
　池脇　平成に入ってからは国として
しっかり、安全性を含めて、きちんと
証明されたものだけを食品業界で使っ
ていいというシステムが確立されてい
るのですね。
　佐藤　そうですね。
　池脇　こういったものは諸外国と日
本で多少規制の基準に違いはあるので
しょうか。
　佐藤　アメリカでは、着色料は食品
添加物とは別に規制されており、その
他にGRAS物質（一般に安全とみなさ
れる物質）があります。GRAS物質は、
アメリカ食品医薬品局（FDA）や民
間の専門家によって安全性が評価され、
GRASと認定されたものです。また、
1997年に届け出GRAS制度が施行され
ました。届け出をすればFDAが同意し
ない場合でも、その物質により危被害

が発生しないかぎり、自己責任下で
GRAS物質として販売を続けることが
できます。ヨーロッパ（欧州連合〈EU〉）
は食品添加物と酵素、香料、栄養素に
使える添加物は別扱いで、それぞれポ
ジティブリスト化されています。また、
加工助剤も食品添加物に含まれていま
せん。
　池脇　アメリカに比べると、日本は
より安全性をきちんと担保していると
いうことですね。
　佐藤　日本のほうが厳しい部分とか、
アメリカのほうが厳しい部分とか、い
ろいろあります。国によって考え方は
異なりますが、それぞれ必要な規制を
行っているのだと思います。
　池脇　人工甘味料も含めて、日本の
食品添加物の安全性が確認できたと思
います。ありがとうございました。

　山内　勝岡先生、気腫性とか閉塞性
尿路感染症など特殊なものは時々耳に
はするのですが、実際に例えば気腫性
ですと、どういったものがあるのでし
ょうか。
　勝岡　気腫性尿路感染症は比較的ま
れな疾患といわれています。この疾患
の定義ですが、気腫性腎盂腎炎につい
ては、腎盂・腎杯あるいは腎実質、腎
周囲にガスが貯留した壊死性の尿路感
染症です。気腫性膀胱炎は、膀胱腔内
や膀胱壁内にガスの貯留がある状態と
定義しています。
　山内　ガスですが、いったいどこか
ら出てくるのでしょうか。
　勝岡　細菌感染により組織内のグル
コースが上昇することと、グルコース
の発酵によって炭酸ガス（CO2）が産
生されます。

　山内　それは壁などにくっついてい
るのでしょうか。それとも、細胞の中
に入ってしまっているのでしょうか。
　勝岡　気腫性膀胱炎だったら膀胱壁
内にあって、それが膀胱腔内に放出し
てくる状態です。ガスが血中に回らな
いで、膀胱壁の虚血という状態もある
ために、膀胱にとどまってしまうと考
えられています。
　山内　起炎菌はガス産生性と見てよ
いのですね。
　勝岡　そうですね。起炎菌としては、
最も多いのはE. coliで、次はKlebsiella 
pneumoniae、あるいはProteus属など
グラム陰性桿菌が大半を占めています。
　山内　大腸菌ですと、ありふれたと
いえばありふれた菌ですが、その中の
一部のものが起こすというよりも、患
者さん側の因子にも何かあると見てよ

特殊な尿路感染症

大阪医科大学名誉教授／ポートアイランド病院院長
勝　岡　洋　治

（聞き手　山内俊一）

　気腫性尿路感染症（膀胱炎、腎盂腎炎）、閉塞性尿路感染症など、特殊な尿
路感染症についてご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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いのですね。
　勝岡　そうですね。宿主の因子とい
うのは発症に密接に関係しているとい
われていて、特に糖尿病の患者さん、
あるいは悪性腫瘍を合併している患者
さん、腎不全や肝硬変など免疫機能が
低下している患者さんで発症しやすい
といわれています。最近は糖尿病の患
者さんに目立ちます。
　山内　特別な症状はあるのでしょう
か。
　勝岡　症状は、腎盂腎炎あるいは膀
胱炎の症状になります。気腫性腎盂腎
炎であれば高熱、悪寒、そして背部痛
や側腹部痛になります。気腫性膀胱炎
であれば膀胱刺激症状や下腹部の違和
感、あるいは血尿が見られます。
　また、気腫性膀胱炎では、特徴的な
所見として気尿が認められます。
　山内　それは非常に特徴的ですね。
ただし、一般症状としては普通の膀胱
炎あるいは腎盂腎炎とさほど変わらな
いのですね。
　勝岡　変わらないですね。
　山内　そうしますと、結局のところ
はやはり画像診断で確定するわけです
か。
　勝岡　はい。
　山内　どういったあたりになるでし
ょう。
　勝岡　気腫性膀胱炎では、腹部単純
で玉石を重ねたようなガス所見や泡沫
様のガス所見を認めますが、何といっ

てもCT所見が特徴的です（図１）。
　山内　非常にわかりやすいのですね。
　勝岡　一見して明らかです。
　山内　難治性の膀胱炎などがありま
したら、CTを撮ってもいいというこ
とですか。
　勝岡　そうです。先ほど申しました
ように、基礎疾患や合併症がある患者
さんの膀胱炎で、遷延化した、あるい
は難治性であれば、積極的にCTを撮
るべきです。

図１　腹部及び骨盤部CT像

腎実質にガスの貯留を認める（矢印）。

膀胱内にガスの貯留を認める（矢印）。

　山内　治療はなかなか難しそうです
が、いかがでしょう。
　勝岡　治療は、保存治療が主体です
が、治療への反応性もよいので、まず
抗菌薬の投与になります。
　山内　特別そういった菌に有効な抗
菌薬というものはない。普通のもので
構わないということですか。
　勝岡　最近の傾向として大腸菌には
ESBL産生の分離率が非常に高いこと
もあるので、empiric therapyとして第
３世代のセフェム系薬、βラクタマー
ゼ阻害薬配合剤、カルバペネム系薬、
ニューキノロン系薬などが候補に挙が
ってきます。
　山内　何となくイメージとしては難
治性という感じがあるのですが、いか
がでしょうか。
　勝岡　気腫性尿路感染症は、泌尿器
科緊急性疾患の一つとしてとらえてい
まして、容易に敗血症ショックをきた
す、非常に予後不良な重症疾患なので、
最初の対処が非常に大事になってきま
す。
　山内　最初の治療、抗菌薬をきっち
りと行うことが大事なのですね。
　勝岡　ちなみに、敗血症ショック時
において最も重要なことは初期蘇生で
す（図２）。
　山内　よく我々も迷うのですが、ど
のぐらいの期間抗菌薬を処方したらい
いのか。またすぐに再発してくるよう
な感じもしますが、このあたりはどう

なのでしょうか。
　勝岡　ただ今申し上げたように、敗
血症に移行しやすいので、初期治療が
非常に重要です。
　山内　そのあたりは後ほどまたうか
がうとして、もう一つの閉塞性尿路感
染症はどういったものを指すのでしょ
うか。
　勝岡　これは尿路結石などによって
尿流が停滞、うっ滞すると、腎盂や尿
管の内圧が上昇します。そうすると、
腎盂内や尿管内で細菌が粘膜を通して
侵入して菌血症、あるいは敗血症のよ
うな全身性炎症反応症候群（SIRS）に
発展するということです。
　閉塞性尿路感染症については、結石
性の腎盂腎炎とか、うっ滞性の腎盂腎
炎とか、いろいろな呼び方があります。
重症化するということでは共通の認識
としてあるのですけれども、用語集に
もこの病名は記載がありません。教科
書的にも治療法がまだ確立されていな
い疾患です。
　山内　イメージ的には、いわゆる水
腎症というものがありますが、それの
中でばい菌が繁殖している状態と見て
よいのでしょうか。
　勝岡　水腎が格好の培地になってい
るのです。
　山内　重症化しやすいのですね。
　勝岡　そうです。
　山内　そうしますと、こういった疾
患が結局敗血症などの方向にいくので
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いのですね。
　勝岡　そうですね。宿主の因子とい
うのは発症に密接に関係しているとい
われていて、特に糖尿病の患者さん、
あるいは悪性腫瘍を合併している患者
さん、腎不全や肝硬変など免疫機能が
低下している患者さんで発症しやすい
といわれています。最近は糖尿病の患
者さんに目立ちます。
　山内　特別な症状はあるのでしょう
か。
　勝岡　症状は、腎盂腎炎あるいは膀
胱炎の症状になります。気腫性腎盂腎
炎であれば高熱、悪寒、そして背部痛
や側腹部痛になります。気腫性膀胱炎
であれば膀胱刺激症状や下腹部の違和
感、あるいは血尿が見られます。
　また、気腫性膀胱炎では、特徴的な
所見として気尿が認められます。
　山内　それは非常に特徴的ですね。
ただし、一般症状としては普通の膀胱
炎あるいは腎盂腎炎とさほど変わらな
いのですね。
　勝岡　変わらないですね。
　山内　そうしますと、結局のところ
はやはり画像診断で確定するわけです
か。
　勝岡　はい。
　山内　どういったあたりになるでし
ょう。
　勝岡　気腫性膀胱炎では、腹部単純
で玉石を重ねたようなガス所見や泡沫
様のガス所見を認めますが、何といっ

てもCT所見が特徴的です（図１）。
　山内　非常にわかりやすいのですね。
　勝岡　一見して明らかです。
　山内　難治性の膀胱炎などがありま
したら、CTを撮ってもいいというこ
とですか。
　勝岡　そうです。先ほど申しました
ように、基礎疾患や合併症がある患者
さんの膀胱炎で、遷延化した、あるい
は難治性であれば、積極的にCTを撮
るべきです。

図１　腹部及び骨盤部CT像

腎実質にガスの貯留を認める（矢印）。

膀胱内にガスの貯留を認める（矢印）。

　山内　治療はなかなか難しそうです
が、いかがでしょう。
　勝岡　治療は、保存治療が主体です
が、治療への反応性もよいので、まず
抗菌薬の投与になります。
　山内　特別そういった菌に有効な抗
菌薬というものはない。普通のもので
構わないということですか。
　勝岡　最近の傾向として大腸菌には
ESBL産生の分離率が非常に高いこと
もあるので、empiric therapyとして第
３世代のセフェム系薬、βラクタマー
ゼ阻害薬配合剤、カルバペネム系薬、
ニューキノロン系薬などが候補に挙が
ってきます。
　山内　何となくイメージとしては難
治性という感じがあるのですが、いか
がでしょうか。
　勝岡　気腫性尿路感染症は、泌尿器
科緊急性疾患の一つとしてとらえてい
まして、容易に敗血症ショックをきた
す、非常に予後不良な重症疾患なので、
最初の対処が非常に大事になってきま
す。
　山内　最初の治療、抗菌薬をきっち
りと行うことが大事なのですね。
　勝岡　ちなみに、敗血症ショック時
において最も重要なことは初期蘇生で
す（図２）。
　山内　よく我々も迷うのですが、ど
のぐらいの期間抗菌薬を処方したらい
いのか。またすぐに再発してくるよう
な感じもしますが、このあたりはどう

なのでしょうか。
　勝岡　ただ今申し上げたように、敗
血症に移行しやすいので、初期治療が
非常に重要です。
　山内　そのあたりは後ほどまたうか
がうとして、もう一つの閉塞性尿路感
染症はどういったものを指すのでしょ
うか。
　勝岡　これは尿路結石などによって
尿流が停滞、うっ滞すると、腎盂や尿
管の内圧が上昇します。そうすると、
腎盂内や尿管内で細菌が粘膜を通して
侵入して菌血症、あるいは敗血症のよ
うな全身性炎症反応症候群（SIRS）に
発展するということです。
　閉塞性尿路感染症については、結石
性の腎盂腎炎とか、うっ滞性の腎盂腎
炎とか、いろいろな呼び方があります。
重症化するということでは共通の認識
としてあるのですけれども、用語集に
もこの病名は記載がありません。教科
書的にも治療法がまだ確立されていな
い疾患です。
　山内　イメージ的には、いわゆる水
腎症というものがありますが、それの
中でばい菌が繁殖している状態と見て
よいのでしょうか。
　勝岡　水腎が格好の培地になってい
るのです。
　山内　重症化しやすいのですね。
　勝岡　そうです。
　山内　そうしますと、こういった疾
患が結局敗血症などの方向にいくので
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すね。
　勝岡　はい。
　山内　このあたりをもう少し解説願
えますか。
　勝岡　閉塞性尿路感染症が重症化し
ますと、膿腎症という状態になること
があるのです。膿腎症というのは、腎

盂や腎杯や腎実質に膿汁が充満する状
態を言っているわけで、閉塞性あるい
は結石性腎盂腎炎が進展・悪化した場
合に起こる状態です。
　山内　かなり重そうですね。
　勝岡　重症ですね。治療の話になり
ますが、閉塞性のものに関しては、当

図２　初期蘇生のフローチャート

（臨床泌尿器科2016．70（8）．P.577より引用）

然通過障害の解除、具体的には泌尿器
科的処置としては尿管ステントの留置
や腎瘻の造設が必要になってくる。閉
塞している結石など異物があれば、取
り除く治療も必要になってきます。
　山内　敗血症という非常に高度な感
染症と尿路系はなかなか結びつきにく
いのですが、意外に多いと見てよいの
ですね。
　勝岡　尿路性敗血症（urosepsis）と
いう名称は、1970年代ごろから使われ
始めています。尿路感染症に関連した
敗血症ということで、尿と血液で同一
の菌種が分離された場合に尿路性敗血
症と定義しています。
　主に原因は閉塞性ですが、医原性の
ものが25％程度あります。例えば、泌

尿器科的内視鏡操作やカテーテル留置
によって敗血症に進展する場合があり
ます。
　山内　カテーテルなどでも出てくる
のでしょうか。
　勝岡　そうです。
　山内　そうしますと、長期的なカテ
ーテルなども注意しなければいけない
のですね。
　勝岡　尿の通過性の確認が必要です。
　山内　そういったリスク、糖尿病、
その他のバックグラウンドのリスク、
これらをよく注意しながらということ
になりますね。
　勝岡　基礎疾患や合併症への配慮が
大切です。
　山内　ありがとうございました。
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すね。
　勝岡　はい。
　山内　このあたりをもう少し解説願
えますか。
　勝岡　閉塞性尿路感染症が重症化し
ますと、膿腎症という状態になること
があるのです。膿腎症というのは、腎

盂や腎杯や腎実質に膿汁が充満する状
態を言っているわけで、閉塞性あるい
は結石性腎盂腎炎が進展・悪化した場
合に起こる状態です。
　山内　かなり重そうですね。
　勝岡　重症ですね。治療の話になり
ますが、閉塞性のものに関しては、当

図２　初期蘇生のフローチャート

（臨床泌尿器科2016．70（8）．P.577より引用）

然通過障害の解除、具体的には泌尿器
科的処置としては尿管ステントの留置
や腎瘻の造設が必要になってくる。閉
塞している結石など異物があれば、取
り除く治療も必要になってきます。
　山内　敗血症という非常に高度な感
染症と尿路系はなかなか結びつきにく
いのですが、意外に多いと見てよいの
ですね。
　勝岡　尿路性敗血症（urosepsis）と
いう名称は、1970年代ごろから使われ
始めています。尿路感染症に関連した
敗血症ということで、尿と血液で同一
の菌種が分離された場合に尿路性敗血
症と定義しています。
　主に原因は閉塞性ですが、医原性の
ものが25％程度あります。例えば、泌

尿器科的内視鏡操作やカテーテル留置
によって敗血症に進展する場合があり
ます。
　山内　カテーテルなどでも出てくる
のでしょうか。
　勝岡　そうです。
　山内　そうしますと、長期的なカテ
ーテルなども注意しなければいけない
のですね。
　勝岡　尿の通過性の確認が必要です。
　山内　そういったリスク、糖尿病、
その他のバックグラウンドのリスク、
これらをよく注意しながらということ
になりますね。
　勝岡　基礎疾患や合併症への配慮が
大切です。
　山内　ありがとうございました。

ドクターサロン60巻11月号（10 . 2016） （835）  3534 （834） ドクターサロン60巻11月号（10 . 2016）

1611本文.indd   34-35 16/10/13   21:16


	02-0015-2
	02-0016-1
	02-0016-2
	02-0017-1
	02-0017-2



