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下部尿路症状の原因 6
　頻尿，排尿困難，尿失禁などの下部尿路症状は何が原因で起こるのか。下部尿路症状の
分類から性別による症状の違い，下部尿路症状を来す病態や原疾患を解説します。

下部尿路症状の治療の選択肢 11
　下部尿路症状のなかでも年齢とともに有症状率が上昇する過活動膀胱について，そのス
クリーニングツールや治療（行動療法，薬物療法）のポイントを解説します。服薬指導に活
かすために，高齢患者や前立腺肥大症合併患者の薬物療法で注意したい点も併せて頭に入
れておきましょう。

下部尿路症状への対策
1　尿トラブルへのケア 18
　運動や食事，便秘など下部尿路症状に対する日常生活でのアドバイスを解説します。尿
とりパッドやおむつといった排泄用具の使い方に加え，薬剤師がアドバイスしやすい分野で
ある食事と便秘の改善方法について押さえておきましょう。

2　尿トラブルのセルフメディケーション 24
　下部尿路症状に用いられるOTC医薬品の特徴と，患者の訴えに応じた選び方を解説しま
す。重症の場合や，医療用医薬品の副作用が考えられる場合などの受診勧奨の要点も確認
しておきましょう。

特集　見逃さない！ 諦めない！ 尿トラブル解決の極意

今月号では

尿トラブルを見逃さない，
諦めないために

治療やケアのポイントを紹介します。
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6 調剤と情報  2018.8（Vol.24 No.11）

特 集 見逃さない！諦めない！尿トラブル解決の極意

（1554）

はじめに

　下部尿路は膀胱と尿道からなり，その機能障害は

蓄尿（storage）と排尿（voiding）に関わる種々の症状

を引き起こす。2002年の国際禁制学会の用語委員会

報告において，下部尿路の異常を下部尿路機能障害

（lower urinary tract dysfunction），下部尿路機能

障害が原因で起こる種々の症状を下部尿路症状

（lower urinary tract symptoms：LUTS）と称する

ことが提案された1）。

　わが国ではそれまで，膀胱・尿道の機能障害によ

り起こる症状を排尿障害（voiding dysfunction）と総

称していた。しかし，本来「排尿」という用語は尿排

出を意味するものであり，蓄尿と尿排出の両者を総

称する用語としては不適切で，診療の現場での混乱

を引き起こしていた。最近では，わが国でも国際禁

制学会の用語に従い，膀胱・尿道の機能障害に対し

て下部尿路機能障害という用語を用い，蓄尿機能障

害（storage dysfunction），排尿機能障害（voiding 

dysfunction）に分類して表現することが推奨されて

いる。本稿では，下部尿路機能障害により引き起こ

される症状であるLUTSの原因について解説する。

はじめに LUTSとは

　下部尿路機能は蓄尿と排尿からなり，蓄尿時には

膀胱排尿筋が弛緩，膀胱頸部・尿道の括約筋が収縮

する。逆に排尿時には括約筋が弛緩，膀胱排尿筋が

収縮し，これらの膀胱排尿筋と尿道括約筋の運動は

協調している。この蓄尿・排尿サイクルは，中枢・

末梢神経の働きにより精巧にコントロールされてい

る。下部尿路機能障害は膀胱や尿道が障害されるこ

とで蓄尿・排尿機能が障害されるもので，種々の臨

床症状を引き起こす。これらの症状を総称して

LUTSという。

1 LUTSの分類
　LUTSは，蓄尿症状（storage symptom），排尿症

状（voiding symptom），排尿後症状（post-micturition 

symptom）に分類される（表1）。蓄尿症状は膀胱蓄

尿期，排尿症状は膀胱排尿期，排尿後症状は排尿直

後にそれぞれみられる症状であるが，症状と病態を

対応させることは必ずしも正しくない場合がある。

例えば，尿失禁は蓄尿症状であり，腹圧性尿失禁は

尿道機能障害による蓄尿機能障害であり，切迫性尿

失禁は膀胱機能障害による蓄尿機能障害であるが，

LUTSとは

1 LUTSの分類

1
名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科学　後藤 百万

下部尿路症状の原因
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特集　 見逃さない！ 諦めない！ 尿トラブル解決の極意

11調剤と情報  2018.8 （Vol.24 No.11）

特 集 見逃さない！ 諦めない！ 尿トラブル解決の極意

（1559）

はじめに

　下部尿路症状（lower urinary tract symptoms：

LUTS），特に蓄尿症状はQOLに与える影響が大き

いため，積極的な治療が望まれる。しかし，蓄尿症

状を主訴に医療機関を受診することはハードルが高

く，放置されることも多い。

　男性の場合，排尿障害は泌尿器科専門医がその治

療に当たることが多い。しかし女性の蓄尿障害の場

合，尿失禁を伴っていることも多いため，恥ずかし

さから相談しにくい症状となっている。また，女性

の蓄尿症状は，生活習慣病である高血圧や糖尿病を

背景として生じることも多く，一般医家で治療され

る機会が増えている。薬局では言い出しにくい症状

であるため，薬剤師からの積極的な問いかけが必要

になる。

排尿症状の聴取

　正常な下部尿路機能は，尿を排出する「排尿機能」

と尿を膀胱内に溜める「蓄尿機能」から構成されてい

る。排尿機能，蓄尿機能が障害されると，それぞれ排

はじめに

排尿症状の聴取

尿症状，蓄尿症状を発症するが，これらの症状に排尿

後症状である残尿感を併せてLUTSと呼ぶ。排尿症状

を来す疾患は男性では前立腺肥大症，女性では膀胱

瘤・子宮脱などの骨盤内臓器下垂が多い。

　症状の聴取は国際前立腺症状スコア（International 

Prostate Symptom Score：IPSS）を用いると容易で

ある1）（表1）。表1の上から残尿感，頻尿，尿線途

絶，尿意切迫感，尿勢低下，腹圧排尿，夜間頻尿の

各症状に関する設問であり，尿線途絶，尿勢低下，

腹圧排尿が排尿症状である。それらの頻度を6段階

で評価し，LUTSの重症度を判定する。女性の場合

でも症状評価の有用性が証明されている。

過活動膀胱の診断と治療

　LUTSのなかでも特に尿意切迫感などの蓄尿症状を

もつものを新たに定義したのが過活動膀胱（overactive 

bladder：OAB）である。OABとは，尿意切迫感を必

須とした症候群であり，通常は頻尿と夜間頻尿を伴い，

切迫性尿失禁は必須ではない2）。

　OABは年齢とともに有症状率が上昇する。わが国

でも80歳以上の高齢者では37%に達すると報告され

ているため3），高齢者におけるOABの治療の必要性

過活動膀胱の診断と治療

福井大学医学部附属病院泌尿器科　横山 修，伊藤 秀明，青木 芳隆，松田 陽介

下部尿路症状の
治療の選択肢

2
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18 調剤と情報  2018.8（Vol.24 No.11）

特 集 見逃さない！ 諦めない！ 尿トラブル解決の極意

（1566）

コンチネンスジャパン株式会社　西村 かおる

下部尿路症状の対策①
尿トラブルへのケア

コンチネンスケアの基本

　コンチネンスとは排尿や排便が正常な状態を表す

“continence”の日本語表記で，専門用語で訳すと「禁

制」である。ちなみに失禁は英語で“incontinence”

といい，否定形の接頭語“in”を外した肯定形はコン

チネンスになる。つまり，禁制と失禁は健康と不健

康のように対になる意味をもつ。

　コンチネンスケアは，排泄障害の予防と治療に加

え，排泄障害が生活上の問題にならないようマネジ

コンチネンスケアの基本
メントすることで（図1），常にその人にとってベス

トな排泄状態を目指すケアである。

　排泄障害があっても問題なく生活できる状態は

「ソーシャルコンチネンス（社会的禁制）」と表現され

る。これは，最低でもおむつなどの排泄用具からの

尿漏れがなく，においやスキントラブルもない状態

のことを指す。そして，心理的・社会的に問題のな

い状態にコントロールすることが目標とされている。

最終的には，本人だけでなく介護者にとっても問題

のない状態がゴールとなる。

3

排泄障害の予防

排泄障害の治療

ソーシャル
コンチネンス

排泄用具の活用， 
カテーテルの利用など 

生活習慣の改善，骨盤底筋訓練，膀胱訓練， 
薬物療法，外科的治療など

生活習慣病の予防， 
骨盤底筋訓練の実施， 
適正体重など

図1　コンチネンスケアの枠組みと具体例
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24 調剤と情報  2018.8（Vol.24 No.11）

特 集 見逃さない！ 諦めない！ 尿トラブル解決の極意

（1572）

ネットパイロティング株式会社　米山 博史

下部尿路症状の対策②
尿トラブルの
セルフメディケーション
店頭での訴えに合わせたOTC薬の提案・選び方

OTC医薬品を取り扱ううえでの
留意点

　調剤した医薬品についての問い合わせかと思いき

や，症状についてのご相談。

　こういったことはドラッグストアではよくあるが，

「医師に相談してもらったほうがいいな」「薬のこと

ならわかるけど，症状の相談は受けたくないな」と

敬遠したくなる薬剤師も多いのではないだろうか。

　しかし，病院に行く前に，薬局をファーストアク

セスの場として選んでくれた相談者の気持ちには応

えたい。また，多くの薬局は今後「健康サポート薬

局」として地域に密着した健康情報の拠点になるとい

う使命を果たす必要がある。来局者からの健康相談

に乗るためには，症状や健康に関する知識のほか，

セルフメディケーションの要となるOTC医薬品に関

する知識も必要になるだろう。

OTC医薬品を取り扱ううえでの
留意点

来局者（50代女性）との会話（1）

来局者：「すみません。ちょっとお聞きしたいのですが…」
薬剤師：「どうされましたか？」
来局者：「最近，どうも残尿感があって気になっているんです」

1 薬剤師が行うのは生活者の手伝い
　そこで，こんなシーンに備えてOTC医薬品につい

て少し解説しておこう。

　「OTC医薬品」とは「Over The Counter」，つまり

カウンター越しに医薬品を手渡しで販売していた昔

のスタイルからきているもので，現在では「要指導医

薬品」と「一般用医薬品（第1類～第3類医薬品）」に

あたる，ざっくりいえば「市販薬」のことである。

　まず覚えておきたいのは，「OTC医薬品は，基本

的に軽度な症状を改善するためのものである」とい

うこと。来局者の症状を聞いたうえで，症状が軽度

であればOTC医薬品を勧めながら生活上のアドバイ

スを伝えるが，症状が重篤な場合や何らかの病気（悪

性腫瘍や腎炎など）が疑われる場合は医師への受診

勧奨を行うことになる。

　特に薬局薬剤師は，処方せんに書かれている医薬

品名から病状を推測することには慣れているが，今回

1 薬剤師が行うのは生活者の手伝い

4
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34 調剤と情報  2018.8（Vol.24 No.11）（1582）

連載にあたって

　このたび「小児への服薬支援」をテーマとした連載を執筆することになりました，上

荷裕広（うわに ゆきひろ）と申します。私は小児科の門前薬局薬剤師として23年間，

のべ40万人以上の子どもや保護者に対して服薬指導や服薬支援に取り組んでまいりま

した。私はこの経験をもとに「薬を飲む」ことを「服薬行動」としてとらえ，服薬指導

を行っております。

　この連載は，食品などを用いた単なる飲ませ方のテクニックをご紹介するものではあ

りません。発達心理学の視点から，かつ親の行動も含めた行動科学の視点から，事例

を中心にご紹介させていただきます。

　薬剤師として普段から子どもの服薬に関わる方はもちろんのこと，ご自身のお子さん

や大人の服薬指導についても参考にしていただけると考えておりますので，ご一読いた

だければ幸いです。

粉薬もシロップも，全く飲めません！

　今回の事例は4歳6カ月の男の子，あおいくん。当薬局へは初めての来局です。近隣

の小児科から「粉もシロップも全く飲めないお子さんです」との情報提供がありました。

まずはお母さんと面談を行い，状況を確認しましょう。

今回の患者プロフィール
あおい くん（仮名）
男児，4歳6カ月，一人っ子，保育園児
薬局の待合室でも一人でおとなしく絵本を読んでいる。

第1回
飲まない子どもと親の諦め，どう対応する？
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43調剤と情報  2018.8（Vol.24 No.11） （1591）

で見抜く

の

臨床推論

裏側

まずは，薬剤師からの一言

第4回

虫刺されの薬を
ください

マスカット薬局�臨床研究室�副室長　

小川 壮寛 【執筆】
社会医療法人清風会岡山家庭医療センター
奈義・津山・湯郷ファミリークリニック　

松下 明 【監修】�

何に刺されましたか？
どのような症状ですか？

ムカデに咬まれました。痛み
があって腫れています。塗り
薬をください。

 ❷

庭木の剪定をしていて，ハチ
に刺されました。大きかった
のでスズメバチだったかもし
れません。痛みもあるので塗
り薬をください。

 ❶

昨日，夕すずみをしていてブヨ
に咬まれたようです。腫れが
ひどくて痛みも続いています。
何か良い薬をください。

 ❸

子どもが蚊に刺されたときに使
おうと思っています。小さい
子でも使える虫刺され用の薬
をください。

 ❹

相談者の答えは……
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まずは「症状の推測」をしたいところですが……

　精神科の処方のなかに漢方薬が加えられたら，例えば，それが六君子湯であれば，

私たちはまず「摂食障害を起こしているのかな？」と勘繰りますし，半夏厚朴湯であれ

ば「咽喉頭異常感症なのかな？」と思います。『EBMによる心身医学領域の漢方の使い

方』（中井吉英 監，乾明夫 執筆，ライフ・サイエンス，2017）には，第一に選択すべ

き漢方薬として，表1の代表的な処方が紹介されています。

　しかし，同じ半夏厚朴湯を処方された患者さんでも，不安神経症の症状に悩んでい

る場合もあれば，抑うつの症状を抱えている場合もあり，少し意外なところでは，過

疾患・症状 第一選択の漢方薬

摂食障害（神経性食欲不振症），悪液質 六君子湯

過敏性腸症候群（便秘型），慢性便秘 大建中湯

慢性疲労症候群，起立性調節障害 補中益気湯

咽喉頭異常感症 半夏厚朴湯

慢性頭痛（片頭痛） 呉茱萸湯

慢性頭痛（緊張性頭痛） 釣藤散

自律神経失調症，更年期障害 加味逍遙散

不安障害 柴胡加竜骨牡蛎湯

認知症に伴う周辺症状，がん患者のせん妄 抑肝散

（中井吉英 監，乾明夫：EBMによる心身医学領域の漢方の使い方，ライフ・サイエンス，2017より）

表1　 「EBMによる心身医学領域の漢方の使い方」における第一に
選択すべき漢方薬

第8回   精神科で処方される漢方薬

文京調剤薬局　熊谷 慎一
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　Jさん（34歳）は1年半ほど前に流産を経験し，精神的に不安定となった。その後心療内科でうつ病と診断され，
下記薬剤を服用中である。一時コントロールが悪くなり，増量されたことがあるが，ここ1年は現在の量でコント
ロールされている。今回もいつものお薬を渡そうとしたところ，何か話したそうである。処方内容は以下の通り。

　セルトラリン錠25mg　1日1回　1回1錠　夕食後

今回のケース

J さんの訴え

　生理がこないなと思って産婦人科を受診したら，妊娠していることがわかりました。今，2カ月だそうで
す。今度はちゃんと育てないと……。心療内科の先生に相談したら，今までのお薬は継続するようにと言わ
れ，処方せんをもらいました。でも，赤ちゃんへの影響がとても心配になってきたんです。インターネット
で調べると，いろいろ書いてあります。本当に，大丈夫でしょうか？

注目するポイントは4つ！
■1 妊娠の時期

　妊娠2カ月（5週目），絶対過敏期である。

■2 疾患のコントロールと薬剤の必要性

　これまで継続して服用中である。急激な中断はうつ症状の悪化を招くと考えられ，注意が必要である。

■3 薬剤の胎盤通過性

　セルトラリンの胎盤通過性についての情報は以下の通り。

■4 薬剤の疫学データ

　セルトラリンの先天奇形および早産などの影響については，現在のところ否定的である。服薬によるリスクとともに，
突然の中断によるうつ症状の悪化のリスク上昇を考慮する。

●分子量：342.69ダルトン
●剤形：経口（小児適応なし）
●分配係数：700

●酸性・塩基性：塩基性
●蛋白結合率：98.4～98.6％
●半減期：24.1時間

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安
抗うつ薬・妊婦

「流産によるうつ病治療中に妊娠……
薬の継続，本当に大丈夫ですか？」

第15回

名城大学薬学部医薬品情報学　大津 史子

（完）
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変動するクレアチニン
─クレアチニンベースの腎機能評価の注意点─

熊本大学大学院生命科学研究部・薬学部�薬剤情報分析学分野�助教　近藤 悠希

第7回

Rp.1　セチリジン塩酸塩10mg　　1錠
� � 1日1回　就寝前　28日分

▶ 処方せん（皮膚科）

他科にてシメチジンを1日2回�1回400mgで2週間前より服用中。

▶ お薬手帳の情報

1.00�mg/dL（2カ月前）→�0.98�mg/dL（1カ月前）→�1.19�mg/dL（今回）

▶ 血清クレアチニン値

薬剤師： Aさん，こんにちは。今日も前回と同じお薬ですね。蕁麻疹の具合はどうですか？
A さん： この薬を飲んでいると調子が良いね。だから飲み忘れないように気を付けているよ。ちょっと胃が痛かっ

たけど，内科でもらった薬で胃の調子も良くなったしね。
薬剤師： それは良かったですね。薬を使っていて，何か気になることがありますか？
A さん： 特に体調で気になることはないなあ。最初に眠気が出るかもしれないって言われたけど，それも気にな

らないし……ああ，そういえば血液検査で，このクレアチニンっていう検査値が高くなっているんだけ
ど，何か問題ある？ 普段と変わったことがないから，ちょっとびっくりしたんだけど。

▶ 服薬指導にて

今月の症例

64歳男性（身長163 cm，体重65kg），
2カ月前から慢性蕁麻疹で通院中。

この患者の腎機能は…？
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アメナリーフ錠200mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

（1641）

アメナリーフ錠200mg
（アメナメビル）

医薬品名 ：アメナリーフ錠

一般名 ：アメナメビル

薬価基準収載日 ：2017年8月

薬価 ： 1,437.10円／錠（2018年6月時点） 

製造販売 ：マルホ

 効能・効果
　帯状疱疹

 用法・用量
　通常，成人にはアメナメビルとして1回400mgを1日1回食後に経口投与する。

 Point
▶ 非核酸類似体の新規作用機序の経口抗ヘルペスウイルス薬であり，効能・効果は帯状疱疹である。
▶  1回400mgを1日1回食後に経口投与であるが，腎機能に応じた投与量は設定されていない。
▶ 国内第Ⅲ相試験において，バラシクロビル塩酸塩と同程度の有効性が示された。
▶ 経口クリアランスに対する腎排泄の寄与率は約40％，CYP3Aによる代謝の寄与率は約60％と考えられる。

アメナリーフ錠の概要

第207回

東京大学医学部附属病院薬剤部　大野 能之
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 ……の前に考えること

　認知症が引き起こす各種症状は，誤嚥性肺炎のリスク上昇に繋がります。また，認
知症患者がなりやすいポリファーマシーや，治療でよく使われる抗精神病薬も，誤嚥
のリスクを高めることが知られています。今回のケースでは認知症と誤嚥性肺炎を
別々に考えるのではなく，柔軟に連動させて考察することが大切です。

 ……の前に考えること ……の前に考えること

認知症の
 薬物治療

鈴鹿医療科学大学薬学部　三輪 高市

ある女性から「父（79歳）は1年前にアルツハイマー型認知症と

診断されました。以前はめったに病気にならなかったのですが，

最近は頻繁に風邪をひいて，そのたびに主治医の先生から誤嚥性

肺炎だと説明されています。父の体にどんなことが起こっている

のでしょうか？　また，何かできることはないのでしょうか」と

相談を受けました。お父様は現在薬物治療中で，相談者である

娘さんとは同居されているとのことです。どのような助言をした

らよいでしょうか？

第8回
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薬局プレアボイドとインシデント事例において，薬剤師は一度は“ヒヤリ・ハッと”しており，
最後には“ホッと”胸をなで下ろしていることでしょう。このような意味から，筆者はこの薬局プレ
アボイドとインシデント事例を統合して“ヒヤリ・ハッと・ホッと事例”と呼ぶことにしています。
本稿では，全国各地において収集したヒヤリ・ハッと・ホッと事例について，要因を明確化し，
詳細に解析した結果を紹介します。

薬剤名から想像できない徐放剤，トビエース錠4mgを粉砕しそうになった！1
ケース

● カテゴリー ①薬局プレアボイド関係（医師とのコミュニケーション）

● 何が起こった？ �夕食後服用のトビエース錠4mg（徐放性フェソテロジンフマル酸塩錠）をカルボシステイン錠
500mg「トーワ」，ガナトン錠50mgと一緒に粉砕しようとした。

▼処方内容 80歳代の女性。施設入居中。処方オーダリング。

＊前回Doの印字処方が，往診時に手書き修正されていた。

＊実際に粉砕したものは5，7，8の3医薬品のみであった。

Rp.

1．レミニールOD錠12mg� � � 2錠
� �1日2回　朝夕食後　14日分
2．ツムラ抑肝散エキス顆粒� � � 5g
� �1日2回　朝夕食後　14日分
3．ファモチジンOD錠10mg「トーワ」� � � 2錠
� �1日2回　朝夕食後　14日分
4．グラケーカプセル15mg� � � 2Cap
� �1日2回　朝夕食後　14日分
5．ブロプレス錠8mg� � � 1錠
� �1日1回　朝食後　14日分
6．アムロジピンOD錠5mg「トーワ」� � � 1錠
� �1日1回　朝食後　14日分
7．カルボシステイン錠500mg「トーワ」� � � 3錠
� �1日3回　毎食後　14日分
8．ガナトン錠50mg� � � 3錠
� �1日3回　毎食後　14日分
9．トビエース錠4mg� � � 1錠
� �1日1回　夕食後　14日分
10．重質酸化マグネシウム「ケンエー」� � � 1g
� �1日3回　毎食後　14日分
� （上記，一包化，粉砕可能なものは粉砕）

話ヒヤリ  ハッとホッとした
東京大学大学院薬学系研究科�育薬学講座　澤田 康文
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