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新しいタイプの前立腺肥大症治療薬
泌尿器科部長　平方　仁

 

前立腺肥大症の症状
　前立腺は男性だけがもつ臓器で、膀胱の下にあり、大きさはクルミの実くらいです。前立腺の

働きは、精子を保護し、エネルギーを与える「前立腺液」を作っています。加齢と共に前立腺が

大きくなり、尿道を圧迫し、尿の出が悪くなるのが「前立腺肥大症」です。

　前立腺肥大症の症状は、大きくなった前立腺が膀胱を刺激して、我慢できない尿意をもよおす「尿

意切迫感」が何回も続くため「頻尿」も出現します。

　進行すると肥大に伴い尿道が圧迫され「尿の勢いが弱い」「尿が途中で途切れる」などの症状が

起こります。また、排尿しても尿を出し切れない「残尿」となります。これらを前立腺肥大症に

伴う下部尿路症状といいます。

前立腺肥大症治療薬
　前立腺肥大症の下部尿路症状に対する薬物療法の第一選択薬としてα１アドレナリン受容体遮

断薬が使用されてきましたが、単剤では治療効果に満足できない症例もしばしばあります。

　近年、前立腺容量が比較的大きな症例には５ -α還元酵素阻害薬（広い意味での抗男性ホルモン

剤）、また、過活動膀胱症状（尿意切迫感や頻尿など）の強い症例では、抗コリン薬との併用がコ

ンセンサスを得ており、患者さんの症状に合わせた処方が可能です。

　そして、さらなる新規薬剤として PDE５阻害薬タダラフィルが 2014 年１月に日本において

承認されました。

新しいタイプの薬

最後に

　PDE５阻害薬は、日本では勃起不全の薬として 1999 年にバイアグラが発売され、その後バイ

アグラより効果の持続時間が長いタダラフィルも使用可能となりました。

　PDE5 阻害薬により、陰茎海綿体の平滑筋が弛緩し、ここに血液が流入しやすくすることによ

り勃起がしやすい状態になります。この血流改善作用は、膀胱、前立腺や尿道にも確認されてい

ます。性機能改善ともに排尿障害改善作用が多くの臨床試験により証明されるようになり、最新

のヨーロッパ泌尿器科学会のガイドラインではα1 アドレナリン受容体遮断薬とともにタダラフィ

ルは前立腺肥大症に伴う下部尿路症状改善薬の第一選択と位置付けられています。α1 アドレナリ

ン受容体遮断薬の有害事象である射精障害や勃起障害を認めず、むしろ早朝勃起などは改善する

ことが期待されます。

　糖尿病、脂質異常症（高コレステロール血症など）、高血圧といった冠動脈危険因子を多く持つ

ものでは勃起不全の合併率が高いことが知られています。これは各種危険因子によって全身の血

管で内皮機能障害が生じていることが原因で、勃起不全と同時に全身の血管に動脈硬化が起こる

と考えられます。PDE5 阻害薬は血管内皮機能の改善効果があると数多く報告されています。す

なわち PDE5 阻害薬であるタダラフィル服用により、前立腺肥大症の症状改善や勃起機能改善と

ともに、心血管イベント（冠動脈疾患などの発症）抑制効果も期待できると考えられます。

新しいタイプの
前立腺肥大症治療薬

「第 14回区民公開講演会」
を開催しました

「第７回世界糖尿病デー
キャンペーン」のお知らせ
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編集後記

服用するための注意点
　前立腺肥大症と診断されればどこの医療機関（診療科）でも処方可能ですが、前立腺容積の測

定や尿流測定検査など専門的な検査が必要であり、初回は泌尿器科の処方が適切かもしれません。

狭心症などの治療薬である硝酸剤との併用禁忌（禁止）などの注意は必要ですが、副作用は消化

不良や頭痛など頻度、程度ともに軽度な薬剤です。



ICT times Vol.26

地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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インフルエンザに注意しましょうインフルエンザに注意しましょうインフルエンザに注意しましょう

【11・１２・1月の土曜診療日】
■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。
11月11・25日、 12月９日、 １月13・27日

　毎年 11 月 14 日は、国連、WHO により糖尿病予防啓発活動の一環として

「世界糖尿病デー」に制定されています。当院でも、以下の内容でキャンペーン

を行います。お誘い合わせのうえ、お気軽にお越しください。

■日　時 / 11 月 9 日 ( 木 ) 9:30 ～ 12:30 

■場　所 /1 階エントランスホールにて

■内　容 / 各種測定 ( 血糖値 )、各種展示 ( ポスター掲示、カロリー調整食、

　　　　　清涼飲料水の砂糖含有量 )、糖尿病を専門にしている医療者よる健

　　　　　康相談等を行います。

　　　　　各コーナーにすべてご参加いただいた方 ( 先着 50 名 ) には、

　　　　　健康お役立ちグッズのプレゼントがあります。

参加費無料

昨年のキャンペーンの様子
大勢の方に、
ご参加いただきました。

「第１4 回 東京臨海病院 区民公開講演会」を開催しました。

「第 7 回 世界糖尿病デー キャンペーン」 のお知らせ

年末年始の診療のご案内は、次号にてお知らせいたします。

　平成 29 年 10 月 21 日（土）「タワーホール船堀」にて、講演会を開催しました。

区民公開講演会は、平成 23 年より年２回開催しており、今回も江戸川区民の方を中心に

多数の方にお集まりいただき、盛況のうちに終了することができました。

次回の講演会は、

平成 30 年 5 月 19 日（土）

開催予定です。

詳細はあらためて

お知らせいたします。

『乳がん検診そのあとは』
外科医長　坂元　晴子

『胆のうがんについて～早期発見が大事～』
消化器内科医長　井利　雅信

『がんになっても自分らしく生きるために』
がん看護専門看護師　池田　ゆきみ

 

　だんだん寒くなり、インフルエンザの流行する時期が近づいてきましたので十分に注意しましょう。インフルエンザは、

「インフルエンザウイルス」に感染することによって起こります。インフルエンザにかかると、急な高熱・頭痛・関節痛・

筋肉痛などの症状に併せて咳・のどの痛み・鼻水などもみられます。さらに、高齢の方・慢性呼吸器疾患や慢性心疾患

などの基礎疾患を持つ方・妊婦・乳幼児は、気管支炎・肺炎などを合併し、重症化する可能性が高くなります。

■インフルエンザの予防
　予防の基本は、流行する前にインフエンザワクチンの予防接種を受けることです。ワクチンを接種することで、イン

フルエンザに感染しにくくなり、かかったとしても軽い症状で済むことが科学的に証明されています。インフルエンザ

ワクチンによる予防効果は、接種後２週間から５ヶ月程度までと考えられます。また、インフルエンザウイルスは毎年

変化しながら流行するため、毎年流行が予測されるウイルスにあったワクチンとなっていますので、毎年接種すること

が必要となります。

■日常生活における予防
　「手洗い」は手指に付いたウイルスを除去するために有効な方法であり、感染予防の基本です。帰宅時、食事前などこ

まめに手洗いをするように心がけましょう。また、インフルエンザウイルスはくしゃみや咳などで吐き出される飛沫に

含まれて広がります。くしゃみや咳の飛沫は１～２メートル飛ぶと言われていますので、流行してきたら出来るだけ人

混みは避け、外出時はマスクを着用しましょう。

Point　  ・予防接種を受けましょう。（特に、高齢者など重症化する可能性が高い人）

　　　　 ・手洗いをこまめにしましょう。

　　　　 ・流行時期は人混みは避け、マスクをしましょう。



最新の医療機器を常に更新しています。
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■資格■
日本小児科学会専門医
Certification in Travel Health
■専門■
小児科一般

小児科 田中　沙季

平成 2９年９月、10 月に着任した医師を紹介します。

たなか  　　  さき

●時　間 /1３時～ 1４時（1２:40 開場）

●場　所 /2 階  大会議室

●参加費 / 無料　●申込み / 不要

※当日は直接会場までお越しください。

日　程 ミニ講座の内容・担当者

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

にお立ち寄りください
　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別相談
もお受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、ご心配な
ことやおわかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

１１/２４（金） カバーメイクをご存じですか ～外見の変化への工夫（無料体験・相談）～

　　　　　　　　　　　　　マーシュ・フィールド株式会社

１２/２２（金）

日　時 テーマ 担　当

管理栄養士

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の食事　外食編

（木）１/ 11

糖尿病の運動（月）１/ 22

糖尿病とは
糖尿病の検査の話

糖尿病と歯、足の話
歯科医
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の食事　基礎編

管理栄養士

（月）12/   4

（月）12/ 18

（月）11/   6

（木）11/ 16

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

糖尿病専門医糖尿病の合併症の話

今年を振り返って　～ケーキとお茶でお話しを～

 

がんの診療や療養生活に関する疑問・質問、不安や悩みをお抱えの方からのがんに関するご相談をお受けしております

注）がんの診断・具体的な治療法に関するお問い合わせはセカンドオピニオン外来をご利用ください

対　　象　　　がん患者・家族、地域住民、医療者

対応時間　　　9：00 ～ 16：00（平日）

担 当 者　　　医療ソーシャルワーカー等（専門の相談員）、がん看護専門看護師

相 談 料　　　無　料

申込み方法 ①電話：03-5605-8811（代表）医療ソーシャルワーカー、がん相談支援センターの看護師宛てにご連絡ください

②直接お越しいただく場合　１階がん相談支援センターで、がん相談である旨をお申し出ください

 

　月 2 回程度、糖尿病教室を開催しております。

食事ってどんなものがいいの？運動は？など、糖尿病に興味のあ

る方は、どなたでもご参加いただけます。

■専門■
皮膚科一般

皮膚科 住吉　泰子
すみよし  　　 やすこ

杉田　洋佑
■資格■
日本産科婦人科学会専門医
ALSO インストラクターキャンディデイト
■専門■
産婦人科一般、産科救急、母体救命

産婦人科

すぎた  　　ようすけ

  連絡は 

03-5605-8811 
来院時は 

がん相談支援センター 
 

糖尿病フットケア看護外来

実施日 / 第 2・４水曜日 1３時～ 1５時（予約制）

申込み / 担当医にご相談頂き予約を取ってください

費　用 / 無料（マッサージは自費診療）

場　所 / 2 階  看護外来

担　当 / リンパ浮腫療法士

実施日 / 毎月第４金曜日

担　当 / 糖尿病看護認定看護師

足のトラブル お気軽にご相談ください
 ●爪が厚くて切れずに困っている

 ●たこ・ウオノメが気になる、痛い

 ●水虫がある

 ●傷がなかなか治らない

 ●皮膚の乾燥・ひびわれがひどい

 ●足がしびれる、冷たい　 など

こんな事でお困りではありませんか︖
●手や足の浮腫のケア方法を相談したい
●浮腫を予防するためにはどうしたらいいの︖
●リンパ浮腫にならないか心配…

リンパ浮腫ケア外来

このような症状がある方は

お近くのスタッフ（医師、看護師）に

お声かけください！



　高齢化といわれてはや20年が経過しました。シニア世代、シニア割り、シニア料金など、昨今テレビやラジオ、インターネッ

トの世界でシニアという言葉が聞かれますが、そもそもシニアは一体何歳からなのでしょうか。じつはシニアの定義は絶対

的ではなく相対的な尺度のようです。よくテーマパークや交通機関でシニアパスポート（パス）なるものが聞かれますが、

日本の 2 大テーマパークである東京ディズニーランドとユニバーサル・スタジオジャパンでは前者は 60 歳以上、後者は

65 歳以上と設定されています。ところがスポーツの世界では少し違っているようです。あのアマチュアスポーツの祭典・

マスターズ大会では 35 歳以上をシニアと定義しているようです。ともあれ現在この国は元気なシニア世代が支えているの

も現実のようですね。自分の年齢と正面から向き合うことも時には重要ではないでしょうか。

診療実績診療実績

ホームページもご覧ください http ://www.tokyorinkai . jp/
〒134-0086 東京都江戸川区臨海町 1-4-2 電話 03-5605-8811( 代表）FAX03-5605-8113日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成２９年８月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（平成２９年８月1日現在）:  82 名

外来延患者数： 19,061名

入院延患者数： 9,170 名

手術件数： 259 件

◆発行：東京臨海病院　◆発行責任者：小林　滋　◆編集：広報委員会・企画経営課

編集後記

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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平　日 第２・４土曜時
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◎外来診療のない日
　（休日、第 1・３・５土曜日、年末年始等）
　は運行しておりません。
◎お問い合せ先
　京成バス株式会社 江戸川営業所
　TEL.03-3677-5461

江戸川スポーツランド行 江戸川スポーツランド行
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瑞江駅行

瑞江駅行
瑞江駅行

瑞江駅行

江戸川スポーツランド行

りんかいシャトル
のご案内
りんかいシャトル
のご案内

東京臨海病院発 → 葛西駅行
平　日 第２・４土曜時
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葛西駅発 → 東京臨海病院行

医療福祉相談室 発医療福祉相談室 発

地域福祉権利擁護事業地域福祉権利擁護事業 ちょっと気になる  こんな制度 ちょっと気になる  こんな制度ちょっと気になる  こんな制度

今回ご紹介いたしました地域福祉権利擁護事業について、詳しくお知りになりたい方は、市区町村の社会福祉協議会

にお尋ねください。

　「地域福祉権利擁護事業」をご存知でしょうか。やや難しそうな名称ではありますが、住み慣れた地域で安心して

暮らすための『転ばぬ先の杖』といえる制度です。

　認知症の方や知的障害者や精神障害者などの方々のうち、判断能力が十分でない方々を対象に契約を結び、福祉サー
ビスの利用援助のほか、日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かり等の支援を有料で行うもので、区市町村の社
会福祉協議会等が実施しています。契約の際に認知症の診断や障害者手帳は不要です。

　　例えば・・・
　　　☆この頃、財布や通帳などをどこにしまったかわからなくなることが増えた。
　　　☆金融機関での支払いなどが心配である。
　　　☆大切な書類をどのように保管しておけばよいか迷ってしまう。
　　　☆介護保険などのサービスを利用するように勧められるが、よくわからない。
　このようなとき、社会福祉協議会に相談してみましょう。地域包括支援センターの職員や民生委員などに声をかけ、

繋いでもらうのもよいでしょう。

■支援開始には次のようなステップを踏みます。
①相談の受付
②専門員の家庭訪問・・ご本人の生活状況を把握し、制度利用の意思、希望する支援の内容、契約能力の有無などを
　　　　　　　　　　　確認します。（制度を理解して契約できることが重要です）
③支援計画の作成・・・ご本人と相談しながら作成します。
④契　約・・・・・・・ご本人が社会福祉協議会と契約を結びます。
⑤支援の開始・・・・・生活支援員が支援計画の内容に基づいて行います。
⑥解　約・・・・・・・ご本人の希望である場合のほか、長期入院もしくは入所、判断能力の低下などにより解約。
　　　　　　　　　　　その後は、成年後見制度など、ご本人にふさわしい支援に引き継がれます。
　　　　　　　　　　　成年後見制度は、重要な財産管理や法律行為が必要な場合に利用します。
　　　　　　　　　　　成年後見制度には、法定後見制度（既に判断能力が不十分である方の保護、支援）、任意後
　　　　　　　　　　　見制度（現在は判断能力が十分である方が、将来に備えて利用する）があります。


