを単独で二酸化炭素と水まで分解可能な唯一の微生物群である。キノコが産生する二
次代謝物は、ユニークな化学構造を有するため創薬資源としても注目されている。その中でも、ヤマブシタケは、
特徴的な二次代謝物であるヘリセノン類を産生し、当該化合物の認知機能への有効性がin vitroおよび動物実験で
立証されている。主要な作用機序は、脳内神経細胞への働きかけによるNGF（神経成長因子）合成の促進である。
さらに、近年、50歳以上の健常者や、50～80歳のMCI（軽度認知障害者）を被験者として二重盲検プラセボ対照
並行群間比較試験が実施されており、認知機能の改善が示されている。
わが国は、大きく三つの課題に直面している。一つは脱炭素社会の実現。そして、超高齢化社会に付随する認知
症の克服。さらに新型コロナウイルス感染の抑制である。それらの解決にむけて、炭素固定・再生可能な森林生
物資源ならびにそれらの生態系の属する素材を活用した、認知機能改善に有効な住環境素材・機能性食品素材の
開発も、今後ますます重要になってくるだろう。
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小川 純人　プロフィール

1993年  東京大学医学部医学科卒業
1993年  東京大学医学部附属病院研修医（第3内科、老人科）
1994年  JR東京総合病院内科
1996年  日本学術振興会特別研究員
1999年  東京大学医学部附属病院老年病科医員
2001年～2005年
  カリフォルニア大学サンディエゴ校細胞分子医学教室
2005年  東京大学医学部附属病院老年病科助手
  文部科学省高等教育局医学教育課専門官（参与）
2008年  同講師（医局長・病棟医長・外来医長）
2013年  東京大学大学院医学系研究科老年病学准教授
現在に至る

シンポジウム3　「ぼけ（認知症）に克つ」

SY3-3 高齢者のフレイル・認知症とその対策

小川 純人
東京大学大学院医学系研究科老年病学

高齢者において、加齢に伴う様々な機能変化や生理的予備能力の低下によって健康障害リスクを有する状態はフ
レイルと理解され、要介護状態への移行やQOL・ADLに及ぼす影響が大きいことなどからも、その予防対策は重
要な課題となっている。実際、わが国の要介護原因疾患としても、認知症を筆頭に脳血管疾患、高齢による衰弱（フ
レイル）が上位に挙げられている。また、フレイルの概念に身体的、社会的、精神心理的な3つの側面が包含され
ていることに加えて、フレイルと認知機能低下や認知症との関連性も次第に明らかになってきている。このよう
に、フレイルの要因またはフレイルと関連を有する要素として認知機能低下やサルコペニアなどが挙げられ、ア
ンドロゲンやビタミンDなどの種々のホルモン・液性因子がフレイルの発症や進展に関与している可能性も示唆
されている。その一方で、血中アンドロゲン濃度に個人差が認められることや、男性におけるアンドロゲンレベ
ルの経年変化が比較的緩徐である背景等もあり、老化過程におけるアンドロゲン低下の意義やホルモン補充療法

（HRT）の適応について未だ確立には至っていない。本シンポジウムでは、高齢者におけるフレイルと認知症との
接点、ならびに認知症に克つためのフレイル対策とその重要性について、アンドロゲン作用を含めて紹介したい。
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山下 　徹　プロフィール

【学歴】
2001年  3月   岡山大学医学部医学科卒業
2007年  3月   岡山大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程卒業

【職歴】
2001年  4月   岡山大学医学部附属病院神経内科
2002年  5月   国立岡山医療センター内科
2003年  4月   慶應義塾大学医学部生理学教室共同研究員
2006年  4月   岡山大学医学部附属病院神経内科医員
2009年  7月   米国コロンビア大学病理細胞生物学部門博士研究員
2012年  9月   岡山大学病院神経内科助教
2013年  9月   岡山大学病院神経内科講師
2015年  4月   岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学講師
2020年11月   岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学准教授
現在に至る

【受賞歴】
2010年  2月   岡山医学会賞
2010年  4月   第34回日本心臓財団草野賞
2016年  9月   第6回日本認知症予防学会浦上賞

【所属学会】
世界脳循環代謝学会（理事2019-）、日本神経学会（代議員），日本脳循環代謝学会（幹事），日本脳卒中学会（国
際委員会副委員）、日本認知症予防学会（評議員）、日本老年医学会（代議員）、日本難病医療ネットワーク学
会（評議員）、日本内科学会等

シンポジウム3　「ぼけ（認知症）に克つ」

SY3-4 認知症に克つために今できること

山下 　徹
岡山大学大学院脳神経内科

日本を含めた先進諸国は超高齢化社会を迎え、増加する認知症が社会問題となってきている。最近の研究成果に
よって、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満などの生活習慣病とそれに引き続いて起こる血管病が、アルツハイマー
病などの認知症の発症、増悪に大きくかかわっていることが明らかになった。
一方、当科では最近、アルツハイマー型認知症のリスク診断を血液検査で行うことを目指し、BLOTCHIPと呼ば
れる新たな技術を用いて血中ペプチドを測定することで認知症のリスク判定ができることを明らかにした。また
最近、非侵襲的な光干渉断層撮影（OCT）検査を用いて、網膜アミロイドを検出することにも成功するなど、多様
な手法を用いて新たな認知症診断技術の確立に挑んできた。
今回のシンポジウムでは、近年の研究で明らかになってきた血管リスクと認知症の関係を紹介するとともに、ど
のように血管リスクを評価し、認知症対策を行うべきか議論したい。
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小山 太郎　プロフィール

2001年  慶應義塾大学医学部卒業
2001年  慶應義塾大学医学部形成外科学教室
2007年  ブリガムアンドウィメンズホスピタル（Harvard Medical School）形成外科研究員
2009年  Dクリニック東京（旧城西クリニック）
2015年  日本医科大学形成外科非常勤講師
2021年  Dクリニック新宿院長
現在に至る

シンポジウム4　「抜け毛にかつ」

SY4-1 振動圧刺激で抜け毛に喝

小山 太郎1,2）、高田 弘弥2）、長田 康孝2,3）、波間 隆則3）、安田 吉宏4）、星 　貴之5）、脇坂 長興4）、
小林 一広4）、川島 　眞4）、小川 　令2）

1）Dクリニック新宿、2）日本医科大学形成外科、3）アンファー株式会社、4）Dクリニック東京、 
5）ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

男性型脱毛症の診療中、発毛効果を期待して頭皮マッサージを行っている患者に遭遇することがある。我々は男
性型脱毛症を発症していない健常男性の頭皮をマッサージすることで毛径が太くなることを確認しているものの、
同様の結果が脱毛症を発症している場合でも得られるかについては検証できていなかった。また、頭皮マッサー
ジについては血流改善やリラックス効果の報告があるが、それらが発毛や脱毛症進行予防に寄与するというエビ
デンスは得られていない。皮膚を構成する細胞群が物理刺激に応答することが創傷治癒やケロイドの研究を通じ
て近年明らかになってきている。一方で皮膚付属器である毛髪について物理刺激が及ぼす影響を検証した研究は
ほとんどなく、我々はここに着目して研究を行ってきた。毛髪には毛周期が存在し様々な脱毛症が、この毛周期
の異常によって生じている。毛周期は上皮系細胞である毛母細胞と、間葉系由来の毛乳頭細胞の相互反応により
制御されている。我々は毛周期の司令塔であるヒト毛乳頭細胞が物理刺激の一つである伸展刺激によりダイナミッ
クな遺伝子発現の変化を起こすことを確認している。その中には脱毛因子となるIL-6の発現抑制など発毛に寄与
しうる変化が複数含まれている。ヒト毛乳頭細胞に存在するイオンチャネルが物理刺激に対してどのような反応
を示すかを検証する観察実験では、振動圧刺激によるイオンチャネルの反応が、発毛剤ミノキシジル（ATP感受
性カリウムチャネル開口薬）によるイオンチャネルの反応と類似している事を確認している。これらの知見から、
適正な物理刺激を頭皮、及び毛乳頭細胞に加えることで、毛周期の成長期の延長に好ましい遺伝子発現を誘導し
発毛治療に応用できると考えた。振動圧刺激によりマウスの背部で発毛促進を示す事に成功し、現在、振動圧刺
激による男性型脱毛症治療の特定臨床研究を行っている。
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山田 秀和　プロフィール

1981年  近畿大学医学部卒
1989年  近畿大学大学院修了（この間；大阪大学細胞工学センター（岸本忠三研）への国内留学,

オーストリア政府給費生にてウイーン大学、米国ベセスダNIH留学免疫学教室
1989年  近畿大学医学部講師
1998年  近畿大学在外研究員（ウィーン大学）
2005年  近畿大学医学部奈良病院皮膚科教授
2007年  近畿大学アンチエイジングセンター設立
2014年  大阪市立大学皮膚科客員教授

シンポジウム4　「抜け毛にかつ」

SY4-2 Aging Clocksと見た目年齢

山田 秀和1,2）

1）近畿大学アンチエイジングセンター、2）近畿大学奈良病院皮膚科

老化研究の急速な進歩で、生物学年齢と暦年齢の差が重要となってきた。治療法の確立のためには老化のステイ
ジングが重要と思われる。見た目の評価が、AIを用いた画像解析の進歩とともに老化判定に有用であることが理
解されてきた。生物学的年齢を判定する上で、少ないバイオマーカーでの判定よりも、ライフスタイルなどの因
子を加えた方が、より精度のたかい算定がされるようになった。いわゆる、Aging Clockである。ここでも見た
目年齢は有用であると思われる。見た目は、皮膚・容貌・体形にわけて考えると理解しやすいが、毛髪の評価は、
この点で、皮膚・容貌の双方に関わる。皮膚でのEpigenetic Clockの変化と、見た目の画像解析を用いたAging 
Clocksについて概説したい。さらに、老化のステイジングを各分野で、急速に樹立することの重要性について述
べる予定である。
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乾 　重樹　プロフィール

1991年  大阪大学医学部卒業
1996-8年  ウィスコンシン大学・ロチェスター大学留学
1997年  大阪大学大学院医学研究科卒業・学位取得
2000年  大阪大学皮膚科助手
2006年  大阪大学皮膚毛髪再生医学寄付講座准教授
2016年  大阪大学皮膚科招聘教授
2016年-  心斎橋いぬい皮フ科院長
2018年-  大阪大学皮膚毛髪再生医学寄付講座特任教授

シンポジウム4　「抜け毛にかつ」

SY4-3 抜け毛を知る：その成り立ちと形状を中心に

乾 　重樹1,2）

1）大阪大学皮膚毛髪再生医学、2）心斎橋いぬい皮フ科

抜け毛に克つにはまず敵（抜け毛）を知ることが重要である。抜け毛として認識されるものには種々あるが、正常
な抜け毛はいわば必要な毛髪のターンオーバーであり、1日平均約80本が抜ける。毎日100本以上の毛が抜ければ
異常としてよいが、それにもいくつか種類がある。抜け毛にように見えても実は毛が切れている場合もある。そ
の典型例は円形脱毛症である。拡大鏡では、切れ毛、漸減毛（毛穴に向かって毛直径が縮小）、黒点（切れ毛の根
元）が見られる。それに対して男性型脱毛症では毛周期のうち成長期が短くなることで軟毛率が増えることにな
る。拡大鏡で、毛幹は直径40ミクロン以下の軟毛の率が20％以上となる。したがって、男性型脱毛症は抜け毛と
いうより表現としては「薄毛」という言葉が合致する。真の意味で抜け毛が増えるのは休止期脱毛症である。毛周
期は頭皮の毛組織ごとにモザイク的にばらばらとなっており、けっして同調せず毛量を一定に保っている。しかし、
この毛周期が同調してしまい、成長期から一気に退行期・休止期へ移行が起こり、抜け毛が増える。特発性の場
合が多いが急激なダイエット、出産後、甲状腺疾患、膠原病、頭皮の皮膚炎によって生じることもある。具体的
な症例を供覧しながら、とくに診断の困難な症例の見かた・考え方について解説したい。また治療開始後これら
の脱毛症は反応が遅い。通常2－3か月から半年もしくは1年を要する。そのメカニズムについても言及し、「抜け
毛に克つ」ための患者への説明法も解説する。



LOHセミナー
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小宮 　顕　プロフィール

1992年 3月  千葉大学医学部卒業
1992年 6月  千葉大学医学部附属病院泌尿器科研修医
1993年 4月  千葉労災病院病院泌尿器科研修医
1998年 3月  千葉大学大学院医学研究科博士課程（外科系泌尿器科学）修了
1998年 4月  千葉大学医学部附属病院泌尿器科医員
1998年 10月  千葉大学医学部泌尿器科学助手
2000年 10月  ジョンズ＝ホプキンス大学泌尿器科リサーチフェロー
2003年 4月  千葉大学医学部附属病院泌尿器科助手
2006年 4月  千葉大学医学部附属病院泌尿器科講師
2007年 3月  千葉県がんセンター泌尿器科医長
2007年 12月  富山大学大学院医学薬学研究部腎泌尿器科学准教授
2016年 4月  千葉大学医学部附属病院泌尿器科准教授
2016年 10月  千葉大学大学院医学研究院泌尿器科准教授
現在に至る

LOHセミナー1　「LOHの病態」

LOH1-1 テストステロンの産生と生理作用

小宮 　顕、加藤 繭子、佐塚 智和、今村 有佑、坂本 信一、市川 智彦
千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学

アンドロゲンは男性生殖器の分化、2次性徴の発現、精子形成、副生殖器の機能、筋力増強などの様々な機能をも
ち、筋、骨、中枢神経系、前立腺、骨髄、皮膚、性機能、排尿機能などへの影響がある。
アンドロゲンは95%が精巣で産生されるテストステロンであり、残りは主に副腎で産生される。副腎では
17β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼがないためにテストステロンが産生されない。アンドロゲン受容体

（androgen receptor; AR）を介して、全身の様々な臓器、さらには代謝にも作用する。テストステロンの98%は
蛋白結合型であり、1-2%が遊離型である。
遊離型のテストステロンが活性型のアンドロゲンであり、標的臓器に取り込まれ、細胞質内で5α還元酵素により
ジヒドロテストステロンに変換され、ステロイドホルモン受容体の一つであるARと結合し、二量体を形成する。
次にこの二量体は核内に移行し、DNAのアンドロゲン応答配列に結合することにより、標的遺伝子を活性化して
ホルモン作用を発現する。ARは生殖器のほか脳、血管、末梢神経などに広く分布し、アンドロゲンの標的となっ
ている。ジヒドロテストステロンはARとの結合が強く安定しており、アンドロゲンとしての生物活性はテストス
テロンの1.5倍から3倍とされている。テストステロンは、アロマターゼによって17βエストラジオールに変換さ
れる。テストステロンの異化は、主に肝や前立腺、皮膚でおこり、尿中に排出される。
アンドロゲンの標的臓器と作用として主なものを挙げる。2次性徴では外性器や副性器、喉頭、体毛、筋肉量、精
神面（活動的、異性への関心）に作用をおこす。脳に対しては、認知能や攻撃的な行動様式、性欲を司る。精巣で
はFSHとともに精子形成を担い、間脳－下垂体－性腺軸の構成要素となる。男性機能として射精や海綿体の拡張
や弛緩を通じた勃起に関与する。テストステロンはアロマターゼによりエストロゲンに変換され、骨形成作用を
有する。骨髄にも作用し、思春期以降ヘモグロビン値を上昇させる。アンドロゲンは蛋白同化ステロイドであり
筋肉増強作用を有し、また前立腺疾患を引き起こす。尿路の排尿筋にも作用する。
以上のように、主に精巣で産生されたアンドロゲンは、ARを介して、全身の様々な臓器に作用する。加齢に伴っ
て精巣機能が低下し、アンドロゲン作用が低下した場合、その影響も多様になる。
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米山 高弘　プロフィール

1995年  3月   弘前大学医学部卒業
1995年  4月   弘前大学泌尿器科勤務
2004年  4月   弘前大学泌尿器科助手
2008年  6月   弘前大学泌尿器科助教
2010年  8月   弘前大学泌尿器科講師
2018年10月   弘前大学先進移植再生医学講座准教授
現在に至る

LOHセミナー1　「LOHの病態」

LOH1-2 LOHと身体症状

米山 高弘、畠山 真吾、橋本 安弘、大山 　力
弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座

加齢による男性ホルモンの低下により生じる加齢男性性腺機能低下（LOH; late-onset hypogonadism）症候群の
特徴的な症状は，1 身体症状，2 精神症状，3 性機能関連症状である．その中で身体症状及び徴候は，発汗，ほてり，
睡眠障害，記憶・集中力低下，肉体的消耗感，筋肉量と筋力低下による除脂肪体重の減少や骨塩量の低下など様々
である．
加齢とともに体脂肪率は増加するが，その脂肪は主として内臓脂肪である．肥満によりテストステロンは低下し，
テストステロンが低値であることは肥満を助長する．テストステロン低値はインスリン抵抗性とも相関し，Body 
mass index （BMI）や腹囲の増加，高血圧，脂質異常症，高血糖，などメタボリックシンドロームの要素と関連し，
更には骨密度の低下や骨折頻度の増加とも相関する．また，フレイルは健康な状態から連続的に要介護へ至る中
間段階であり，適切な介入によって再び健康な状態に戻る可逆性を持った概念である．本邦の65歳以上の高齢者
の割合は増加の一途をたどり，2065年には約2.6人に1人が65歳以上となる見込みである．加齢に伴い筋肉，骨，
水分などの脂肪以外の成分は減少するが，特に筋量，筋力の低下は日常活動性を大きく低下させる．近年，フレ
イルとその重要な要素の一つであるサルコペニアの発症と進展についてテストステロンとの関連が示唆されて
いる．
当大学では，2006年より青森県弘前市（旧岩木町）に在住する健常成人を対象に町民の健康状態の現状とその問題
点を調査し、QOLの向上に資し、健康の保持・増進を包括的に研究することを目的とした毎年約1000人が参加
者する健康増進プロジェクトを行っている．当科ではテストステロンとフレイルや排尿障害など様々な因子との
関連を調査し，解析を行っている．当日はその結果についても紹介したい．
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千葉 公嗣　プロフィール

2001年  神戸大学医学部卒業
2001年  神戸大学医学部附属病院研修医
2002年  兵庫県立加古川病院（現加古川医療センター）泌尿器科
2008年  神戸大学附属病院腎泌尿器科医員
2011年  神戸大学附属病院腎泌尿器科特定助教
2011年  神戸大学医学部医学研究科大学院修了
2012年  神戸大学附属病院腎泌尿器科助教
2014年～2015年
  Center for Reproductive Medicine, Baylor College of Medicine (Houston, USA)
2020年～現在
  神戸大学附属病院腎泌尿器科講師

LOHセミナー1　「LOHの病態」

LOH1-3 LOH症候群における精神症状

千葉 公嗣、藤澤 正人
神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学分野

加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症候群）は、その名の通り加齢によるテストステロンの低下による標的臓器の
機能障害が病態である。加齢によるテストステロン低下の原因としては、Leydig細胞数の減少や機能低下のほか、
視床下部下垂体の分泌能低下が考えられる。テストステロンの生理作用としては、性欲/射精勃起の維持、認知力
の維持、筋肉量増加、骨形成促進と骨吸収抑制、骨髄での赤血球産生刺激、糖脂質代謝への影響などがあげられ、
きわめて多彩な症状がLOH症候群によって引き起こされる可能性がある一方で、加齢そのものによる各臓器機能
の低下の可能性も考えておく必要がある。
LOH症候群の症状は精神症状・身体症状・性機能関連症状に大別され、精神症状としては知的活動・認知機能・
見当識などの低下や、気分変調、睡眠障害などがあげられるが、これらはテストステロン低下による直接的なも
ののほか、身体的変化や社会的環境の変化が二次的・三次的に影響してあらわれることがある。テストステロン
の低下による症状の出現順序としては性欲・活力の低下→肥満→抑うつ・睡眠障害・集中力の欠如・糖尿病→ほ
てり・勃起不全との報告があり、抑うつなどの精神症状はテストステロン低下の段階が中程度進行した状態でお
こる可能性が示唆されている。また、加齢に伴うテストステロンの低下は認知機能低下や認知症発症と関連する
可能性が指摘されており、日本人を対象にした調査でもテストステロンと認知機能の独立した関連を認める報告
がある。これらのうち、LOH症候群の実臨床の現場では、抑うつを主訴として受診する患者は比較的多く経験する。
当科ではLOH症候群の診断治療に際して各種質問紙を用いて患者評価を行っているが、特に精神症状は泌尿器科
医には評価が困難であり、質問紙を用いスコア化することは有用と思われる。当科で治療したLOH患者のうち精
神症状が主訴の患者は約7割であり、質問紙にて当初よりうつ病と診断された患者は約6割認められた。大半の症
例は精神科あるいは心療内科と併診のうえテストステロン補充療法（TRT）を施行し、一定の治療効果が認められ
ていた。
本セミナーではLOH症候群における精神症状の病態と実臨床について自験例と文献的考察を交え発表する予定で
ある。
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三井 要造　プロフィール

2002年  島根医科大学医学部卒業
2002年  島根医科大学医学部泌尿器科研修医
2003年  あかね会土谷総合病院人工臓器部研修医
2004年  大田市立病院泌尿器科医員
2006年  兵庫医科大学泌尿器科助教
2008年  島根大学医学部泌尿器科助教
2014年  UCSF, VA Medical Center研究員
2016年  東邦大学医学部泌尿器科助教
2019年  東邦大学医学部泌尿器科講師
現在に至る

LOHセミナー1　「LOHの病態」

LOH1-4 LOH症候群における性機能とアンドロゲンとの関連

三井 要造
東邦大学医学部泌尿器科学講座

加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症候群）でみられる代表的な性機能症状は、性欲（リビドー）低下とEDである。
現在までに，リビドー低下とアンドロゲンの関連を支持する多くの臨床および疫学的研究結果が存在する。例えば，
血清テストステロン低値がリビドー低下のリスクを2倍にするとの報告がある。また，テストステロン補充療法に
よるLOH患者のリビドー改善度は，テストステロン欠乏の程度と直接相関することが，メタ回帰分析によって示
されている。
EDとは，満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られないか，または維持できない状態が持続または再発するこ
と，と定義される。LOHでは早朝勃起の減少などのED症状が出現する。動物実験では，陰茎血管平滑筋のアセ
チルコリンへの応答性がテストステロンの抑制下で著明に低下し，またテストステロンの補充により回復するこ
とが確認されている。また，血中テストステロンレベルの低下が陰茎血流の減少や勃起能低下に関連するとする
臨床データも存在し，テストステロン補充療法による勃起能改善効果もメタ解析から示唆されている。この様な
背景から，ED診療ガイドラインでは，EDのリスクファクターとしてテストステロン低下を取り上げている。
このように，加齢に伴うテストステロン低下を原因とするLOH症候群において，リビドー低下とEDは典型的な
性機能症状と考えられる。ただし，現時点ではリビドーとアンドロゲンの関係についての一定の見解はなく，ま
た比較的大規模なコホート研究の追跡結果は，テストステロン値とEDとの関連性を否定している。加齢はテスト
ステロン低下の最も一般的な要因の一つであるが，同時にEDの原因となりうる高血圧症，糖尿病，冠動脈疾患な
どの併存症も増加する。したがって，テストステロンがEDの発生に影響しているかどうかは更なる検討が必要で
ある。
LOH症候群の多くは精神神経症状を主訴とし，性機能や性欲の低下を主訴とする症例は多くないものの，これら
は患者のQoLを損なう重要な症状の一つである。本講演では，LOH症候群でみられる性機能症状への理解を深め
て頂くため，前述したリビドー低下やEDとアンドロゲンとの関連性について説明する。
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明比 祐子　プロフィール

1988年  大分医科大学（現大分大学医学部）卒業
1988年  大分医科大学第1内科入局
1998年  福岡大学病院臨床検査医学入局福岡大学第一内科兼務
1998年  福岡大学病院第一内科助教
2000年  福岡大学病院臨床検査医学助教
2008年  福岡大学病院内分泌糖尿病内科講師
2011年  福岡大学病院内分泌糖尿病内科准教授
2012年10月  福岡大学病院内分泌糖尿病内科非常勤講師
2015年  1月  徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター客員准教授
現在に至る

LOHセミナー2　「LOHの診断」

LOH2-1 症状調査票とテストステロン値との関係／
内科からみた低テストステロン血症の鑑別診断

明比 祐子
徳島大学先端酵素学研究所糖尿病臨床・研究開発センター

LOHは、性腺機能低下を反映する様々な症状の有無によりスクリーニングされ、次いで低テストステロン血症の
存在、さらに他の原因疾患の除外により診断できる。一般に症状のスクリーニングには質問票が使用され、AMS

（Aging Males’ Symptoms）やADAM（Androgen Deficiency in the Aging Male）が国際的に広く普及してい
るが、両者ともにLOHの診断感度は高いものの特異度は低く、診断における有用性については否定的な意見が多
い。しかし、EMAS（European Male Ageing Study）グループは、性機能を評価する3つの質問項目（1. erectile 
dysfunction 2. frequency of morning erection 3．frequency of sexual thought）と血中total testosterone

（TT）およびcalculated free testosterone（cFT）との間に相関関係があることを示し、これらの項目をLOHの診
断基準に採用している。自験の研究においても、40～64歳の検診受診男性234名（平均51.8歳）を対象に、AMS
スコアと血中TT、free testosterone （FT）、cFT、bioavailable testosterone（BT）の各値との相関を検討した
結果、筋力低下、性的能力の衰え、早朝勃起の回数の減少、性欲低下の4項目が上記の血中T指標と相関し、この
4項目の総スコアをselective AMS indexとしてさらに検討した結果、TT、cFTおよびcBTと負の相関を認めた。
3次関数的な相関関係よりselective AMS index 9点もしくは10点が、LOHのスクリーニングのカットオフ値と
して考えられた。LOHの病態は原発性および続発性性腺機能低下の両方の要素があるが、少なくともLHの基礎値
の低下はみられないことから、臨床的には原発性優位である。一方、続発性かつ機能的な性腺機能低下の病態を
示す疾患として、中高年層で増加する2型糖尿病や肥満（BMI 30 以上）が挙げられ、LOHの病態を修飾すると考
えられる。この2つの病態では、炎症性サイトカインの生成増加により、肝臓におけるSHBGの生成を抑制し、結
果的に血中TT値の低下を招くことが示唆されている。さらに炎症性サイトカインは、視床下部においてGnRHの
分泌を抑制し、血中FTも低下させる。TTとFTの両者が低下し、かつLHの上昇がみられない場合は、テストステ
ロンの補充療法の前に、2型糖尿病や肥満を含む他の病態が影響していないか考慮する必要がある。現在の保険診
療の範囲ではSHBGの測定はできないため、血中TT、FTおよびLHを測定し、総合的に病態を把握した上での診
断が望まれる。
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小林 　皇　プロフィール

1999年  札幌医科大学医学部卒業
2010年  札幌医科大学大学院医学研究科修了
2012年  札幌医科大学医学部泌尿器科助教
2018年  札幌医科大学医学部泌尿器科講師
現在に至る

LOHセミナー2　「LOHの診断」

LOH2-2 LOHの診断：症状質問紙

小林 　皇
札幌医科大学医学部泌尿器科学講座

中高年男性では、加齢に伴い男性ホルモン（テストステロン）が低下しくることが知られている。このテストステ
ロンの低下は、様々な臨床・生化学的な症状を引き起こす一因となりうる。これらの症状症候群が加齢男性性腺
機能低下症候群（Late-onset hypogonadism; LOH症候群）である。
LOH症候群のスクリーニングとしていくつかの症状・病態があげられている。それは、性欲低下、早朝勃起の減
弱、勃起障害（Erectile dysfunction: ED）、抑うつ、疲労感、認知機能低下、インスリン抵抗性、肥満、メタボリッ
ク症候群、2型糖尿病、筋容量・筋力の低下、骨密度低下と骨粗しょう症、活力（vitality）の低下などである。
LOH症候群の診断では男性ホルモンの低下を確認、それに伴う種々の症状の存在をもってLOH症候群を診断し
ていく。実際の臨床の現場においては症状のスクリーニングに自己記入式の質問紙が広く使用されてきた。しか
しLOH症候群診断における質問紙については感度（sensitivity）は高いものの、特異度（specificity）が低いので診
断においては男性ホルモンの低下を確認するのが不可欠となる。よって、近年はLOH症候群の診断という点でス
クリーニング目的には質問紙の使用は推奨されていない。しかし、特異度は低いものの質問紙は男性ホルモン補
充療法による臨床的効果を監視するのには有用と考えられている。代表的な質問紙にHeinemannらによるAging 
males’ symptoms （AMS）スコアがある。質問紙による症状の確認は、今後の治療における症状の変化を確認す
るにも有用であるので治療前後に評価することが大事である。
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福原 慎一郎　プロフィール

2000年  大阪大学医学部卒業
2007年  大阪大学大学院博士課程
2012年  University of California, San Francisco博士研究員
2014年  大阪大学大学院医学系研究科泌尿器科助教
2018年  大阪大学大学院医学系研究科泌尿器科講師

LOHセミナー2　「LOHの診断」

LOH2-3 LOHの診断基準－新たなLOH診断基準構築の必要性－

福原 慎一郎
大阪大学大学院医学系研究科泌尿器科

2007年に発刊された「LOH症候群診療の手引き」では、わが国のLOH症候群の診断基準は遊離型テストステロン
値8.5 pg/mL未満とされた。そして20歳代の平均値の70％値である11.8 pg/mL未満の症例を男性ホルモン低下
傾向群（LOH症候群のボーダーライン症例）としてARTの対象として考慮することが提案された。当時海外のガ
イドラインではLOH症候群の診断基準として総テストステロン値が採用されていたが、わが国のガイドラインで
遊離テストステロン値が採用されたのは　1．日本人男性の総テストステロン値は加齢による減少が極めて軽度で
あること　2．一方で遊離型テストステロン値は加齢とともに減少すること　3．健康保険の関係で総テストステ
ロンと遊離型テストステロンを同時に測定できないことなどの学術的、社会的理由によるものであった。しかし
ながら遊離型テストステロン値を診断基準として用いることにいくつかの問題が生じてきた。まず本邦では遊離
テストステロンはRIA法で測定されたが、海外ではSHBG（sex hormone binding globulin）を用いて計算された
cFT（calculated free testosterone）が使用された。このため海外と同一基準での議論ができなくなった。このこ
とは学術的に大きな問題となった。さらに2015年にはRIA法による遊離テストステロン測定キットが生産中止と
なり、RIA法での遊離テストステロン測定が困難となった。ELISA法による遊離テストステロン測定は可能であっ
たが、RIA法の測定値とは完全には一致しない。ELISA法での測定値をLOHの診断に使用することの是非が議論
されており、このことは臨床的に大きな問題となった。このように現在、RIA法での遊離テストステロン測定値
をLOHの診断基準として使用することには学術的、臨床的な問題が存在すると言わざるを得ない。これらの問題
点を解決するために新たなLOHの診断基準を構築する必要がある。
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松下 一仁　プロフィール

2001年  北里大学医学部卒業
2001年  北里大学泌尿器科研修医
2004年  東京医科大学泌尿器科助手
2005年  国際医療福祉大学三田病院泌尿器科
2006年  北里大学泌尿器科助手
2008年  東京医科大学泌尿器科助手
2009年  Memorial Sloan-Kettering Cancer center, Urologic Oncology Research Fellow
2012年  聖路加国際病院泌尿器科医幹
2017年  順天堂大学大学院医学研究科博士課程卒業
2019年  順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科准教授

LOHセミナー2　「LOHの診断」

LOH2-4 欧米におけるガイドライン

松下 一仁
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

LOH症候群の診断・治療について、前立腺癌への進展、心血管系イベント、そして治療適応患者の同定が難しい
などと懸念も多く、未だ論争の的になっている。そのような状況にもかかわらず、テストステロン補充療法は増
加しており、最近10年で米国では3倍、欧州では90%、そしてオーストラリアではここ20年で4.5倍の増加が報告
されている。患者や医療従事者にLOH症候群の指針を明確に提供するために、北米や欧州から診断・治療に関す
るガイドラインが出版されている。
International Society for Sexual Medicine （ISSM 2015）
American Urological Association （AUA 2018）
British Society for Sexual Medicine （BSSM 2017）
Canadian Medical Association Journal （CMAJ 2015）
Endocrine Society （ES 2018）
European Association of Urology （EAU 2018）
LOH症候群の定義は全てのガイドラインを通して一貫しており、生化学的所見の異常（テストステロンの低下）と、
それに伴う臨床症状・徴候をいう。LOH症候群の症状は、身体的、心理的、そして性機能を含む。
本セミナーではLOHの診断について欧米のガイドラインを比較する。
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大平 　伸　プロフィール

2008年3月  川崎医科大学医学部卒業
2010年5月  ドイツミュンヘン大学Traveling Fellowship Residency Program
2011年3月  川崎医科大学附属病院臨床研修修了
2011年4月  川崎医科大学泌尿器科学臨床助教
2013年4月  笠岡第一病院泌尿器科医員
2018年3月  川崎医科大学大学院博士課程修了
2018年4月  川崎医科大学泌尿器科学臨床助教
2019年4月  川崎医科大学泌尿器科学講師
現在に至る

LOHセミナー3　「LOHの治療」

LOH3-1 テストステロン補充療法の方法

大平 　伸、永井 　敦
川崎医科大学泌尿器科学

本邦では2007年に「加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症候群）診療の手引き」が発行され、LOH症候群の診療に
広く活用されている。今回、改訂作業を進めるべく作成委員会が立ち上がり、LOH症候群の診断基準や治療適応
などが変更となるほか、LOH症候群に関する蓄積された情報がアップデートされる。LOH症候群の診断基準は、
従来、「遊離テストステロン値≦8.5pg/mL」が用いられてきた。今回の改定により、「総テストステロン値（午前中）
≦300ng/mL」または「症候からLOH症候群が強く疑われるが、総テストステロン値が正常範囲内の場合は遊離テ
ストステロン値≦7.5pg/mL」へと変更され、国際基準と足並みをそろえる形となる。LOH症候群に対する治療は、
従来通り、テストステロンエナント酸エステルを用いた筋肉内投与が一般的である。また、男性ホルモンクリー
ム軟膏製剤なども利用が可能である。テストステロン補充療法の治療適応は、従来、「LOH症状および徴候を有
する40歳以上の男性であり、血中遊離型テストステロンが低下している場合」であったが、改訂により、「LOH症
状および徴候を有する40歳以上の男性」へと変更される。診断基準に含まれる総テストステロン値、遊離テスト
ステロン値などの検査データは適応を判断するうえでの必須項目とはせず、あくまで症候を中心として適応を判
断する必要がある。
本演題では、テストステロン補充療法の方法について、改訂のポイントを踏まえて概説する。
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谷口 久哲　プロフィール

2003年  関西医科大学医学部卒業
2003年  関西医科大学泌尿器科入局
2007年  関西医科大学助教（泌尿器科学講座）
2016年  関西医科大学医学博士
2017年  Memorial Sloan Kettering Cancer Center Sexual and Reproductive program, 
  visiting investigator
2019年  関西医科大学講師（腎泌尿器外科学講座）
現在に至る

LOHセミナー3　「LOHの治療」

LOH3-2 テストステロン補充療法の効果

谷口 久哲1）、松田 公志2）

1）関西医科大学腎泌尿器外科学講座、2）関西医科大学附属病院

テストステロン補充療法（ART）の治療効果判定（エンドポイント）としては骨、筋肉（筋力）/脂肪、代謝、抑うつ、
排尿、性機能、Quality of Life（QOL）が挙げられる。これまで報告されたrandomized control study（RCT）
は論文毎に患者背景、治療の対象となるベースラインのテストステロン値を含む組み入れ対象、使用された男性
ホルモン剤の種類、投与方法、投与期間は様々であり、効果判定の解釈には注意が必要である。また治療効果は
エンドポイントにより異なる。さらに、それぞれのエンドポイントにおけるメタ解析もいくつか報告されている。
これらの報告から現時点におけるLOH患者に対するARTの効果としては、

【骨】
骨代謝をbone mineral density（BMD）を指標とした場合、メタ解析によるBMD増加に効果は認められない。

【筋肉・脂肪】
ARTは筋肉量を増加させ、体脂肪量を減少させる可能性がある。

【代謝】
メタ解析の結果からARTは2型糖尿病患者の血糖コントロールに有効である。

【抑うつ】
ARTがLOH患者のうつ症状の改善に与える効果については更なる検討が必要である。

【性機能】
ARTは国際勃起能スコア（IIEF）で評価した勃起能を改善する。

【排尿】
ARTによる下部尿路症状の悪化は認められない。

【健康関連QOL】
ARTはAMSで評価した健康関連QOLを改善する。
と総括される。本セミナーではこれまでの報告と実臨床におけるわれわれのART症例の現状を踏まえて報告した
いと考えている。
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周東 孝浩　プロフィール

2004年  群馬大学医学部医学科卒業
2004年  群馬大学医学部附属病院研修医
2006年  伊勢崎市民病院泌尿器科医員
2007年  日高病院泌尿器科医員
2008年  公立富岡総合病院泌尿器科医員
2009年  古作クリニック泌尿器科医員
2010年  群馬大学医学部附属病院泌尿器科医員
2011年  群馬大学医学部附属病院泌尿器科助教

LOHセミナー3　「LOHの治療」

LOH3-3 テストステロン補充療法の副作用

周東 孝浩、青木 雅典、大津 　晃、岡 　大祐、宮澤 慶行、新井 誠二、野村 昌史、関根 芳岳、 
小池 秀和、松井 　博、柴田 康博、鈴木 和浩
群馬大学医学部附属病院泌尿器科

LOH症候群に対する治療としてテストステロン補充療法（testosterone replacement therapy, TRT）を選択する
ことが多いが、TRTによる副作用についても十分に注意する必要がある。TRTによる心血管系への影響について
は、明らかな動脈硬化の進行を認めず、また心血管疾患のリスクを低減したとする報告がある一方で、TRT開始
6ヶ月以内で深部静脈血栓症のリスク上昇やTRT開始3ヶ月以内での心血管疾患のリスク上昇についての報告もあ
るが、いずれも長期の観察では有意なリスク上昇を認めなかった。TRTによる心血管系への影響に関しては議論
の余地はあるが、年齢や既往歴、併存症に応じてTRT開始後1年以内は慎重に経過をみる必要がある。
TRTと多血症に関しては、これまでの報告によると年齢、血清テストステロン値、投与量、投与経路により多血
症のリスクが変わってくるため、これらのリスク因子とともに定期的な採血によるモニタリングが重要になる。
TRTによりゴナドトロピンが抑制されることで最終的に精子形成が抑制され、造精機能障害が起こる。健常者に
TRTを行ったところ、95%に無精子症もしくは乏精子症を認めたが、TRT中止後平均196日で精子濃度は回復し
たと報告されている。以前は治療対象者の年齢層が高かったが、最近では比較的若い層にも治療を必要とするこ
とが増えてきており、TRT前に挙児希望の確認とともに造精機能障害について十分な説明が必要と思われる。
肝機能障害については、以前は、経口投与薬により小腸から吸収された薬剤が門脈を経由した肝臓での初回通過
効果により起こるとされていた。しかし現在では筋注もしくは経皮的投与で行われているため、肝機能障害は非
常に稀とされている。
TRTと前立腺癌との関連については、これまでの報告からはTRTと前立腺癌発症の明確なエビデンスはなく、
TRT前の前立腺に対する十分な評価と施行中の適切なモニタリングがより重要であると考えられる。
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片岡 智哉　プロフィール

2009年　　名古屋市立大学薬学部薬学科卒業
2011年　　名古屋市立大学大学院薬学研究科博士前期課程修了
2014年　　名古屋市立大学大学院薬学研究科博士後期課程修了
2014年　　名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学助教
2018年　　名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学講師
現在に至る

LOHセミナー3　「LOHの治療」

LOH3-4 食品機能因子の効果

片岡 智哉1）、木村 和哲1,2）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科臨床薬剤学、2）名古屋市立大学大学院薬学研究科病院薬剤学

食品機能因子によるテストステロン値への効果を明らかにするため、PubMedの検索機能を用い、“testosterone”
と”food”のキーワードで4,188編の論文、“testosterone”と“supplement”キーワードで1,772編の論文（重複を
含む）を得た。これらの論文のうち、食事成分として摂取されるものと健康食品として摂取されるものを引用した。
なお、ヒトを対象とした論文うち、テストステロン値の記載が無かった論文、テストステロン補充（アナボリック
ステロイドを含む）が行われていた論文、および要処方医薬品（漢方薬を含む）に関する論文を除外した。
食事成分として、三大栄養素であるタンパク質や炭水化物自体ではテストステロン値に影響を及ぼさないという
報告がみられる。しかし、運動と組み合わせて炭水化物やアミノ酸を摂取することでテストステロン値の増加が
報告されている。一方、脂質に関しては、脂質を多く含む食事の摂取が肥満の原因となり、肥満が進行するとテ
ストステロン値が低下することは広く知られている。これに対し、地中海式食事で使用されるオリーブオイルや
アラガンオイルという不飽和脂肪酸を多く含む食事でテストステロン値の上昇が観察されている。食事に含まれ
る亜鉛や、セレン、ホウ素、マグネシウム、マンガンといったミネラル成分は不足することでテストステロン値
の低下が観察されている。そのため、食事制限などによる摂取不足の場合はサプリメント等で摂取することが必
要となる場合がある。しかし、これらのミネラル成分は過剰摂取によってもテストステロン値の低下がみられる
場合があるため、適正量の摂取が必要である。
健康食品として摂取される食品機能因子として、テストステロン値に影響を与えた成分が13種類検出された。こ
れらの成分のうち、meta-analysisにより有効性が見られたものはフェヌグリークのみであった。その他の成分
に関しては、テストステロンの増加が報告されているものも散見されるが、摂取してもテストステロン値に影響
を及ぼさなかったと報告されているものも見られた。また、その効果が動物実験によるものだけと限定的なもの
がほとんどであった。そのため、健康食品によるテストステロン値への効果は、有効性の根拠が低いものが多く、
大規模な調査研究が必要であると考えられる。
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佐々木 春明　プロフィール

昭和61年 3月  昭和大学医学部卒業
昭和61年 6月  昭和大学藤が丘病院泌尿器科入局
平成  2年 4月  昭和大学藤が丘病院泌尿器科助手
平成  5年 4月  淵野辺総合病院泌尿器科医長
平成  6年 4月  昭和大学藤が丘病院泌尿器科助手
平成11年 4月  昭和大学藤が丘病院泌尿器科講師
平成13年 4月  昭和大学横浜市北部病院泌尿器科講師
平成15年 5月  昭和大学横浜市北部病院泌尿器科助教授
平成18年 7月  昭和大学藤が丘病院泌尿器科助教授
平成19年 4月  昭和大学藤が丘病院泌尿器科准教授（組織改編による）
平成20年 5月  昭和大学藤が丘病院泌尿器科医長
平成24年 6月  昭和大学医学部泌尿器科学講座教授
平成25年4月～令和3年3月 
   昭和大学藤が丘病院副院長（兼任）

LOHセミナー4　「LOHに関連する疾患」

LOH4-1 LOH症候群に関連する疾患：勃起障害

佐々木 春明1）、小串 佑太1）、新倉 彩菜1）、太田 朋花1）、一村 侑樹1）、谷藤 　暁1）、山岸 元基1）、 
今村 雄一郎1）、下山 英明1）、太田 道也1）、石川 公庸2）、橋本 　湧3）、黒川 一平4）、林 圭一郎4）、 
杉下 裕勇5）、押野見 和彦6）、森田 　順6）、七条 武志6）、深貝 隆志6）

1）昭和大学藤が丘病院泌尿器科、2）横浜新緑総合病院、3）菊名記念病院、4）昭和大学横浜市北部病院、 
5）山梨赤十字病院、6）昭和大学医学部

中高年の勃起障害（ED）は動脈硬化性疾患の合併と密接な関係がある。糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習
慣病について、ED診療ガイドラインではリスクファクターとして記載されている。これらの疾患では血管内皮障
害を来すため、血管内皮からのNOが減少することによるEDが合併すると考えられている。
問診では、現在使用している薬剤を必ず確認することが重要である。合併症の確認にもなるが、治療として経口
勃起障害治療薬を投与する際に、禁忌となる薬剤があるかどうかを確認する必要がある。また、薬剤性EDの可能
性を否定することも必要である。
勃起状態を把握するために質問票は有用である。国際勃起機能スコア（IIEF）、および、その5項目に限定した
IIEF-5やSHIM（Sexual Health Inventory for Men）がある。
また、性交の有無にかかわらず、勃起時の陰茎硬度のみに限定した勃起の硬さスケール日本語版EHS（Erection 
Hardness Score）もあり、性交がない場合でも参考となる。
臨床検査として、テストステロン値のほかに、生活習慣病に関連した随時血糖や脂質プロファイルは動脈硬化性
変化を推定する一助になる。
特殊検査として、夜間陰茎勃起現象（NPT）の測定やプロスタグランジンE1（PGE1）の陰茎海綿体注射（ICI 
Test）、カラードプラ検査がある。
ED治療の第1選択はPDE5阻害薬である。PDE5阻害薬を処方する際には、併用禁忌薬に注意する必要がある。特
に循環器領域で広く用いられている硝酸剤はNOドナーであり、血圧の急激な低下を来すので注意が必要である。
低テストステロンが原因の場合は、アンドロゲン補充療法が行われる。PDE5阻害薬での効果が不十分な症例では、
アンドロゲン補充療法との併用も考慮される。
第2選択治療法として、陰圧式勃起補助具（VCD）と陰茎海綿体内注射がある。第3選択治療法は陰茎プロステー
シスである。
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田邉 真紀人　プロフィール

1998年  九州大学医学部卒業 九州大学医学部第三内科入局
1998年  九州大学医学部附属病院
1999年  国立病院九州医療センター
2000年  九州大学大学院医学系学府病態制御内科学入学
2002年  同　中途退学
2002年  国立小倉病院（現・国立病院機構小倉医療センター）内科医師
2009年  同　内科医長
2013年  福岡大学病院内分泌・糖尿病内科助教
2016年  同　講師
2020年  同　准教授
現在に至る

LOHセミナー4　「LOHに関連する疾患」

LOH4-2 LOHとメタボリックシンドローム

田邉 真紀人1）、柳瀬 敏彦2）、川浪 大治1）

1）福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科、2）誠和会牟田病院

メタボリックシンドロームは肥満、特に内臓脂肪型肥満やインスリン抵抗性を背景に高血圧、糖代謝異常、脂質
代謝異常といった危険因子が重積して心血管疾患発症のリスクが高まった状態である。疫学的にも肥満は中高年
男性に多く、中高年男性の肥満をLOHの視点で捉えることは臨床的に重要と考えられる。肥満・メタボリックシ
ンドロームとテストステロン低下との関連は双方向性である。すなわち低テストステロン状態では幹細胞から脂
肪細胞への分化が進み、また脂肪細胞へのトリグリセリドの蓄積も亢進する。いっぽう肥満者の脂肪組織におけ
る軽度の炎症は炎症性サイトカインなどの因子を介して視床下部－下垂体－精巣系を抑制することが示されてい
る。また高脂肪食による腸内細菌叢の変化や肥満に合併しやすい睡眠時無呼吸症候群もテストステロン低下をき
たすことが報告されている。テストステロン低下とメタボリックシンドロームの相関は臨床的にも多数報告され
ているが、健診を受診した中高年男性について検討した自験例では各種テストステロン指標のうち総テストステ
ロンが最も関連が強かった。肥満による視床下部－下垂体－精巣系の抑制は可逆的と考えられており、実際生活
習慣の改善、体重を減少させうる薬物療法、減量・代謝改善手術といった様々な手法による減量により血中テス
トステロンが改善することが示されている。またLOHに対して行われるテストステロン補充療法は体重を減少さ
せ、肥満に伴う合併症の改善も期待できる。脂肪組織に対する直接作用のほかに筋肉量を維持し、また心理面へ
の好影響から身体活動量を増加させることが寄与している。肥満・メタボリックシンドロームの治療の意義は危
険因子を改善させ心血管疾患の発症を予防することにある。しかしテストステロン補充療法により心血管疾患の
発症が抑制できるかについては相反する報告があり、どのような症例で補充療法のメリットを享受できるかが議
論となっている。現状では米国内分泌学会のガイドラインにおいてもントロールされていない心不全、6か月以内
の心筋梗塞・脳卒中、血栓形成傾向の状態では補充療法を推奨していないとしている。
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邵　 仁哲　プロフィール

1991年  京都府立医科大学卒業
1993年  東京工業大学助手（精密工学研究所）
1995年  国立滋賀(旧八日市）病院泌尿器科医長
1998年  京都府立医科大学助手（泌尿器科）
2003年  京都府立医科大学大学院医学研究科泌尿器機能再生外科学助手
2007年  京都府立医科大学大学院医学研究科泌尿器外科学助教
2010年  京都府立医科大学大学院医学研究科泌尿器外科学学内講師
2013年  明治国際医療大学泌尿器科学教授
2016年  京都第二赤十字病院泌尿器科部長
現在に至る。

LOHセミナー4　「LOHに関連する疾患」

LOH4-3 LOHに関連する疾患：骨粗鬆症

邵　 仁哲1）、鳴川 　司2）、針貝 俊治2）、兼光 紀幸3）、落合 　厚4）、藤原 光文5）、浮村 　理2）

1）京都第二赤十字病院泌尿器科、2）京都府立医科大学泌尿器科、3）洛和会丸太町病院泌尿器科、 
4）松下記念病院泌尿器科、5）藤原泌尿器科医院

男性の骨粗鬆症は、女性の閉経に伴うエストロゲンの急激な減少による原発性骨粗鬆症ではなく、腎不全などの
基礎疾患が原因となる二次的なものであることが多い。その続発性骨粗鬆症の中で、性腺機能低下は最も重要な
危険因子の1つであり、高齢男性の骨粗鬆症による骨折は、女性と比較してより高い罹患率および死亡率を示して
いる。
アンドロゲンの骨に対する作用はアンドロゲン自体によるものと、アロマターゼによりエストロゲンに転換され
て作用するものの両者があり、アンドロゲンの中でテストステロンは骨に対して、ヒト間葉系幹細胞、骨芽細胞、
骨細胞に直接的に作用して骨形成に影響を与えると考えられている。
骨に対するアンドロゲンの間接的な影響としては、筋肉量はテストステロン量に依存しているので、テストステ
ロンの低下はサルコペニアをきたし、それによる姿勢の不安定さが骨喪失を促進し、骨粗鬆症や転倒による骨折
のリスクを増加させると報告されている。
エストロゲンは、抗アポトーシス効果を通じて骨芽細胞による骨形成を促進/維持し、それらの分化を刺激する。
男性の骨量の経時的変化は、成人期に骨量のピークを達成した後、骨量はほぼ変化せず、50歳以降に徐々に減少
し始め、70歳頃から有意な骨損失が始まるとされる。
テストステロン補充療法の骨密度増加に対する有効性は、ベースラインでの血中テストステロン値の重症度に比
例し、ベースラインでの血中テストステロン値が非常に低い男性では有効性が高いと予想される。
アンドロゲン補充療法は、骨密度を増加させる可能性は示唆されているが、現状では骨粗鬆症の治療薬としての
適応はなく、骨粗鬆症に対する単独の治療薬として用いることはできない。
LOH症候群患者で他の症状を合併している場合は、アンドロゲン補充療法を行いながら、骨粗鬆症の治療が必要
な場合は、男性の骨粗鬆症の治療ガイドラインと専門家のアドバイスに従って、骨粗鬆症治療を並行して行うの
が良い。
適度な身体活動は、筋肉量を増加させ、身体活動中の筋肉収縮による機械的負荷を通じて骨に同化作用を発揮す
ることによって、テストステロンと相乗的に作用することが報告されている。
適度な身体運動は短時間で血中テストステロン値を増加させることができ、また適度な身体活動は筋力と骨を増
強される効果があり、高齢患者の転倒を予防するのにも有効である。





漢方教育セミナー
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松本 成史　プロフィール

1994年  近畿大学医学部医学科卒業
1994年～ 近畿大学医学部附属病院、大阪府立母子保健総合医療センター、大阪逓信病院、近畿大学

医学部堺病院、等の泌尿器科にて研修
2001年  Research Fellow; Div. of Urology, Albany Medical College & Div. of Basic and 

Pharmaceutical Sciences, Albany College of Pharmacy, Albany, NY, USA
2003年  近畿大学医学部泌尿器科学教室医学部講師
2010年  旭川医科大学医学部腎泌尿器外科学講座講師
2016年  旭川医科大学病院臨床研究支援センター副センター長・准教授
2018年  旭川医科大学教育研究推進センターセンター・教授
2020年  旭川医科大学副学長
  （兼任）病院臨床研究支援センターセンター長、知的財産センターセンター長、インスティ

テューショナル・リサーチ室室長

漢方教育セミナー　「男のための漢方治療」

KS-1 男の“虚”を埋める漢方治療

松本 成史
旭川医科大学教育研究推進センター

漢方では、独自の理論に基づいて体質を診る“ものさし”があり、その一つとして「証（しょう）」の概念があります。
「証」とは、分かりやすくいうと、「その人の状態（体質・体力・抵抗力・症状の現れ方などの個人差）」を表現する
ものです。また、その分け方には「実（じつ）」や「虚（きょ）」があります。体力や抵抗力が充実している人を「実証（じっ
しょう）」、体力がなく、弱々しい人を「虚証（きょしょう）」と言います。「虚証」の人を治療する場合には、それを
補う薬「補剤」を用いますが、何が“虚”しているかによって処方する漢方薬が変わってきます。そこで、「気・血・
水」や「五臓」の概念を組み合わせることによって漢方治療の選択が行いやすくなります。
漢方の世界では、私たちの体は「気・血・水」の3つの要素が体内をうまく巡ることによって、健康が維持されており、
これら「気・血・水」が不足したり、滞ったり、偏ったりしたときに、不調や病気、障害が起きてくると考えられ
ています。一方「腎」とは、成長・発育・生殖に関する働きを生涯にわたって支える重要な臓器で生命力の元にな
ります。「腎」は、性機能や排卵・月経などの生殖機能と関係性が強いほか、骨の発育や維持、歯・髪などとも深
く関わっており、やがて「腎」の勢いの衰えとともに老年期に移行していきます。
今回は、「気」と「血」、そして五臓の一つである「腎」のそれぞれの“虚”している病態について、どのように漢方治
療を役立てていくかを講じたい。

【参考】
・気虚の病態（症状）：疲れやすい・気力がない・食欲不振・体がだるい、等
・血虚の病態（症状）：貧血・皮膚枯燥・食欲不振・爪が脆い、等
・腎虚の病態（症状）：下半身機能低下・排尿障害・掻痒感・頻尿、等
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天野 俊康　プロフィール

1982年  金沢大学医学部卒業
1985年～1987年
  米国マサチューセッツ総合病院・泌尿器科留学
1991年  金沢大学医学部助手
1995年  金沢大学医学部講師
1996年  長野赤十字病院第一泌尿器科副部長
1998年  長野赤十字病院第二泌尿器科部長
2014年  長野長野赤十字病院第一泌尿器科部長

漢方教育セミナー　「男のための漢方治療」

KS-2 男性更年期障害に対する漢方薬治療～最近の臨床経験から～

天野 俊康
長野赤十字病院泌尿器科

【はじめに】加齢男性性腺機能低下（LOH）症候群は、「加齢によるアンドロゲンの緩徐な低下に伴う症状を呈する
状態」とされる。一方、男性更年期障害は、の時期に1. 精神・心理症状、2. 身体症状、3. 性機能関連症状、といっ
た特徴的な症状を呈する状態とされる。従って、LOH症候群に対する治療の原則は男性ホルモン補充療法となる
が、男性更年期障害の治療は男性ホルモン補充療法のみではなく、症状の改善を目指した対応が必要となる。

【更年期障害と漢方薬治療】女性更年期障害の有力な治療法として漢方薬が行われ、特に当帰芍薬散、加味逍遥散、
桂枝茯苓丸は、その三大治療薬として広く用いられている。漢方薬の作用は偏りを修正して中庸に戻すことであり、
更年期障害の様々な症状改善に適しているといえる。更年期障害は、性ホルモンの低下の関与が大きく、その根
本的な発症メカニズムは男女とも共通であると考え、当科でもこれらの漢方薬を積極的に使用してきた。

【当科における漢方薬の選択】当科において男性更年期障害に対して使用している主な漢方薬とその選択基準を列
挙する。当帰芍薬散：筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく腰脚の冷えやすい虚証。加味逍遥散：体質虚弱、肩こり、
疲れやすく、精神不安などを訴える精神中間証。桂枝茯苓丸：体格はしっかりしていて赤ら顔がおおく、腹部は
大体充実、下腹部に抵抗のある実証。八味地黄丸：疲労、倦怠感著しく、頻尿、陰萎のある虚証。補中益気湯：
消化機能が衰え、四肢倦怠感著しい虚証。柴胡加竜骨牡蠣湯：比較的体力のある不眠、いらだち、陰萎のある実
証～中間証。2018年より、当県社会保険診療報酬審査委員会からの連絡を受け、加味逍遥散から変更した柴胡桂
枝乾姜湯：体力弱く冷え性、神経過敏、更年期障害、不眠症のある中間～虚証。

【漢方薬の治療成績】当科に男性更年期障害として受診した661名（54.2±10.6歳、遊離型テストステロン7.6±
2.9pg/mL）のうち、漢方薬治療の効果判定可能であった439名中、著効167名（38.0％）、有効150名（34.2％）、
無効122名（27.8％）であり、重篤な副作用は認められなかった。さらに最近使用数が増加した柴胡桂枝乾姜湯の
54名において、著効20名（37.0％）、有効27名（50.0％）、無効7名（13.0％）と良好な結果であった。

【まとめ】男性更年期障害に対して、漢方薬治療は有効な治療法の一つであり、実臨床で積極的な活用が勧められる。



ランチョンセミナー
イブニングセミナー
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永田 政義　プロフィール

2000年3月  東京大学医学部医学科卒業
2000年5月  東京大学附属病院泌尿器科医員（研修医）
2001年～2006年
  関連病院で泌尿器科臨床に従事
2006年4月～2010年3月
  東京大学大学院医学系研究科外科学専攻博士課程
  東京大学医科学研究所人癌病因遺伝子分野にて、がん抑制遺伝子の研究
2010年4月  東京大学附属病院泌尿器科助教
2013年3月  国立国際医療研究センター泌尿器科医長
2015年7月～ 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学准教授
現在に至る

ランチョンセミナー1　「「M0CRPCにおける治療戦略」/「mCSPCにおける治療戦略」」

LS1-1 進行前立腺がんの薬物治療 update 
 －Metastatic hormone-sensitive prostate cancer（mHSPC）

に対するupfront治療への変遷－ 

永田 政義、堀江 重郎
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

近年前立腺がんへの薬物治療は、さまざまな新薬が次々に登場しめざましく変遷してきた。またそれぞれの薬物
の適応も、去勢抵抗性（CRPC）やホルモン感受性（HSPC）、転移性（m）や非転移性（m0）など、薬物適応も細か
く分かれ複雑化してきている。
1941年のHugginsらの報告以来、前立腺がんへのホルモン療法（内分泌治療）が臨床実用され、LH-RHアゴニス
トのリュープロレリンが1992年に、ゴセレリンが2000年に本邦で発売され、内科的去勢が可能になり、LH-RH
アンタゴニストであるデガレリクスも2012年に発売された。またLabrieらが、内科的去勢のみでは不十分で、抗
アンドロゲン剤との併用が良いことを提唱し、本邦でも複合アンドロゲン遮断療法（CAB療法）が広く使用されて
いた。
近年になって、新規アンドロゲン受容体標的薬（androgenreceptor-axis-targeted（ARAT）agent）や新規タキサ
ン化学療法などの開発、そしてそれぞれの大規模無作為化臨床試験の結果により、進行転移性前立腺がんに対す
る治療法が2014年頃より大きく変わってきた。
まず初めにmCRPCに対して、より強力な内分泌療法であるARAT剤やカバジタキセル化学療法が保険収載され、
薬物治療の選択肢とその使用シークエンスが多岐に渡るようになった。さらに、mCRPCの骨転移巣を対象とし
た放射線注射薬剤ラジウム-223治療やBRCA遺伝子変異を有するmCRPCへのPARP阻害薬オラパリブも使用可
能となっている。しかし一度mCRPCとなった患者の予後は良好とは言えず、診断時に転移がんであれば、いか
にCRPCになるまでの期間を延長するかということが、全生存率延長に重要であるという考え方が広く普及して
きた。例えば、CRPCに適応であったARAT剤であるCYP17阻害薬アビラテロンに関して、ホルモン未治療ハイ
リスクmHSPCに対してupfrontに使用した場合の有効性が2017年に示され、本邦でもmHSPCへの使用が可能と
なっている。これを始めとしてmHSPCに対してupfrontでのARAT剤の使用が世界でも推奨され、我が国でも次々
に適応拡大を得た。
本講演では、ハイリスクmHSPCを対象としたアビラテロンの有効性を示したLATITUDE試験、リスクに関わら
ずmHSPCへのアパルタミドの有効性を示したTITAN試験など、upfrontで新規AR剤を使用した諸試験の詳細を
紹介し、転移性前立腺がんに対する初回治療の意義を再考する。それによって進行前立腺がんへの薬物治療の実
臨床にとって有用な内容としたい。
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坂本 信一　プロフィール

1999年  千葉大学医学部卒業
2000年  千葉大学泌尿器科学教室入局
2000年  東京厚生年金病院泌尿器科
2002年  杏林大学医学部薬理学教室共同研究員（遠藤仁教授・金井好克教授）
2004年  千葉大学医学部附属病院泌尿器科
2005年  千葉大学医学部大学院卒業（医学博士号取得）
2006年  ケンタッキー大学泌尿器科研究室（ポストドクトラルフェロー：Natasha Kyprianou教授）
2009年  千葉大学医学部附属病院泌尿器科助教
2018年  千葉大学医学部付属病院泌尿器科講師
現在に至る

ランチョンセミナー1　「「M0CRPCにおける治療戦略」/「mCSPCにおける治療戦略」」

LS1-2 血清テストステロン値と骨転移数からみたmCSPCにおける
治療戦略

坂本 信一、市川 智彦
千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学

転移性去勢感受性前立腺がん（mCSPC）において、CHAARTED、LATTITUDEのハイリスク・ハイボリュー
ム分類から始まり、ARCHES、ENZAMET、TITAN試験では、リスク分類を使用しないすべての症例に対する
Upfrontの新規AR阻害剤の予後延長効果性も報告されつつある。一方、アジア人におけるビカルタミドを含めた
ヴィンテージホルモン療法の有効性も示唆される中、本邦の至適症例における議論も存在する。その中で、1．本
邦のｍCSPCに対するリスク分類　2．新規AR剤とドセタキセルの使い分けの二点について検討した。
1．本邦のリスク分類については、骨転移数からみたハイリスクの定義について検討した。当院におけるヴィンテー
ジホルモン療法を行ったde novo mCSPC症例において、骨転移数毎の予後を解析した結果、骨転移10で大きく
予後（全生存期間：OS）が分かれることが明らかとなった。また、骨転移数10以下の症例においても、遠隔リン
パ節転移を有する症例のOSが不良であった。以上から、骨転移数≧10 ± 遠隔リンパ節転移を有する症例がヴィ
ンテージホルモン療法予後不良群（ハイリスク）であり、Upfront新規AR剤の必要性が示唆された。
2．新規AR剤とドセタキセルの使い分けについては、当科では、以前から血清テストステロン値と新規AR剤の
治療効果について解析をしてきた。その中で、転移性去勢抵抗性前立腺がんにおいて、血清テストステロン値が
13ng/dL（中央値）を超える症例は、エンザルタミドとアビラテロンの治療効果（無増悪生存期間：PFS）が優れて
いた。一方、ドセタキセル症例においては、血清テストステロン値が13ng/dLより低い症例において、PFSと全
生存期間：OSの延長効果をみとめた。更には、血清テストステロン値が13ng/dLより低い症例においては、カバ
ジタキセルを含めた逐次療法のメリットを認めた。
以上から、骨転移数（10）、遠隔リンパ節転移、血清テストステロン値（13ng/dL）を参考に、ｍCSPCのヴィンテー
ジ薬、新規AR剤、化学療法を含めた治療選択構築の可能性が示唆された。
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三好 康秀　プロフィール

1993年  高知医科大学卒業
2001年  横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿器科助手
2002年  横浜市立大学泌尿器科助手
2008年  横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿器・腎移植科助教
2009年  横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿器・腎移植科准教授
現在に至る

ランチョンセミナー2　

LS2 転移性未治療前立腺癌の治療戦略

三好 康秀
横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿器腎移植科

こ れ ま で の 転 移 性 未 治 療 前 立 腺 癌（mHNPC）の 標 準 治 療 は ア ン ド ロ ゲ ン 除 去 治 療（ADT）ま た は
ADT+bicalutamideによる治療であったが、近年、数多くの全生存期間（OS）延長エビデンスを示す治療法が
登場してきている。LATITUDE trialではハイリスクmHNPC症例においてアビラテロンをADTに追加する
アップフロント・アビラテロン治療がADTと比較して有意にOSを延長することが示された。この結果を基に
アビラテロンはハイリスクmHNPCに対し本邦で2018年に適応追加承認を受けた。これを皮切りに、2020年
にはENZAMETおよびARCHES trialの結果を基にエンザルタミド、TITAN試験の結果を基にアパルタミドが
mHNPCに対する適応追加承認を受けた。アップフロント・エンザルタミドはリスクに関わらずmHNPC全症例
で標準治療と比較してOS延長を示しており、アップフロント・アパルタミド治療はリスクに関わらず骨転移のあ
るmHNPC全症例で標準治療と比較してOS延長を示している。
さらに、STAMPEDE trial arm Hの結果、腫瘍量の少ないlow-volume diseaseでは標準治療に外照射を追加す
ることで標準治療と比較して有意にOSを改善することが示され、これもmHNPCの標準治療となっている。本
邦では2021年5月現在承認を受けていないが、CHAARTED trialの結果を基にアップフロント・ドセタキセルも
ADTと比較してOSの改善が報告されている。
このように、元々去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）の治療薬であったアビラテロン、エンザルタミド、アパルタミド、
ドセタキセル（ドセタキセルは本邦未承認）をADTに追加するアップフロント治療は現在ではmHNPCの標準治療
となっている。本講演では最近のmHNPCの治療戦略について概説したい。
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佐井 雄一　プロフィール

1980年3月  杏林大学医学部卒業
1984年3月  名古屋大学医学部大学院医学研究科修了
1984年4月  名古屋大学医学部泌尿器科助手
1984年7月  市立四日市病院泌尿器科医員
1987年4月  豊田会刈谷総合病院泌尿器科医長
  同時期より名古屋市中村区のサイ皮膚泌尿器科で皮膚科を診療
2001年7月  佐井泌尿器科・皮フ科クリニックを開院
現在に至る

ランチョンセミナー3　「レーザー＆磁気治療最前線 FotonaSmooth®レーザー及び高強度テスラ磁気刺激“HITS™”療法による最新メンズヘルス治療～男性尿失禁・ED・AGA～」

LS3-1 高強度テスラ磁気刺激（HITS™）療法およびロングパルス
Er: YAGレーザーによるメンズヘルス治療

佐井 雄一
佐井泌尿器科・皮フ科クリニック

男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドラインでは行動療法である磁気刺激療法が男性のみの下部尿路症状
に対しての有効性の根拠は十分といえないと記載されている。
これは磁気刺激による電気的刺激を利用した治療法で、陰部神経や骨盤底筋群に作用することにより，過活動膀
胱や腹圧性尿失禁に効果があると考えられている。ただし報告の大多数は女性が対象で，男性のみでどの程度有
効かは明らかにはなっていない。

高強度テスラ磁気刺激（HITS™）療法は既存の磁気刺激療法の5倍の出力があり、座面下と背面に2つの電磁コイ
ルを内蔵した椅子型の機械で、着衣のまま30分間座っているだけで骨盤底神経（主に仙骨神経と陰部神経）を刺激
し、筋収縮と神経変調により下部尿路症状を治療する。
また四肢体幹に使用可能なアプリケータを装備しており、30分で腹筋運動2万回の効果が出ることからメタボリッ
クシンドローム、サルコペニアやフレイルの予防にも応用可能となっている。

ロングパルスEr: YAGレーザーは従来のEr: YAGレーザーとは異なり、照射面を蒸散することなく治療可能で、
口腔内や下眼瞼の粘膜面に照射することで鼻唇溝やマリオネットラインおよび下眼瞼のたるみを治療できる。
今回、高強度テスラ磁気刺激（HITS™）療法およびロングパルスEr: YAGレーザーを用いた当院のメンズヘルス治
療を報告する。
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千田 基宏　プロフィール

1998年  藤田保健衛生大学（現藤田医科大学）卒業
  江南厚生病院（現江南厚生病院）研修医
2000年  名古屋第一赤十字病院泌尿器科勤務
2001年  名古屋大学泌尿器科大学院入学
2005年  同上　卒業
  中部労災病院泌尿器科勤務（小谷俊一先生に従事）
2011年  千田クリニック副院長
2015年  同上　院長

ランチョンセミナー3　「レーザー＆磁気治療最前線 FotonaSmooth®レーザー及び高強度テスラ磁気刺激“HITS™”療法による最新メンズヘルス治療～男性尿失禁・ED・AGA～」

LS3-2 FOTONAレーザーを単独で行ったED治療の経験

千田 基宏
千田クリニック

EDガイドライン第3版には、ED治療にPDE5阻害剤、陰圧式勃起補助具、プロスタグランジンE1海綿体注射、プ
ロステーシス挿入術が挙げられている。
しかしPDE5阻害剤以外はいずれも侵襲的で現実的には選択しにくい。
そこで、PDE5阻害剤が効果不十分な場合かつ血管性EDの場合に有効な可能性があるということで低強度衝撃波
治療が追加された。

その低強度衝撃波治療を施術しているが、3～4割程度で効果不十分な症例があり、更なる安全かつ有効な方法は
ないかと模索していた。

そこで、FOTONAレーザー照射治療を2018年度のメンズヘルス学会で拝見し、EDにも応用できることを知っ
た。2019年11月よりFOTONAレーザーを使用した症例の経験を昨年のメンズヘルス学会にて報告させていただ
いた。その際には、主に低強度衝撃波治療を行った後の効果不十分例に対してFOTONAレーザー照射を追加し
た内容だった。

その後、数は多くないがデータを取得できたFOTONAレーザー照射単独治療を初回から行った8例と直近で低強
度衝撃波単独治療を行った20例とを比較検討した。
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山口 雷藏　プロフィール

学　歴
S63年  産業医科大学医学部卒業
H5年  産業医科大学大学院医学研究科入学
H9年  産業医科大学大学院医学研究科卒業
職　歴
H1年  産業医科大学病院泌尿器科
H9年  国立がんセンター中央病院泌尿器科
H12年  福島労災病院泌尿器科部長
H14年  県立静岡がんセンター泌尿器科医長
H22年  帝京大学医学部泌尿器科学講座准教授
H25年  帝京大学医学部泌尿器科学講座病院教授
H29年  神戸大学大学院医学研究科外科学講座特命教授
  神戸大学医学部附属国際がん医療研究センター副センター長
現在に至る

（所属学会）日本泌尿器科学会、日本癌学会、日本泌尿器内視鏡学会、日本泌尿器腫瘍学会、EAU、AUA
（専門）泌尿器悪性腫瘍、ロボット手術

ランチョンセミナー4　「Hinotori™ と遠隔手術」

LS4 国産手術支援ロボット「hinotori™ サージカルロボットシステム」
の過去、現在、未来

山口 雷藏
神戸大学大学院医学研究科外科学講座国際がん医療・研究推進学分野

日本の医療に関する市場は圧倒的輸入超過であり、医療費の増大と相まってその改善は国の願うところである。そ
の中で市場規模が大きく成長率も高い治療機器領域において、近年普及著しい手術支援ロボットも米国による一社
独占状態が続いてきた。しかし日本は世界屈指の「ロボット大国」として知られおり、産業用ロボットの分野では、
世界シェアの半分以上を日本が占めている。このような背景から、ロボット大国である日本の開発力をもとにした、
国産の手術支援ロボットの誕生が期待されていた。
産業用ロボット開発で50年以上の実績を持つ川崎重工と、臨床検査機器・試薬開発で50年以上の実績を持つシス
メックスが、その地場である神戸において合弁会社を作り、神戸大学の協力のもとその開発を本格的にスタートさ
せたのは2015年のことであった。手術支援ロボットに関する主要な特許が切れる2020年を目指して、各国が自国
での手術支援ロボット開発にしのぎを削るなか、日本が最初に同じコンセプトで臨床において競合できる「hinotori™ 
サージカルロボットシステム」の開発に成功したのは、このような背景がもとになっている。2020年8月国産初の懸
架型4本アームの手術支援ロボットが厚生労働省より製造販売承認を受け、12月より臨床応用が開始された。
保険適用については現在泌尿器科領域のみの承認であるが、2021年度中に婦人科、上下部消化器外科への、そして
さらにその後の診療科拡大に向けた活動を継続している。
サポート体制についてはスタッフによる直接サポートとともに、サポートセンターからネットワークを通してロボッ
トの状態を確認できるネットワークサポートシステムを備えている。
今後の展望については、技術面ではロボット手術台との連動、モデュラーシステムや各種PDDを実装したカメラシ
ステムの開発、術前画像データを用いたナビゲーションツールの開発などを進めている。さらに5Gネットワークを
使った遠隔手術指導、遠隔手術、そして手術ロボットが生み出す様々なデータのビッグデータベース化を進めAI解
析を行うことで部分的自動手術など進化していく手術ロボットを目指している。
本講演においては、まず開発の経緯について触れ、そのシステムの特徴をお示したうえで、今後の展望について述
べる予定である。
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重原 一慶　プロフィール

2003年  金沢大学医学部医学科卒業
2010年  金沢大学大学院医学系研究科卒業
2011年  石川県立中央病院泌尿器科医長
2016年  金沢大学附属病院泌尿器科助教
2018年  金沢大学医薬保健学総合研究科泌尿器科講師
現在に至る

イブニングセミナー1　「夜間頻尿update」

ES1-1 テストステロンと夜間頻尿

重原 一慶、溝上 　敦
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科泌尿器集学的治療学

高齢化社会を迎えている現在において、テストステロン低下に伴う諸症状はLate-onset hypogonadism（LOH）
症候群として注目されるようになり、テストステロン補充療法（TRT）は、高齢男性におけるメタボリック症候群、
耐糖能低下、骨粗鬆症、認知症を予防し、Quality of life（QOL）を維持させるための1つ手段として期待されている。
一方、その頃から前立腺が腫大してくることも知られており、前立腺肥大に伴うlower urinary tract symptoms

（LUTS）も、LOH症候群と同様に高齢者のQOLを低下し得る病態である。近年、LUTSはテストステロン低下と
深く関連していることが知られるようになり、LUTSを合併したLOH症候群患者に対するTRTは、排尿症状を改
善することが分かってきた。特に夜間頻尿は、睡眠不足や日中の過度の眠気を引き起こし、活力・メンタルヘル
スを悪化させるとともに、日中の活動性の低下や転倒・骨折のリスクを増加させる。
テストステロン分泌は「睡眠」と深く関連しており、睡眠障害は日中のテストステロン分泌を低下させる。逆にテ
ストステロン低下は、LUTSや睡眠の質を悪化させ、夜間頻尿を悪化させることが報告されている。すなわち、
夜間頻尿のある性腺機能低下症の男性では、テストステロンの欠乏が夜間頻尿の発症につながり、夜間頻尿がテ
ストステロンレベルの低下につながるといった負のフィードバックサイクルが発生している可能性が考えられる。
夜間頻尿は、夜間の飲水制限とともに、α1遮断薬・抗コリン薬・デスモプレシン等で治療されることが多いが、
なかなか改善せずに治療に難渋する症例も少なくない。前述した通りテストステロン減少とLUTS/夜間頻尿は互
いに深く関連している可能性があり、夜間頻尿を持ったLOH症候群患者に対してTRTが治療オプションの1つと
なり得るかについては興味深い課題である。
本セッションでは、テストステロンと夜間頻尿との関連について考察し、LOH症候群患者に対するTRTにおける
夜間頻尿に対する効果についての知見を提示したい。
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大石 　充　プロフィール

1990年  大阪大学医学部卒業
1991年  桜橋渡辺病院循環器内科
1995年  大阪大学老年医学（第4内科）
1997年  豪州ハワード・フローリー研究所（2年間）
2009年  大阪大学老年・腎臓内科学講師
2013年  鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学教授
2019年  鹿児島大学大学院心血管病予防分析学（寄付）教授（兼任）

イブニングセミナー1　「夜間頻尿update」

ES1-2 循環器内科医から見た夜間頻尿

大石 　充
鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学

夜間頻尿は特に高齢者にとってQOLを大きく損ねる病態であり、泌尿器科医が排尿日誌やIPSSなどで評価をしな
がら診療にあたっている疾患群である。一方で、高齢化社会の到来によって爆発的に罹患患者数が増えている心
不全の症状の一つとして夜間頻尿が知られていることから、我々循環器内科医も夜間頻尿を訴える患者さんには
良く遭遇する。心不全の夜間頻尿の機序はうっ血を回避するために夜間尿産生を亢進させることによる夜間多尿
であり、泌尿器科医が主に治療ターゲットとする蓄尿・排尿障害を主体とする病態とは少し異なる。また高血圧
や腎機能障害も心不全とは違った機序で夜間多尿から夜間頻尿を来す病態として内科医が日常臨床でも苦労をし
ている。本セミナーでは、このような循環器内科医から見た夜間頻尿を夜間多尿という立場から分析して、その
診断や治療およびリスクコントロールなどについて概説したい。
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一般演題口演1

O-01 テストステロンによるCOVID－19重症化の抑制・増幅についての
文献考察

奥井 伸雄
神奈川歯科大学

【バックグラウンド】猛威を振るうCOVID-19感染は、男性での感染が多く、重症例も死亡例も男性が多い。この背景に血中総テストステロン（T）が関係している。
【目的】文献レビューをおこなうことで、COVID-19感染および後遺症におけるテストステロン（T）の役割を考察する。
【材料および方法】T、サイトカインストーム、感染率、コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染による重症急性呼吸器症候群（SARS）、およびCOVID-19に関す
る学術電子データベースPubMedおよび政府および公衆衛生機関のWebサイトでの出版物から文献研究を行う。

【結果】SARS-CoV-2はウイルス表面のスパイクタンパクによりヒト細胞にエントリーされる。この段階には、ACE-2とTMPRSS-2が利用されてしまう。
TMPRSS-2は、Tの濃度により誘導されるアンドロゲン受容体ARにより発現がコントロールされる。このため、TはCOVID-19感染では悪玉としての役割を
考えられた。この主張には、Androgen DeprivationTherapy（ADT）に注目し、前立腺がん患者のなかでADT群と非ADT群の重症化と生存率比較をしたデー
タなどが複数ある。
一方で、世界での入院したCOVID-19患者の半数が急性呼吸窮迫症候群（ARDS）を発症し、これらの患者の半数が死亡。とくに男性患者はARDSを発症して
死亡する場合は、低Tを示していることが複数の論文で挙げられる。低Tになる原因としては、精巣等へのCOVID-19感染による産生低下について、精巣組
織や精液からSARS-CoV-2が検出された報告は一つしかなく、追証研究では否定した論文もあることから確実ではない。サイトカインストームを示す肺好中
球・好酸球の増加や、集中治療室利用率とＴを比較すると、Ｔが高いとサイトカインストームは起きにくく、Ｔが高いと重症になる。こうしたことから、Ｔは
COVID-19では重症な因子と善玉として考えられる側面がある。つまりTがヒトを重症化から守るために消費されているかもしれない。
視点をかえ、COVID-19感染中にLOH症候群へのT補充は重症度・死亡に関連しておらず、以前より低Tの患者では治療を続けるべきとする論文もある。
COVID-19の後遺症では低Tからの回復と後遺症の改善が相関関係になることを示したものがある。
デルタ変異体ではスパイクタンパクの複数の変異が認められACE-2との結合が強化されてきた。TMPRSS-2は不明である。ワクチンによりスパイクタンパク
を抑え、マスクにより体内に侵入するウイルス量を減らすことができれば、Tは善玉の側面だけコロナ医療に役立つ可能性を秘めている。

【結論】現時点では、TはSARS-CoV-2がヒト細胞にエントリーする際に利用されるものの、重症化や死亡に対して保護する役割が推測される。今後ともTにつ
いて研究をする価値がある。

O-02 健診施設におけるメンズヘルス分野の立ち上げ
並木 俊一
医療法人仁泉会みやぎ健診プラザ泌尿器科

【背景】2019年7月よりみやぎ健診プラザに就任した。当施設では企業健診を中心とした通常の内科診療が主に行われている。その中に男性専門の健診システムの
構築と治療を目的としてメンズヘルス健診分野を立ち上げた。

【立ち上げまでの経過】メンズヘルス健診の項目は以下の通りである。
1）男性更年期（LOH）ドック
健診のオプションに「LOHドック」を新設した。予診票の封筒の中に他のオプション用紙とは別にLOHドックについての説明が記載された申し込み用紙を同封し
た。当日の一般内科の診察中にLOH症状が疑われた場合は受診者に追加の検査を勧める。検査項目は一般採血、PSAおよび遊離テストステロン。画像検査は腹
部エコー。動脈硬化の指標としてABIおよび血管年齢を計測するCAVI。問診はAMS, IIEF, IPSSを用いた。結果は郵送か後日の診察のいずれかを選択してもらう。
診察時に治療希望の場合は治療へ移行する。
2）ED外来
男性受診者の記入する予診票の中に「ED治療を希望しますか」のチェック項目を設けた。チェックのあった受診者は問診し、処方の希望があれば館内で処方する。
3）前立腺がんドック
PSAの暴露率をあげるため「前立腺ドック」を新設し、これもLOHドックと同様に説明が記載された申し込み用紙を同封した。前立腺ドックではPSA, エコー、問
診を行う。PSA値が高値だった受診者に対して連携室から当科への受診勧奨をおこなってもらう。受診者には2次健診としてPSAおよびF/T比の血液検査、MRI
の画像検査を行う。生検が必要と判断した際は3次健診として医療機関へ紹介する。
治療についてはLOHドックで治療を希望した場合は男性ホルモン補充療法（注射、軟膏）や漢方薬、PDE-5Iの投与を行う。ED外来ではPDE-5Iを処方する。ED
外来についてはオンライン診察も導入した。
上記の内容は施設のホームページにも掲載した。

【結果】準備に約6ヶ月の期間を要した。2019年12月より本格的に開始となった。2021年5月までに156名がLOHドックを受診し66名に治療を行った。ED外来
は440名に治療を行い、101名が再診した。PSA受診者数は2019年の3074名から2020年には4091名と増加した。前立腺癌2次健診は83名が受診した。

【結語】一般の健診施設において治療も同時に行えるメンズヘルス健診を東北地方で初めて立ち上げた。今後さらなる受診者の集客の方法について検討中である。
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O-03 Y染色体のモザイク喪失は前立腺癌の局所放射線照射と関連する
小林 拓郎1）、八谷 剛史2）、河野 春奈1）、永田 政義1）、堀江 重郎1）

1）順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学、2）順天堂大学遺伝子疾患先端情報学講座

【目的】Y染色体のモザイクロス（mosaic loss of chromosome Y; mLOY）は、加齢と強く相関し、ゲノム不安定性の指
標となっている。最近になりがんの予後および診断のバイオマーカーとして注目されているが、がんの進行や治療との
関連については明らかにされていない。今回我々は、前立腺癌患者を対象に、mLOYと関連する臨床因子を検討した。

【方式】2018年から2020年までに順天堂医院で前立腺癌と診断された350名を対象に、DNAマイクロアレイ解析を行っ
た。ジェノタイピングの質が低い2名は除外した。Y染色体の男性特異領域に位置するプローブの蛍光強度データを基に、
log R比の中央値（mLRR-Y）を算出し、mLRR-Y ≦-0.15の被験者をmLOY群とした。評価項目は年齢、BMI、iPSA、
グリソンスコア、病期、転移の有無、治療法（手術・局所放射線治療・ホルモン療法）とした。

【結果】348名の被験者のうち28名にmLOYが認められ、mLOYは年齢と正の相関を示した（p for trend ＜0.001）。局
所放射線治療群でmLOYを認めたのは146名中20名であり、mLOYの頻度は非放射線治療群と比較し有意に高かった

（odds ratio[OR]=2.51, p=0.04）。局所放射線治療からの期間とmLOYの関係を解析すると、治療から3年未満の群は
mLOYと関連を認めた（OR=3.06, p=0.04）。その他の臨床因子はmLOYとの関連を認めなかった。

【結論】我々は、前立腺癌患者において局所放射線治療がmLOYと関連していることを初めて明らかにした。

O-04 杏林大学付属病院における精巣癌BEP療法後の性機能に関する
後ろ向き調査

杉本 一真、中村 　雄、高橋 秀行、坂本 貴優、佐藤 千紗、堀川 幸保、紀伊 寿彦、北村 盾二、舛田 一樹、
二宮 直紀、田口 　慧、金城 真実、多武保 光宏、福原 　浩
杏林大学医学部付属病院

【目的】精巣癌は若年男性における最多の悪性腫瘍である。進行した精巣癌における標準治療は精巣摘除後のBEP（ブレ
オマイシン、エトポシド、シスプラチン）療法である。BEP療法施行後の性機能や妊孕性に対する先行研究は多くない。
Ghezzi M.らはBEP療法は精子濃度や精子のDNA異染性において悪影響を与えると報告している。Basten V.らはBEP
療法後の症例で一過性に高GnRH、低テストステロン血症をきたし、性欲減退や勃起不全を認めるが、1年後には満足の
いく性生活を送れるようになったと報告している。今回、杏林大学病院で進行した精巣癌に対してBEP療法を施行した
症例で性機能や妊孕性に対してアンケート調査を実施したため、これを報告する。

【対象】2013年以降に当院で精巣癌の治療を開始し、少なくとも1コース以上BEP療法を施行した症例36例に電話でアン
ケートを行い、うち24例から回答を得た。精子保存の有無、化学療法後の妊娠の有無、治療前と比較した性欲の減退の
有無についてアンケートを行った。

【結果】回答者の診断時年齢の中央値は34.5歳（20-57）、アンケート時の年齢の中央値は38.5歳（22-61）であった。24例
中、片則の精巣摘除は22例、両側精巣摘除は2例であった。BEP療法は1コースで終了したのが1例、2コースが7例、3コー
スが9例、4コースが7例であった。RPLNDを施行した症例は13例、放射線治療を行った症例は1例、2次治療を行った
のは2例だった。精子保存を行った症例は11例（45.8%）で、全例化学療法導入前であった。自然妊娠が1例、精子保存
での妊娠が1例、性交渉はあったが、妊娠に至らなかった例が2例、残りは性交渉がなかった。また、性欲の減退を自覚
した症例は12例で、そのうち6例が半減以上の減退を自覚した。RPLND施行の有無、BEP療法のコース数では性欲の減退
には有意差はなかった。

【結論】進行精巣癌に対してBEP療法を施行した症例では、性欲の減退を認める症例が多く、性機能が低下していた。
RPLND、BEP療法のコース数と性欲減退の相関は認めなかった。
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O-05 加齢男性性腺機能低下症候群に対する、新規テストステロンゲルを用い
た、血中テストステロン値改善を評価するためのクロスオーバー研究

白井 雅人1）、水島 和彦1）、靏 　崇光1,3）、黒澤 　誠1）、呉 　彰眞1）、上阪 裕香1）、野崎 大司1）、小林 一弘2）、
辻村 　晃1）

1）順天堂大学医学部附属浦安病院、2）Dクリニック東京、3）順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

【目的】加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症候群）に対する治療はテストステロン補充療法となっている。我が国にお
いては、エナント酸テストステロンの筋肉注射が推奨されているが疼痛を伴う。2%テストステロンであるAndroForte2
も使用できるが、輸入品であり高価である。そこで我々は2%新規テストステロンゲルを作成し、LOH症候群に対する
血中テストステロン値の改善効果ならびに更年期症状の改善効果に対する検討を行った。

【研究方法】男性更年期の不定愁訴にて外来受診された40歳以上75歳未満の男性で、Aging males' symptom（AMS）ス
コアが軽度以上（27点以上）、血中遊離テストステロン値11.8pg/mL未満を対象とした。方法はAndroForte2を対照と
したダブルブラインドクロスオーバー研究とし、対象者をA・Bの2群に分け、第1期（28日間）はA群が新規テストステ
ロンゲル、B群がAndroForte2を使用。14日間のウォッシュアウトを経て、第2期（28日間）ではA群がAndroForte2、
B群が新規テストステロンゲルを使用。それぞれ1日1回0.5ml（10mg）を陰嚢に塗布した。第1期、第2期ともに、1週間
に1回血中総テストステロン及び遊離テストステロン値測定した。第1期、第2期の開始時及び終了時にAMSスコアを記
入した。

【結果】研究参加者は23人で、平均年齢54.26歳（42歳－71歳）であった。新規テストステロンゲル、AndroForte2
ともに血中テストステロン値、血中遊離テストステロン値の有意な上昇を認めたが、新規テストステロンゲルでは
AndroForte2よりも更に有意な上昇を認めた。新規テストステロンゲルでは、AMSスコアの有意な改善を認めたが、
AndroForte2では有意差は認められなかった。

【考察】新規テストステロンゲルは、血中テストステロン値の改善及びAMSスコアの改善を認めており、LOH症候群に
対する治療選択肢の1つになりうると考えられた。

O-06 血中テストステロン値と男性における高齢に伴う各疾患との関係
フィンク ジュリウス、島田 陽介、Hotta Zen-U、堀江 重郎
順天堂大学大学院医学研究科

【背景】テストステロンは複数の臓器に影響を及ぼし、人体のいくつかの主要な機能の調節因子である。しかし、テスト
ステロンといくつかの血清バイオマーカーとの相関関係は今日まで明らかではない。

【方法】この後ろ向き研究では、2008年以降に当院のさまざまな部門で血清テストステロンの検査を受けた11,962人を
超える患者からデータを収集した。女性患者と20歳未満の患者を除外した後、7,982人の患者のデーターに基づいてヘ
モグロビン、ヘマトクリット、ALB、クレアチニン、BUN、AST、ALT、グルコース、ALP、CRP、トリグリセリド、
LH、FSH、HDL、LDL、HbA1c、亜鉛、プロラクチン、ビタミンD、オステオカルシンの値における重回帰分析を実
施した。

【結果】血清テストステロンとヘモグロビン、ヘマトクリット、BUN、LH、FSH、ALP、ALB、トリグリセリド、
HDL、AST、ALT、グルコース、CRPの間に有意な相関（p ＜0.05）が見つかった。さらに、ヘモグロビン、ヘマトクリット、
BUN、LH、FSH、ALP、ALB、トリグリセリド、HDLと［年齢×テストステロン］との間に有意な相互作用（p ＜0.005）
が観察された。

【結論】テストステロンと上記のバイオマーカーとの相関関係は加齢とともに変化する。つまり、テストステロンは高齢
男性の恒常性にとって重要である。通常の血液パネルに血清テストステロン分析を追加すると、テストステロンレベル
の低下と老化に関連する状態の予測に繋がる可能性がある。
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O-08 内因性テストステロン産生促進塗布剤（ENDO-TEST）の使用経験
北村 　浩1）、大内 和幸2）、アルカターニ アーメッド3）

1）医療法人思惟木会石神井公園駅前えんじゅ内科クリニック、2）AQソリューションズジャパン株式会社、 
3）AQセラピューティクス株式会社

【目的】内因性テストステロン産生を促す塗布剤（AQ ENDO-TEST, 以下, ET）は、黄体形成ホルモン（LH）に類似した、
精腺を刺激するペプチドの組み合わせからなる塗布剤であり、欧米では既にテストステロンを増加させる「塗るサプリメン
ト」として認可されている。我々は日本人におけるＥＴ使用前後の各種ホルモン値の推移を調べるため、少人数でのパイロッ
トスタディを行った。

【方法】Healthy volunteerの男性5名を募り、一般的血液生化学的検査およびFSH, LH, プロラクチン, 総テストステロン、
遊離テストステロン（Free Testosterone, 以下FT）、PSAを塗布開始前と塗布中1ヶ月毎に合計3ヶ月測定した。また同時
にAging Male Symptom（AMS）scaleを併せて実施した。ETは毎朝両前腕内側に3～4プッシュずつ、合計6～8プッシュ（4
プッシュで1mL相当）擦り合わせて塗り伸ばすと容易に乾くようになっている。

【結果】47歳1名、50歳代（52歳、56歳）2名、60歳1名、78歳1名の合計5名がエントリーした。合併症は77歳男性のみ高
血圧症にて降圧剤を内服しており、血圧は安定していた。開始前にLOH症候群の診断基準とされるFT＜11.8pg/mLを下
回っていたのは、56歳（FT9.9pg/mL）, 78歳（7.0pg/mL）の2名であり、それ以外は基準値以上であった。2名のAMSス
コアはそれぞれ37点（中等度）、52点（重度）であった。開始3ヶ月後のFT値はそれぞれ9.9pg/mL（AMS; 26点）, 9.5pg/
mL（AMS; 23点）。さらに56歳のみ塗布を継続し、6ヶ月後、9ヶ月後のFT値は11.6pg/mL（AMS; 26点）、11.4pg/mL（AMS; 
32点）と上昇傾向を認めた。FSH、LHは3ヶ月後、6ヶ月後に軽度上昇したが、9ヶ月後には基準値範囲内に戻っていた。
特記すべき血液・非血液性双方とも有害事象をみとめなかった。また経過中、総テストステロン値は殆ど変動しなかった。

【結語】欧米では他のホルモンに影響や副作用の報告がなく、一般的に用いられている。日本人においても長期間使用経過中、
多血症や脱毛といった副作用も起こらず、LOＨ症候群の基準をみたす2名のFTは双方ともに上昇していた。本検討はパイ
ロット的に行われた少数の結果であるが、定期的な筋注が困難な場合、副作用が懸念される場合の治療オプションとなり
得る可能性があると考えられた。

一般演題口演2

O-07 テストステロン軟膏による中高年男性メタボリックシンドロームの
代謝系へのアプローチ

上芝 　元1,2）

1）東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝・内分泌内科、 
2）東邦大学医療センター大森病院糖尿病・代謝・内分泌センター

【目的】遊離テストステロン低値を示した中高年男性メタボリックシンドロームにおいて、テストステロン軟膏（グロー
ミン）でテストステロン補充を試み、インスリン抵抗性と血中脂質レベルへの効果を検討した。

【方法】遊離テストステロン低値を示したメタボリックシンドローム男性23例（平均年齢56.2歳）を対象として、イン
フォームドコンセントを行い、グローミンを顎下部に0.3g1日2回塗布を6カ月行った。グローミン投与前及び後1カ月、
3カ月、6カ月にBMI、ウエスト周囲径（WC）、空腹時血糖（FPG）、空腹時血中インスリン値（F-IRI）、インスリン抵抗
性指数（HOMA-R）、HbA1c、TCHO、TG、HDL-C、LDL-C、遊離テストステロン（FT）、LH、FSHを測定し、その
変動を比較検討した。またPSAなど副次反応の測定も行った。

【結果】グローミン投与前はBMI27.5±2.1、WC92±7cm、FPG107±7mg/dl、F-IRI16.7±6.1μIU/ml、HOMA-R 
4.42±1.78、HbA1c6.0±0.3 ％、TCHO256±25mg/dl、TG174±40mg/dl、HDL-C43±7mg/dl、LDL-C178±
27mg/dl、FT5.7±0.9 pg/ml、LH1.8±0.5mIU/ml、FSH3.4±0.5mIU/mlで あ っ た。 投 与 後1カ 月 でFT7.3±1.2 
pg/mlのみ有意に増加がみられたが、その他の項目は有意な変動はなかった。投与後3カ月ではF-IRI11.8±4.1μIU/
ml、HOMA-R 3.03±1.23、TCHO219±20mg/dl、 LDL-C141±24mg/dlで、それぞれ有意に低下がみられた。FT
は9.0±1.3 pg/mlで有意に増加していた。投与後6カ月でもそれぞれ同じレベルを維持していた。その他の項目は有意
な変動はなかったが、ウエスト周囲径が減少傾向にあった。PSA、肝機能、腎機能など副次反応と思われる測定値異常
はみられなかった。

【結論】遊離テストステロン低値を示す中高年男性メタボリックシンドロームにおけるテストステロン（グローミン）経
皮的投与は、インスリン抵抗性と血中脂質（TCHO、LDL-C）レベルを緩徐に改善させ、代謝系への効果が示唆された。
ウエスト周囲径の減少傾向から内臓脂肪減少が推定された。



21st Annual Meeting of the Japanese Society of Men's Health

第21回日本メンズヘルス医学会

- 85 -

一般演題口演2

O-09 ノルディック複合男性エリート選手における遊離テストステロン値と
AMSスコアの関連について

田畑 尚吾1）、相澤 　充1,2）、寺本 篤史1,3）、渡邉 耕太1,3）

1）公益財団法人全日本スキー連盟情報医科学部、2）柳澤クリニック分院、3）札幌医科大学医学部整形外科学講座

男性アスリートにおける低テストステロン症とテストステロン低下に伴う臨床症状を伴う病態は、Exercise-
Hypogonadal Male Condition（EHMC）と呼ばれ、主に欧米の持久系アスリートにおける報告が散見される。現時点
でEHMCの詳細なメカニズムは解明されておらず、また、低テストステロン状態がアスリートの健康やパフォーマンス
に与える影響に関しても、現時点では不明な点が多い。日本メンズヘルス医学会では、“運動ストレス性低テストステロ
ン症”という概念を提案しており、中高年男性の市民ランナーで、月間走行距離が200kmを超えるとテストステロンの
低下がみられること、特に、男性更年期スコア（AMSスコア）で睡眠障害と性機能に関するスコアが高値であることが報
告されているが、日本人の若年男性アスリートの低テストステロン症の頻度や実態に関する報告は少ない。本研究では、
日本人アスリートにおけるテストステロン値を評価し、男性更年期症状との関係を調査することを目的とした。
対象は、ノルディック複合男性選手13名（平均年齢：22.9歳、平均BMI：20.4）で、2020年9月、オフの合宿中に、血
液検査とAMSスコア測定を同日に実施した。遊離テストステロン値（free T）の平均値は、15.9±5.3pg/mlで、LOH症
候群の診断基準に従うと、正常レベル9名、境界型4名、LOH症候群レベル0名で、約3割の選手で軽度のテストステロ
ン低下がみられた。AMSスコアの平均は23.9±4.9点で、AMSスコアはfree T値と有意な負の相関を示した（r=-0.599, 
p=0.040）。軽度更年期（27～36点）に該当するスコアを示した者が4名で、そのうち2名は、境界型のテストステロン低
下があり、EHMC有病率は15.4%であった。スコア別の解析では、free Tは、「イライラする」（r=-0.780, p=0.002）、

「早朝勃起の回数減少」（r=-0.685, p=0.014）、「性欲の低下」（r=-0.685, p=0.014）のスコアと負の相関を示し、テス
トステロンの低下が、アスリートのメンタルヘルスや男性機能に特に影響を与える可能性が示唆された。また、free T
はストレスホルモンであるコルチゾール値と負の相関（r=-0.695, p=0.008）を示し、運動や精神的なストレスによって、
テストステロンが低下する可能性が示された。

O-10 NLRP3インフラマソームはLPSで誘導したマウス精巣の炎症応答に
関与する

小見山 大夢1）、佐野 宙矢1）、唐澤 直義2）、高橋 将文2）、渡部 浩之3）、桑山 岳人1）、岩田 尚孝1）、白砂 孔明1）

1）東京農業大学農学部動物生殖学研究室、2）自治医科大学分子病態治療センター炎症・免疫研究部、 
3）帯広畜産大学畜産学部家畜生産科学ユニット

【目的】精巣での過剰な炎症は造精能力や精子活性を低下させ、不妊の原因となる。近年、精索静脈瘤や精巣捻転などによる精巣機能低下には、
炎症性サイトカインであるインターロイキン-1β（IL-1β）やIL-18の分泌を制御するNLRP3インフラマソーム機構が関与すると報告されている
が詳細は不明である。本研究では精巣炎症応答におけるNLRP3インフラマソーム機構の役割について検討した。

【方法・結果】
1. 野生型マウス（WT）とNLRP3欠損マウス（KO）にlipopolysaccharide（LPS）を腹腔内投与した。WTとKO両方でLPS投与により体重が減少
し、脾臓重量が増加した。精子自動性指数（SMI）はWTのLPS投与区で低下した。KOのSMIはWTより低く、LPSを投与しても低下しなかった。
LPS投与区において、WTでは精巣内に好中球が集積したが、KOでは好中球の集積が抑制された。LPS投与区では、WT精巣でNLRP3インフ
ラマソーム構成成分であるNLRP3やASC、IL-1β、単球走化性因子CCL2のmRNA発現がKOに比べて増加した。また、LPS投与区ではWTと
KOの両方で精巣内の好中球走化性因子CXCL2 mRNA発現が増加したが、WTとKOで発現量に差はなかった。
2. WTとKOの精巣細胞にLPSを添加した。LPS添加6時間後では、WT精巣細胞のNLRP3、IL-1βやCCL2 mRNA発現がKO精巣細胞に比べて
増加したが、好中球走化性因子であるCXCL1やCXCL8 mRNA発現はKO精巣細胞で増加した。LPS添加24時間後では、WT精巣細胞でCCL2
が分泌され、KO精巣細胞では分泌が抑制された。
3. LPSに加えてNLRP3インフラマソーム活性化物質であるATPやNigericinを添加すると、WT精巣細胞からIL-1βとCCL2が分泌されたがKO
精巣細胞では抑制された。WT精巣細胞をNLRP3インフラマソーム阻害剤MCC950で前処理することで、IL-1βとCCL2の分泌が抑制された。
4. 精巣における好中球集積におけるCCL2の関与を検証するため、WT末梢血中白血球を用いて細胞遊走アッセイを行ったところ、CCL2添加
区ではコントロール区と比較して好中球が増加した。

【結論】マウスにLPSを投与すると精巣でNLRP3インフラマソーム機構が活性化した。また、NLRP3 インフラマソームは精巣内でCCL2を調節
して好中球誘因に関与することが考えられた。
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O-12 4K3D大型モニターORBEYEを使用しての男性不妊手術の経験
岩端 威之1,2）、井手 久満2）、岡田 　弘1,2）、辻岡 博貴2）、井上 　稔2）、長谷川 金太郎2）、大坂 晃由1,2）、 
井上 泰之2）、平松 一平1,2）、下村 之人1,2）、上村 慶一郎1,2）、寺井 一隆1,3）、小堀 善友1,2,4）、杉本 公平1,2）、 
齋藤 一隆2）

1）獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター、2）獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科・小児泌尿器科、
3）杉山産婦人科、4）プライベートケアクリニック東京

【背景】男性不妊における手術は、主に顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術、micro-TESE（顕微鏡下精巣精子採取術）、顕微
鏡下精管精管吻合術や顕微鏡下精管精巣上体吻合術があり、特に精索静脈瘤手術は、術後テストステロン値改善を認め
る報告も多くあり、不妊症だけでなく、メンズヘルスの分野でも注目されている。最近では、原則対面式の手術用顕微
鏡が使用されている。手術用顕微鏡に関しては、製品によりさまざまな異なる特徴はあるものの、その特性や性質は大
きく変わるものはなかった。そこで、これまでの手術用顕微鏡に代わり、4K3Dビデオ技術搭載の手術用顕微鏡システ
ムORBEYEを使用して、男性不妊症の手術を経験したので、ここに報告する。

【方法】2021年2月から3月まで獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンターで行った顕微鏡下精索静脈瘤
低位結紮術、micro-TESE（顕微鏡下精巣精子採取術）、顕微鏡下精管精管吻合術に関して、これまでの手術用顕微鏡と
比較して、手術時間、利点と欠点の違い、術者助手の疲労度について、実際の手術動画と合わせて比較評価した。

【結果】従来の手術では、双眼接眼レンズを経由してのアナログ画像であるのに対して、ORBEYEでは4K3D大型モニター
上のデジタル画像であり、組織識別が容易であり、手術時間も短縮される傾向にあった。

【結語】男性不妊手術の新たな手術用顕微鏡として、4K 3Dビデオ技術搭載の手術用顕微鏡システムORBEYEを使用する
ことで、手術時間の短縮だけでなく、チーム医療としての手術教育の場面でも有効である可能性が示された。

一般演題口演2

O-11 テストステロン投与で劇的に症状が改善した高齢女性の尿失禁の２例
関口 由紀1）、中村 綾子1）、前田 佳子1）、河路 かおる1）、平本 由希子1）、藤崎 章子1）、矢尾 正祐2）

1）女性医療クリニックLUNAネクストステージ、2）横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学講座

【はじめに】代表的な尿失禁には、腹圧性尿失禁と過活動膀胱があるが、高齢者になると、この2つの尿失禁症状を有す
る混合性尿失禁患者が増加するとともに、残尿量が正常範囲なのにもかかわらず溢流性尿失禁様症状を呈する尿道括約
不全の患者も増えてくる。このような病態が複雑な高齢の難治性尿失禁患者に対しテストステロン投与し、症状が劇的
に軽快した症例を経験したので報告する。

【症例1】82歳女性　主訴：尿失禁　現病歴：5年前に混合性尿失禁を主訴に当院初診。まず骨盤底リハビリテーション
を4回施行したが、症状が満足するレベルまで改善せず、β3刺激剤を開始し、症状はコントロールされた。4年前から
は症状悪化に対し、抗コリン剤の併用を開始した。3年前からは夜間尿2-3回と増加したため、抗コリン剤を三環系抗う
つ薬に変更した。2年前には、夜間尿が再び増悪したので、少量のバソブレッシンを投与したが低ナトリウム血症になっ
たため中止とした。その後エストリオールの少量投与をしたところ、やや効果あり。1年前の診察で、直腸瘤1度、残尿
5mlだが排尿困難感あり、外陰部萎縮・膣内萎縮が著しいためテストステロン（125mg⇒3回目以降62.5mg）i.m. 4週間毎
を開始したところ。夜間尿0-1回となり、内服は中止となった。現在テストステロン注射＋骨盤底リハビリテーション再指
導で経過観察中である。

【症例2】79歳女性　主訴：尿失禁　現病歴：2年前に混合性尿失禁を主訴に初診。抗コリン剤内服と磁気刺激療20回施行。
さらに骨盤底リハビリテーション行った。この時点で尿失禁はほとんど改善した。6か月前から腹圧性尿失禁の症状が
増悪したためβ2刺激剤を開始したが効果なし、テストステロン注射（125mg⇒3回目以降62.5mg）i.m. 4週間毎を開始
したところ尿失禁はほぼ改善した。

【考察】高齢者女性の場合、骨盤底トレーニングを実行しているのにもかかわらず、加齢による骨盤底筋群の筋肉量の低
下が著しいため下部尿路症状が増悪する症例が散見される。このような高齢女性に適量のテストステロン補充を行うと、
下部尿路症状が改善し、QOLが向上する可能性が示唆された。
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P-01 スマートフォンカメラを利用した、精子観察キットの性能評価
愛宕 世高1）、市坪 達也1）、野依 佐千子1）、浅利 真司2）、佐治 史惠2）、瀧内 　剛3）

1）ロート製薬株式会社リサーチビレッジ京都医薬品・機器開発部、2）大阪大学医学部附属病院医療技術部生殖医療センター、
3）大阪大学大学院医学系研究科先端ゲノム医療学共同研究講座

世界保健機構（WHO）が報告した不妊症原因調査によると、不妊のおよそ半分は男性要因であることが示されている。
しかし、男性にとって不妊検査のため病院を受診するハードルは高く、男性側に問題があるにもかかわらず気づくのが
遅れ、妊娠の可能性を低めているケースがある。今回、男性側のハードルを下げるため、家庭でも簡便に精子をセルフ
チェックできるキットを開発したことから、本研究においては本精子キットの性能を評価することを目的とした。
本精子キットはスマートフォンカメラ部に装着する顕微鏡と解析アプリケーションで構成しており、顕微鏡で拡大され
た精子動画をアプリケーションが読みこみ、運動精子濃度としてカウントする。今回、精液検査の精子（原精液）を使用
し、実臨床の条件の下、精液検査の結果と本精子キットのカウントとの比較評価を行った。WHOが定める精液検査の
基準値は、総精子濃度1500万／mL以上、運動率40％以上と定められており、これらの基準値から運動精子濃度として
600万／mL以上が一つの目安となる。そこで運動精子濃度150万／mL、440万／mL、1300万／mLとなるよう希釈精
液を調製し、精液検査の結果と本精子キットのカウントとの比較評価を行った。その結果、精液検査の結果と本精子キッ
トのカウントには高い相関性（相関係数0.89）が認められた。また、原精液（運動精子濃度130万～3970万／mL）を用い
て同様の比較試験を行ったところ、精液検査の結果と本精子キットのカウントには高い相関性（相関係数0.74）が認めら
れた。以上から、本精子キットのカウントは、精液検査の結果と近い値を示したことから、本精子キットの利用により
正しい情報提供が可能であり、家庭で精子のセルフチェックをするのに有益であることを確認するとともに、産婦人科
へ早期に受診勧奨を促進する一翼を担えると考える。

P-02 脳海馬が合成する男性・女性ホルモンによる記憶シナプスの急性的制御
川戸 　佳、池田 真理、相馬 ミカ
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

【目的】記憶中枢である脳海馬は男性・女性ホルモンを局所的に合成している。男性・女性ホルモンは、記憶を貯蔵する部位
である海馬の神経spine（＝シナプス後部）を急性的に増加させたり、long-term potentiation（LTP）を急性的に制御したりす
る、神経モジュレータであることを見出しており、詳細なメカニズムを調べている。男性ホルモンや女性ホルモンが海馬神経
spineを急性的に増加させるシグナル経路を解析した。

【方法】ラットの海馬スライスに男性ホルモン（testosterone: T and dihydrotestosterone: DHT）や女性ホルモン（estradiol: 
E2 and progesterone: PROG）を作用させる。これら性ホルモンと同時に選択的kinase阻害剤を作用させ、性ホルモンによ
るspine増加が生じるか否かを、超解像共焦点顕微鏡を用いて画像を取得し、数理ソフトSpiso-3Dによる三次元画像解析を
行った。

【結果と考察】T, DHT, E2, PROGを2時間作用させると、海馬神経spineはcontrolに比べて1.2倍程度増加した。性ホルモンと
同時に性ホルモン受容体のアンタゴニストやkinase阻害剤を作用させると、性ホルモンによるspineの増加は起こらなかった。
T, DHT, E2, PROGはパルミチン化されてspine膜に結合している古典的受容体（男性ホルモン受容体ARやE2受容体ERや
PROG受容体PR）に結合して、その下流のkinase群（MAPK, LIMK, PKA, PKC, Src kinase）を活性化して、non-genomic
様式で2h以内にspineを増加させることがわかった。T, DHT, E2, PROGの4者の間には活性化させるkinaseの種類の差は
少なかった。Src kinaseはMAPKを活性化する。MAPK, PKA, PKCはcortactinをリン酸化し、LIMKはcofilinをリン酸化し
て、両方ともにactin重合を引き起こして、spineを増やすと考えられる。（reference：Soma et al.（2018）、Hasegawa et 
al.（2015）、Hatanaka et al.（2015））
ヒトに関しては、泌尿器科の更年期外来でLOH（加齢男性性腺機能低下症候群）患者に対して、T補充治療を行うのに付随
して、高感度の海馬の空間認知機能テストを行い、T補充療法で海馬の空間認知機能が改善することが我々の研究でわかっ
てきている。
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P-03 磁気刺激療法のメンズヘルスへの応用
小林 拓郎1,2）、清水 史孝1）、高澤 直子3）、知名 俊幸1）、堀江 重郎1）

1）順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学、2）東京血管外科クリニック、 
3）順天堂大学附属順天堂東京江東高齢者医療センター

【目的】磁気刺激療法は、磁気により発生する電流を利用し、中枢神経や末梢神経を非侵襲的に刺激する方法であり、手
術療法や薬物療法に頼らない非侵襲的な治療として近年注目されている。泌尿器科領域では、尿道括約筋の収縮や排尿
筋過活動の抑制効果から、尿失禁の治療を中心に、多くの骨盤底筋に関与する疾患の改善に効果が期待されている。本
邦では尿失禁を伴う成人女性の過活動膀胱患者に対する磁気治療が保険適応となっているものの、男性の下部尿路障害
に対する臨床的なエビデンスは乏しい。本研究の目的は、男性の下部尿路障害に対して磁気刺激療法の有効性があるか
を検討することである。

【方式】対象は男性の下部尿路機能障害患者とし、尿失禁は切迫性、腹圧性、混合性の3種類に分類し、前立腺癌全摘術
後の腹圧性尿失禁患者も含まれた。残尿が100ml以上ある患者は本研究から除外された。対象患者には高強度テスラ
磁気刺激装置を用いて1回20-30分、週に1-2回, 合計8回の治療が行われた。治療の前後でQOL問診票（IPSS, OABSS, 
ICIQ-SF, KHQ, EHS, IIEF）、パッド使用枚数を記載することで、治療の効果を比較検討した。

【結果及び結論】当日は若干の文献的考察を加え、解析結果を報告する。

P-04 男性更年期症状に対する5-アミノレブリン酸による効果の検討
子安 洋輝1）、安宅 勇人1）、三戸 　統1）、木村 僚喜1）、北村 香介1）、坂本 善郎1）、堀江 重郎2）

1）順天堂大学医学部付属練馬病院、2）順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

LOH症候群の治療においてテストステロンが低い患者に対してテストステロン補充療法により男性更年期症状が改善す
ることはこれまでの諸家の報告で示されている。また実臨床においてテストステロンが低値であるにもかかわらず男性
更年期症状を訴える患者が少なからず存在している。そしてテストステロンが低値でなく男性更年期症状を呈する患者
に対しての治療方法については未だ明確には確立されていない。今回我々は5-ALAを摂取することでテストステロンが
低値でない男性更年期症状を伴う患者に対して改善効果があるかについての検討を行った。5-ALAとはミトコンドリア
内で生合成され生体のエネルギー産生や代謝などに関与している物質であり様々な分野で臨床応用がされており注目さ
れている。いくつかの報告では5-アミノレブリン酸（5-ALA）は身体的、精神的、性機能的な機能を改善させる可能性が
あることが示唆されている。

【対象】35 歳以上 75 歳未満の日本人男性、軽度～中等度の男性更年期症状を有する（AMSスコア）、血清総テストステ
ロン値が3.0ng/ml以上のすべての条件を満たす32名を対象とした。

【方法】32名をランダムに5-ALA群（n=15）、プラセボ群（n=17）に振り分け試験食品を8週間継続投与し評価した。
5-ALA群では5-ALA30ｍｇ/日投与した。評価時期としては試験開始前、開始4週間後、開始8週間後の3回とした。評
価項目はAMSスコア（Aging males' symptoms score）、血清中総テストステロン値を含む血液検査などで判定した。

【結果および考察】患者背景は年齢52.3±8.8歳、BMI24.4±4.4、総AMSスコア38.7±5.7、血清総テストステロン5.1
±1.2ng/mlであった。
5-ALA群において4週後の評価では総AMSスコアに有意差は認めかったが（p=0.177）、8週間後の評価にて有意に総
AMSスコアは低下していた。（p=0.029）しかしAMSスコアの各種ドメイン（somatic, psychological, sexsual）につい
ては優位な差を確認できなかった。また血清総テストステロン値にも有意な差は認めなかった。
今回の臨床研究の結果とともに文献的な考察を含め報告する。
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P-05 クラインフェルター症候群における顕微鏡下精巣精子採取術における
精子採取とテストステロンの関連性についての検討

上村 慶一郎1）、井手 久満1）、岩端 威之1,2）、下村 之人1,2）、大坂 晃良1）、平松 一平1）、岡田 　弘2）、 
齋藤 一隆1）

1）獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科、2）獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター

【背景・目的】クラインフェルター症候群は、思春期からの精巣の発達が進まず血清テストステロン値が低いことが多
く、不妊症の原因になる疾患である。今回我々は、顕微鏡下精巣精子採取術（Micro Dissection-Testicular Sperm 
Extraction: MD-TESE）を実施されたクラインフェルター症候群における精子採取とテストステロンの関連性について
の検討を行なった。

【対象と方法】2015年1月～2020年8月の間に当院でMD-TESEを実施したクラインフェルター症候群の患者37例を対象
とし、精子採取群と精子非採取群における手術前後の血清テストステロン値とテストステロン低下率の比較検討を行っ
た。さらに、精子採取に関連するテストステロンのカットオフ値に関する検討も行った。

【結果】精子採取群は14例であり、非採取群は23例であった。術前テストステロンの中央値は、精子採取群で2.50ng/ml
（0.45 - 5.90）、非採取群では1.52ng/ml（0.28 - 3.74）であり採取群の方が有意に高値であった（p=0.0284）。術後テ
ストステロンの中央値は、精子採取群で1.46ng/ml（0.39 - 5.18）、非採取群で0.67ng/ml（0.057 - 3.08）であり、精子
採取群で高値の傾向にあったが両群間に有意差は認めなかった（p=0.21）。手術前後のテストステロンの低下率は、精
子採取群で27.0%（-16.6 - 88.2）、非採取群で34.0%（-45.1 - 81.8）であり両群間に有意差は認めなかった（p=0.876）。
精子採取に関するテストステロンのカットオフ値は2.34ng/mlであった。カットオフ値以上の精子採取率は61.5%であ
り、それ以下の精子採取率は25％であった。

【結語】MD-TESEを実施されたクラインフェルター症候群の精子採取群と非採取群の比較では、術前テストステロン値
のみ有意差を認め、カットオフ値は2.34ng/mlであった。

P-06 当院メンズヘルス外来でテストステロン補充療法を行った患者の
症例背景についての報告

白川 智也、子安 洋輝、松下 一仁、堀江 重郎
順天堂大学医学部泌尿器外科学講座

当院当科は日本で初めて男性の健康に特化したメンズヘルス専門外来を立ち上げ，これまで数多くの患者の診療にあたっ
ている．既往や内服など患者背景は様々であり，それらがメンズヘルスに少なからず関連しているのは言うまでもない．
今回，2018年から2020年に当院メンズヘルス外来を受診し，テストステロン補充療法を行った症例を後ろ向きに抽出し，
その症例背景についてまとめたものを報告する．
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P-07 前立腺癌患者における精嚢腺液中テストステロン濃度と性機能の
関連について

柏木 英志、塩田 真己、長沼 英和、門司 恵介、李 　　賢、松元 　崇、武内 在雄、猪口 淳一、江藤 正俊
九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

【背景】精液は前立腺液と精嚢腺液から構成されるが大半が精嚢腺液であり、精嚢腺液中にはプロスタグランジンE2
（PGE2）や亜鉛、テストステロンなどの様々な因子が含まれている。性機能を評価する上で血中テストステロン値は重
要な項目であるが、血中テストステロン値と勃起不全の相関に関しては不明な点も多く認めている。そこで今回我々は、
精嚢腺液中のテストステロン値と性機能の関連を検討するため本研究を行った。

【方法】当院にて2017年5月から2020年8月までの期間に、限局性前立腺癌の診断にてロボット支援下前立腺全摘除術
が施行され、精嚢腺液が回収できた132例を対象とした。術前ホルモン療法施行された患者は除外した。術前のSHIM 
score、Erection Hardness Score（EHS）、独自問診票（性欲の有無）と、精嚢腺液中テストステロン値、血中テストス
テロン値との関連を検討した。

【結果】対象の年齢中央値は68歳（範囲51-77）。精嚢腺テストステロン値は1.85ng/ml（範囲0.17-4.32）、血中テストス
テロン値は4.59 ng/ml（範囲1.75-10.82）だった。SHIM score 17以上は25名（18.9％）だった。
SHIM scoreを17で分けて検討したところ、SHIM 17以上の群では有意に精嚢腺テストステロン値が上昇（P=0.001）し
ていたが血中テストステロン値とは有意差を認めなかった（P=0.716）。EHSも精嚢腺テストステロン値と相関を認めた
が（P=0.031）、血中テストステロン値とでは相関は認めなかった（P=0.380）。多変量解析を行ったところ精嚢腺テス
トステロン値はSHIM score と有意な相関を認めた（17以上vs17未満、Odds ratio:2.374, 95% confidence interval: 
1.244-4.529, P=0.008）。精嚢腺テストステロン値は年齢（R2 =0.032）、血中テストステロン値（R2 =0.014）と相関
は認めなかった。

【結論】精嚢腺テストステロン値は前立腺癌患者の性機能を反映しており、男性性機能に重要な影響を及ぼす可能性が示
唆された。



21st Annual Meeting of the Japanese Society of Men's Health

第21回日本メンズヘルス医学会

- 93 -

第21回日本メンズヘルス医学会 
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共催企業
あすか製薬株式会社

アンファー株式会社

株式会社ケアネット

シスメックス株式会社

武田薬品工業株式会社

株式会社ツムラ

TMKメディカル株式会社

株式会社パートナーズ

日本新薬株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

広告掲載企業
アステラス製薬株式会社

アストラゼネカ株式会社

小野薬品工業株式会社

キッセイ薬品株式会社

杏林製薬株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

コヴィディエン ジャパン株式会社

サノフィ株式会社

株式会社JVCケンウッド

ノーベルファーマ株式会社

株式会社パートナーズ

株式会社メディコン

展示企業
SBIファーマ株式会社 事業開発部 TMKメディカル株式会社
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