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脳血管障害の患者は，全国で136万人おり，
高齢者の入院の原因としては，悪性新生物・
心疾患を抜いて，わが国で最も多いとされる．
原因の多くは頸部・脳内血管の動脈硬化によ
るもので，一部の症例は，心房細動などによ
り心臓内で栓子（血の固まり）が生じたことに
よるものである．動脈硬化のリスク因子には，
インスリン抵抗性をベースとした，肥満，糖
尿病，高血圧，脂質異常症に加えて，喫煙，
飲酒などがある．
脳血管障害の病型としては，出血や梗塞に

より，急激に片麻痺や意識障害を来す脳卒中
が代表的で，壮年～高齢者に多い．脳内出血
の原因の多くは，動脈硬化により，脳内主幹
動脈から分岐する細い血管である穿通枝領域
に微小動脈瘤（シャルコーの動脈瘤；クモ膜
下出血の原因である中膜欠損とは異なる）を
来し，それが破綻するものである．
一方，認知症は80代人口の30%にみられ

る．原因としては，アルツハイマー病とレビー

小体型認知症（変性疾患），および，かくれ脳
梗塞（白質型多発性脳梗塞；動脈硬化性疾患）
が多い．
脳卒中・認知症の患者では下部尿路機能障

害（lower urinary tract dysfunction ; LUTD）
がしばしばみられる1-3）．本稿では，脳卒中，認
知症による下部尿路機能障害について述べる．

脳卒中に伴う下部尿路機能障害

高齢化社会を迎え，脳卒中が社会的な関心
を集めている．脳卒中は，生命予後のみなら
ず，機能予後が大事な疾患で，神経の後遺症
をいかに減少させるかが重要と言える．脳卒
中の症状として，片麻痺のほかに，しびれ，
失語症，視野障害，意識障害などがあり，こ
のうち視野障害を来すと，脳卒中患者が眼科
を初診することも少なくない．
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脳血管障害・認知症

 脳疾患には，排尿障害として過活動膀胱（尿意切迫・頻尿）を伴うことが多い．

 脳疾患に伴う排尿障害にしばしば重畳するものとして，前立腺肥大症，腹圧性
尿失禁，加齢性残尿（腰椎症，糖尿病性末梢神経障害），機能性尿失禁，薬剤性障
害があげられる．これらを想定して鑑別を行うとよい．

 脳疾患に伴う過活動膀胱に対して，血液脳関門を通過しにくい，抗コリン薬，
選択的β3作動薬などによる生活の質の改善が望まれる．

■合併症・併存症をもつ下部尿路症状患者のマネジメント ̶̶❷
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1 大脳半球に病変を生じた脳卒中患者と
 下部尿路症状

筆者らは以前，前出のいずれかの症状を呈
した脳卒中患者（発病３ヵ月以内，大脳半球病
変）の下部尿路症状について検討した．その結
果，下部尿路機能障害が72人中38人（53%）
にみられた（表）3, 4）．内訳は夜間頻尿（36%），
切迫性尿失禁（29%）が多く，尿閉は急性期の
４人（６%）のみにみられた（この症状は「脳
ショック」ともよばれる）．すなわち，大脳半
球に病変をもつ脳卒中患者で生じた下部尿路
機能障害は，過活動膀胱（overactive bladder ; 

OAB）が主体と言える．
また，経過とともに，OABは53%から46%

へと減少し，尿失禁は５人で消失し，尿閉は
いずれも自排尿可能となった．OABや尿閉
は，片麻痺に随伴することが多かった．これ
まで，脳卒中微小病変で，下部尿路機能障害
を単独で来した症例は知られていない．OAB

や尿閉は，脳MRI/CT検査で前頭葉病変がみ
られた症例で多かった．
前述の脳卒中患者を対象にした蓄尿・排尿

時の膀胱と尿道の機能を調べる尿流動態検査
（ウロダイナミクス検査）では，排尿筋過活動

（detrusor overactivity ; DO）が68%に認め
られた．また，DOの有無は前頭葉・大脳基
底核病変と関係していた 4）．これらは，排尿反
射に対して抑制的に働く前頭前野・前頭葉内
側面，大脳基底核が障害されたことによるも
のと考えられる．
脳梗塞モデル動物での検討では，DOの発
現に橋にある排尿中枢が必須であったことか
ら，DOは傍中脳水道灰白質（PAG），橋排尿
中枢を介する排尿反射が亢進したものと考え
られた．さらに，DOなどの出現様式から，大
脳のドパミンD2神経系，グルタミン酸神経系
が膀胱促進的に，ドパミンD1神経系，アセチ
ルコリン神経系が膀胱抑制的に働いており，
その障害によりDOなどを来すことが想定さ
れた 2）．尿閉（脳ショック期）時には排尿筋低
活動がみられ，ウロダイナミクスの経過で正
常化するものと排尿筋過活動に移行するもの
がみられた 4）．
脳卒中後のOABは，自然に軽快する場合
が多い．しかし，OABが残る場合は，認知機
能に影響が少ない末梢性抗コリン薬（プロピ
ベリン，フェソテロジン，ソリフェナシン，
イミダフェナシンなど）や，選択的β3作動薬
（ミラベグロン，ビベグロン）などを選ぶとよ
いと考えられる．

2 脳幹部に病変を生じた脳卒中患者と
 下部尿路症状

脳幹部の脳卒中では，39人中半数に下部尿
路機能障害がみられ，前出の大脳半球病変の
患者群での調査と異なり，排出困難が28%，
尿閉が21%と，排尿症状が比較的多かった．
排出困難・尿閉は，眼球運動麻痺，感覚障害
に随伴することが多かった．病変部位別に下
部尿路機能障害との関連を検討すると，橋排
尿中枢を含む橋被蓋の病変で多かった 3）．
ウロダイナミクス検査ではDOが72%，排

表 脳卒中（大脳半球）と下部尿路機能障害

症　状
脳卒中患者

72人中の人数

下部尿路機能障害 38（53%）

蓄尿症状

夜間頻尿 26（36%）

切迫性尿失禁 21（29%）

尿意切迫感 17（24%）

日中頻尿 13（13%）

遺尿症 4（6%）

排出症状
排尿困難感 18（25%）

尿閉 4（6%）

 （文献4より引用，一部改変）
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1 認知症疾患別にみる下部尿路症状

a かくれ脳梗塞
筆者らが以前，かくれ脳梗塞の歩行障害・

OAB・認知症症状について調べたところ，か
くれ脳梗塞では，OAB，特に夜間頻尿が最も
早期から出現していた（図2）7）．すなわち，か
くれ脳梗塞では，夜間頻尿が初発症状となる
ことが少なくないと思われた．したがって，
逆に，高齢者で生じる夜間頻尿の原因として，
かくれ脳梗塞が大きく影響している可能性が
考えられる 7, 8）．
かくれ脳梗塞では前頭前野の血流低下がみ
られる．前頭前野は排尿反射に対して抑制的
に働くため，その障害によりOABを来した
と考えられる．最近の研究では，かくれ脳梗
塞患者の前頭前野などで脳内アセチルコリン
神経の活動が低下していることが示されてお
り，かくれ脳梗塞のOABにもアセチルコリン
神経の関与が推察される．同様に，かくれ脳
梗塞でのOABの発現は，高次機能障害の一
つである前頭葉遂行機能の低下と相関するこ
とが示され，前頭前野の病変がOABと高次
機能障害の両者を引き起こすことが示唆され
た．同様に，前頭葉のうち運動制御に関わる
補足運動野の両側病変などが，かくれ脳梗塞

尿筋低活動が27%に認められた 3, 5）．これら
は，排尿反射を中継・制御している橋排尿中
枢が障害されたことによるものと考えられ
る．脳幹部の脳卒中でウロダイナミクスの経
過をみた報告は少ないが，脳卒中による排尿
困難は自然軽快することが多く，慢性期に間
欠導尿が必要となることは少ないように思わ
れる．
筆者らの経験では，脳卒中急性期の尿道バ

ルーンカテーテルが，亜急性期・慢性期に至っ
ても抜去困難である場合，男性では前立腺肥
大症，男性・女性では腰椎症・糖尿病性の末
梢神経障害が原因となることが多かった．後
者の末梢型神経因性膀胱については，ウロダ
イナミクス・括約筋筋電図検査，腰椎MRI検
査，血糖・HbA1c，神経伝導検査を行うと参
考になると思われる．

認知症に伴う下部尿路機能障害

高齢化社会を迎え，認知症が社会的問題と
なっている．認知症は，緩徐進行性であり，
下部尿路症状，歩行障害とともに，日常生活
を障害する重要な症状と言える．また，認知
症は，80代の一般人口の３割にみられる．原
因となる認知症疾患は，画像による検討では，
かくれ脳梗塞（白質型多発性脳梗塞）が80%，
アルツハイマー病が30%，レビー小体型認知
症が７%程度と考えられており，最近，これ
ら３疾患の合併も知られるようになってきた
（図1）6）．このうち，かくれ脳梗塞とアルツ
ハイマー病の合併が多い．すなわち，高齢者
の歩行障害・転倒・誤嚥とOABの原因とし
てかくれ脳梗塞が，認知症の原因としてアル
ツハイマー病が大きく関与しているものと考
えられる．

図1  加齢と認知症疾患の頻度
（文献6より引用，一部改変）
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大脳白質病変のグレード評価

　　1項目該当　　　3項目該当

歩行障害（①速度の低下，②小刻み・
加速歩調，③姿勢反射の喪失） 　　MMSE＜24　　　MMSE＜19

平均 MMSE

a 過活動膀胱 c 認知機能b 歩行障害
＊  ＜0.05p＊  ＜0.05p＊  ＜0.05p

大脳白質病変のグレード評価大脳白質病変のグレード評価

M
M
S
E
ス
コ
ア

d その他の認知症疾患
前出の認知症疾患と比べると頻度は少ない
ものの，重要な認知症疾患として，前頭側頭
型認知症 11），クロイツフェルト・ヤコブ病 12），
神経核内封入体病 13），正常圧水頭症 14）などが
あり，いずれも下部尿路機能障害を来すこと
が知られている．

のすくみ足・歩行障害に関与していることが
知られるようになってきた 9, 10）．
b レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は比較的少ないが，歩

行障害・OAB・認知症の３症状がともに目立
つ疾患と言える．レビー小体型認知症は，パー
キンソン病が大脳皮質に広がった病気と言
え，基底核ドパミンD1神経のみならず，前頭
前野アセチルコリン神経，脳幹縫線核セロト
ニン神経などに広汎な病変がみられる．これ
らが，歩行障害・OAB・認知症（およびうつ
症状）を来す機序と想定される 9, 10）．
c アルツハイマー病
アルツハイマー病の若年発症例では，歩行

障害やOABが目立たず，認知症のみが前景
をなすことが多い．このようなpureアルツ
ハイマー病では，かくれ脳梗塞やレビー小体
型認知症と比べると少ないがOABが40%に
みられる（図3）．その機序として，膀胱抑制
的に働く脳内アセチルコリン神経（ムスカリ
ン性M1，M3受容体など）の活動性の低下など
が推察されている．

図2  高齢者のかくれ脳梗塞と過活動膀胱（OAB）
かくれ脳梗塞（白質病変）が顕著なものでOABがより目立っていた．これらのOABの頻度は，歩行障害，認知症よりも高頻度であった．

（文献7より引用，一部改変）

図3  アルツハイマー病とかくれ脳梗塞の下部尿路
症状の比較
かくれ脳梗塞で昼間頻尿，夜間頻尿が多いことがわかる．
一方，pureアルツハイマー病では下部尿路症状は少ない．
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多く，さらに加齢に伴う前立腺肥大症，腹圧
性尿失禁，加齢性残尿（腰椎症，糖尿病性の末
梢神経障害など），機能性失禁，薬剤性障害が
しばしば重畳するので，個別性を大事にし，
できる限りのワークアップと対処が望まれる．
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2 認知症に伴う下部尿路症状への対処法

a 下部尿路症状への薬物治療
認知症疾患によるOABに対しては，認知
機能に影響が少ない抗コリン薬（プロピベリ
ン，フェソテロジン，ソリフェナシン，イミ
ダフェナシンなど），選択的β3作動薬（ミラベ
グロン）などを選ぶとよいと考えられる 15-17）．
b その他の対処法
認知機能のもの差しとして使われるミニメ

ンタルステート検査（MMSE）の結果が10/30

点未満と，機能低下が高度な場合は，膀胱・
尿道の機能異常による下部尿路症状ではな
く，機能性尿失禁（運動機能・認知機能や，環
境を原因とする尿失禁）が高頻度にみられる．
これは，トイレで排尿する意思がない，トイ
レの場所・容器が判断できない，衣類の着脱
の仕方がわからないなどのために失禁してし
まうもので，失禁に対する無関心がしばしば
同時にみられる．同様に，歩行のもの差し（歩
行テスト）で杖なし５m歩行が困難な場合も，
機能性尿失禁が多い．これは，トイレまで間
に合わず失禁してしまうものである．歩行障
害は，認知症疾患によるものに加えて，座位
から尻を持ち上げられない（廃用性萎縮，サ
ルコペニア），痛みをかばう（腰椎・膝関節症）
などがしばしばみられる．
対処として，認知症に対して生活指導と認

知症治療薬（ドネペジルなど）を，運動障害に
対してリハビリテーションと歩行障害改善薬
（レビー小体型認知症におけるレボドパ，ゾ
ニサミドなど）を行う．同時に，促し排尿（行
動療法）を行い，やむを得ない場合，オムツの
着用を行う 18, 19）．

まとめ

本稿では，脳卒中，認知症による下部尿路
機能障害について述べた．脳疾患ではOABが

Feature　| 下部尿路症状
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