ＥＤとそれに伴う深刻なリスクにＰＤＥ５阻害剤が有効

将来の重病を示唆するマーカー
ＥＤの治療こそみなぎる活力の源泉
ＥＤ（勃起障害）
の陰に潜んださらなる危険性を、中高年男性は認識しておいたほうがいい。
その詳細とリスク回避への道について、東邦大学医学部泌尿器科学講座・教授で、
同大学
医療センター大森病院のＥＤ・男性不妊外来を担当する永尾光一先生に聞いた。

一一三〇万人といわれています﹂
患者数は東京都の全人口に迫ろうか
というほどだから決して少なくない︒
これには﹁たまに勃起できる﹂﹁性交中
の勃起は維持できる﹂という中等度Ｅ
Ｄも含まれており︑
﹁四十代の五人に

ＥＤを抱えているのが現状だ︒

一人﹂﹁五十代の二 五
︑全
･ 人に一人﹂
年代︵三十〜七十代︶では四人に一人が
ところが︑永尾先生によれば﹁治療
を受けている患者さんは約五％にすぎ
ない﹂
︒受けない理由は﹁病院に行く

治療を受けているかどうかは別として︑ 仕方ない﹂といった類がほとんどだそ

れがＥＤとなると難しくなりますね︒

心血管系疾患の予防にも寄与
ＥＤ治療薬「ＰＤＥ５阻害剤」

PCｓ/ｍL

0.10

ＥＤの治療には﹁ＰＤＥ５阻害剤﹂
を使うことが多い︒血流を改善し︑勃

ありますが︑なかでも﹃ウィークエン

﹁効果の持続時間などによって三種類

起とその維持を助ける薬だ︒

品四社合同調査︶
では︑五割以上が偽物と

﹁ネット販売の実態調査︵偽造ＥＤ医薬

は警鐘を強くならす︒

５阻害剤の入手については︑永尾先生

インターネット販売を通じたＰＤＥ

偽造医薬品に注意

てくれるのです﹂

に直接かかわる病気の予防にも役立っ

続的に使用すれば︑ＥＤだけでなく命

る薬﹄と呼んでもいいと思います︒継

﹁この薬は︑
﹃血管を若返らせてくれ

減できた︑とのデータもある︒

死を含む重篤な心臓疾患の発生率を低

治療にＰＤＥ５阻害剤を併用し︑突然

系疾患・ＥＤの三つを合併した患者の

いる︒また︑糖尿病・無自覚の心血管

として︑ＰＤＥ５阻害剤が承認されて

至る難病︵肺動脈性肺高血圧症︶の改善薬

例えば︑肺動脈が細くなり心不全に

ます﹂

ており︑動脈硬化の予防にもつながり

きい︒陰茎動脈は内径が一〜二㍉で非

動脈の硬化で血流が悪くなることが大

﹁中高年のＥＤの原因としては︑陰茎

を聞こう︒

この点について︑再び永尾先生の解説

スクがより深刻化することは歴然だ︒

だしＥＤ治療を受けていない集団︶
︒命のリ

い患者より高くなることが分かる︵た

る患者の死亡発生率は︑併発していな

間の流れとともに︑ＥＤを併発してい

疾患患者︵男性︶の死亡発生率﹂だ︒時

上図の①を見てほしい︒
﹁心血管系

ＥＤを自覚し始めたら
数年後の心臓にも要注意

も否定できないことを知るべきだ︒

わめて重大な病気の予兆である可能性

うだ︒しかし中高年世代のＥＤは︑き

のは気が引ける﹂とか﹁年齢的にもう

半年に一回でも性行為を続けるのがい
日本におけるＥＤ患者さんの数は約

いでしょう︒また︑女性側が望むタイ
ミングに合わせることも大切です︒そ

陰茎動脈の内径は小さいため、動脈硬化が EDとして早めに自覚される。
他の動脈でも血管障害が顕在化するのは、時間の問題とも推測される。

間続く薬があります︒土曜日の夕方に

ドピル﹄とも呼ばれ︑効きめが三六時

また偽物で効果が得られず︑治療をあ

らしたり︑外国では死亡例もあります︒

の結果が出ています︒健康被害をもた

もとに使い︑円満な夫婦関係はもとよ

ＤＥ５阻害剤は︑医師の診断・処方の

きらめる残念なケースもあります︒Ｐ

服用すれば︑日曜日の晩まで有効とい
しかもＰＤＥ５阻害剤によるＥＤ治

が向上したり︑血管の修復細胞が増え

﹁その服用によって︑血管の拡張機能

を受けるのが賢明な選択だ︒

ＥＤが気になったら︑まず医師の診察

世代が体も心も健康的であるために︑

働き盛り︑そして組織の重責を担う

り︑
全身の老化予防に役立てて下さい﹂

だけにとどまらないことも分かってき

ます︵右図③参照︶
︒陰茎動脈への効果

防にも貢献するという︒

療は︑動脈硬化に伴う重大な事態の予

うわけです﹂

ＦＭＤ
（%）

PCｓ/ｍL
ＦＭＤ
（%）

四十代の五人に一人がＥＤ
五十代では二倍に増加
四十代以上の読者諸氏は︑きっと企
業をはじめ組織の中核層として日々活
躍し︑最高レベルの責任さえ負う立場
にあることだろう︒その半面︑いろいろ

EDなし
500

と体の衰えを感じざるを得なくなって
きたことも否めないのではなかろうか︒
ＥＤ︵勃起障害︶も四十代を迎えると
有病率のアップが顕著で︑中高年男性
にとって他人事ではすまなくなる︒ま
ずＥＤの定義を︑東邦大学医学部泌尿
器科学講座・教授の永尾光一先生が次

5
4
3
2
1
3ヵ月後0

のように説明してくれた︒
﹁専門的にいえば︑ＥＤは﹃性交時に
十分な勃起が得られないため︑あるい
は十分な勃起が維持できないため満足

全死亡

累積発生率

p=0.0001
1000

な性交が行えない状態﹄です︒円満な
夫婦関係のためには︑たとえ月に一回︑

常に細いため︑いわば血管内のゴミに
よって詰まりやすいのです︒一方︑心
臓の冠状動脈は内径が三〜四㍉あって︑
いくらか太い︒その分︑動脈硬化によ
る疾患は遅く出ると考えられます︒要
は時間の問題︒したがって﹃ＥＤは将
来の心血管系疾患の重要なマーカー﹄
これを裏づける具体的な調査報告は

なのです︵右図②参照︶﹂
数多くなされており︑例えば心血管系
疾患の自覚症状がないＥＤ患者ら︵四
十〜六十代︶に負荷心電図検査を実施し

出典：Montorsi P et al（2003）Eur Urol 44:352-35

健常人
プラセボ
(n=23)

たところ︑五六％に異常が発見された

0
3ヵ月後
0
3ヵ月後

0
3ヵ月後

0

0

という︒

6─8mm

5

﹁さらに︑中高年の方がＥＤを自覚す

Femoral（大腿部動脈）

10

ると︑約二年半後には狭心症発作を起

5─7mm

9.2

出典：Foresta C et al（2006）Int J Impot Res 18, 484-488

Carotid（頸動脈）

1500

3ヵ月後

3─4mm
0

ED患者
タダラフィル20mg
3回/週(n=26)
健常人
プラセボ
(n=23)
ED患者
タダラフィル20mg
3回/週(n=26)

Coronary（冠状動脈）
500

1─2mm
1000

Penis（陰茎動脈）
1310

Lumen Diameter（内径）
2000

12.6

こすという予測データもあるのです﹂

2500

13.8

15

ＥＤを放置する︒それはかなり危険
な選択だと認識したほうがいい︒

りも高い
（ED治療をしていない集団の調査 n=1519）
。
５年でほぼ２倍の高さに。

血中血管内皮前駆細胞（EPC）への影響

Artery（動脈）
1906
1929

②EDは、心血管系疾患のマーカー
2532
17.9
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ED患者 追跡期間
（年）
出典：Böhm M et al（2010）Circulation 121:1439-1446
タダラフィル20mg
3回/週(n=26)
心血管系疾患にEDを併発している男性の死亡発生率は、併発していない男性よ

健常人
プラセボ
(n=23)

0
3ヵ月後
0
3ヵ月後
0
3ヵ月後
0

ED患者
タダラフィル20mg
3回/週(n=26)
健常人
プラセボ
(n=23)

0.00
0
0

0.05
5

東邦大学医学部泌尿器科学講座
リプロダクションセンター教授 医学博士
昭和大学大学院医学研究科修了。形成外科および
泌尿器科専門医。ＥＤや、生殖医学領域の形成外科
的手術を含む男性不妊治療に注力。2009 年より現職。
著書に『ＥＤは治療で治る病気』ほか。
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2532
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①心血管系疾患患者（男性）の死亡発生率
③PDE5阻害剤タダラフィルの
血管内皮機能改善作用

0.20
血中血管内皮前駆細胞（EPC）への影響

3000

血流依存性血管拡張反応（FMD）
20

12.6

PDE5 阻害剤の一つであ
るタダラフィル（一般名）
投与群は、３カ月後に血管
の拡張機能が改善し、血
管修復に関与する血管内
皮前駆細胞が増加した。
このことからPDE5 阻害剤
は陰茎以外の動脈にも好
ましい影響を与えると考え
られる。

永尾光一（ながお・こういち）

3000

血流依存性血管拡張反応（FMD）

20
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