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1 多尿，夜間多尿

1）生活指導，行動療法（推奨グレード E）
　PubMed検索を“nocturnal polyuria”と“behavioral（therapy）”のキーワードで行い，77編 

の論文を得たが，成人夜間頻尿に関する原著論文はなく，review articleの 3編を引用
した 1–3）。しかし，どの review articleにおいても，夜間多尿の初期治療としてまず行
うべき治療であると推奨されている。
　飲水量に関しては，4編の論文を引用した 4– 7）。

a．飲水に関する指導
　飲水指導としては，夜間の飲水過多，アルコール，カフェインは夜間多尿の因子と
報告されているのでそれらを避ける必要がある 1 –3）。特に飲水過多に対しては，飲水
のバランスを調節する必要がある 3）。通常，排尿日誌をもとに，まず飲水と尿量の状
況を把握し，全日多尿であるか，夜間のみの多尿であるかについても把握する必要が
ある。飲水指導において問題となるのは，脱水による脳梗塞の発症または悪化の危険
である。特に高齢者においては，脱水が脳梗塞の発症因子であることは報告されては
いるが，過度の飲水がいわゆる「血液をさらさらにする」効果により，脳梗塞の予防
になっているというエビデンスはなく，飲水後に血液粘稠度の変化は認められなかっ
たと報告されている 4）（レベル V）。
　1日の飲水量の基準としては，24時間尿量または体重が目安となる。正常成人の平
均 24時間尿量/体重は 23±2 mL/kgであり 5）（レベル III），29 mL/kg以上では低ナトリ 

ウム（Na）血症などを生じるリスクが高くなることが報告されている 6）（レベル I）。ま
た，20 mL/kg未満では脱水の危険があり，30 mL/kg以上は夜間多尿の因子となりう
るという報告がある 7）（レベル V）。これらを考慮すると，一般的に 24時間尿量がおお 

よそ 20～25 mL/kgとなるような飲水指導が適当と思われる。これは 1日の飲水量と
して，体重の 2～2.5%に相当する。夜間多尿に対する飲水指導での無作為比較試験
（RCT）の報告は今のところなく，ただ制限したのみでは夜間多尿は改善しないとの
報告もある 2）。
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尿失禁を伴う症候群と定義され 1，2），蓄尿障害の代表的疾患と考えられている。OAB 

治療のなかでは薬物療法が根幹をなすものである 3）。現在，OABに対してさまざま
な薬剤が使用されているが，これらのなかで，有用性や安全性について検討がなされ
ているのは抗コリン薬であり，最も多く用いられている。しかし，抗コリン薬の使
用にあたっては，全身のムスカリン受容体の遮断作用による副作用を十分考慮する
必要がある。夜間頻尿は下部尿路症状（lower urinary tract symptoms; LUTS）のなかで
も QOLを最も損なう症状であることが本邦の疫学調査でも示されており 4），最近は，
睡眠へも影響を及ぼすことが示されている 5）。
　表 13（p.51）に各薬剤の論文のランク付けと推奨グレードをまとめた。

a．抗コリン薬
　抗コリン薬が夜間頻尿を改善するメカニズムについて検討している論文はほとん
どないが，夜間頻尿のメカニズムの一つとしては，夜間の排尿筋の不随意の収縮と 

それに基づく膀胱容量の低下が関与していると考えられている 6）。Hirayamaらは，
LUTSを有する 50歳以上の男性 114例の冷水試験の結果から，冷水試験陽性の排尿
筋過活動を有するものはそうでないものに比べて膀胱容量が有意に少なく，夜間排尿
回数も有意に多いことを示した 7）（レベル V）。また，冷水試験陽性の排尿筋過活動を
有するものの割合は，夜間頻尿群で有意に高かったことから，夜間多尿に加えて，C

線維を介した知覚神経の活性化が夜間頻尿に関与している可能性を示唆している。抗
コリン薬の作用機序については，最近，知覚神経のムスカリン受容体を介した作用も 

考えられており 8）（レベル III），抗コリン薬の夜間頻尿改善に対する作用メカニズムの
一端を示唆しているものと考えられる。
　OAB治療薬として使用されている抗コリン薬については，本邦で最近承認を受け
た新規 OAB治療薬を含めさまざまな薬剤において，排尿回数や切迫性尿失禁を有意 

に改善し，安全性も高いことが，数多くの RCTで認められている 9 –17）（レベル I）。し
かし，夜間頻尿を中心に試験を行っている RCTはさほど多くない。各種抗コリン薬
について，夜間頻尿に対する作用を中心に述べる。

（1）プロピベリン（推奨グレード A）（表 13）
　抗ムスカリン作用と Ca拮抗作用を有する薬剤である。その薬物動態や代謝物の作
用についてはいまだ不明な点もある。本邦では，頻尿・尿失禁に対して最も頻繁に使 

用され，安全性が認められている薬剤である。投与量は 1日 20 mg（分 1または 2）
であり，夜間頻尿に対する効果を検討したいくつかの報告がある。
　頻尿・尿失禁に対するプロピベリンの臨床効果はプラセボ錠を対照薬として検証さ
れ，プロピベリンはプラセボに比して夜間頻尿の自覚症状を有意に改善していた 18）

（レベル I）。また，頻尿・尿失禁を合併する BPH患者に対するタムスロシン単独投与
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