
　大西　堀先生、尿路感染症の治療と
いうことでうかがいたいと思います。
　まず初めに、尿路感染症もいろいろ
あるかと思いますけれども、そのあた
りを具体的に教えてください。
　堀　尿路感染症を分類すると、まず
感染の部位から、膀胱炎、腎盂腎炎と
分けることができますし、単純性なの
か、それとも基礎疾患のある複雑性な
のかというところでも分類することが
できると思います。特に、基礎疾患を
有する複雑性の尿路感染症ですと、ス
テロイド薬を使っている方とか、糖尿
病のある方、あとは尿流に障害のある
腎結石のある方ですとか、腫瘍をお持
ちの方、そういう方も含めて複雑性に
なりますし、尿路感染症を考える場合
には男性も複雑性になってしまいます。
　大西　分類というのはある程度症状
から推測できるものなのでしょうか。
　堀　尿路感染症の症状として有名な
のは、頻尿、排尿痛、残尿感、下腹部
の不快感などがあります。それは膀胱
炎、腎盂腎炎で共通に見られると思い

ますが、腎盂腎炎になると熱が出ます
し、いわゆるコスト・フレニック・ア
ングルという、背骨と肋骨の角のとこ
ろをたたくと痛い、叩打痛があるとい
うのが特徴的だと思います。
　大西　そのように分類する意義につ
いて教えていただけますか。
　堀　実は、同じ尿路感染症といって
も、膀胱炎と腎盂腎炎、また単純性と
複雑性で原因菌がだいぶ違っています。
そうすると、治療をスタートするとき
に、感染部位がどこなのか、単純性か
複雑性かを分けることによって治療薬
が決まります。ですので、どこなのか
ということをきちんと見て、患者さん
を診断していくことが大事だろうと思
います。
　大西　分類によってかなり分かれて
くるのですね。そうしますと、尿路感
染症の実際の診断と、さっき出た細菌
学的な検査、そのあたりの意義を教え
ていただけますか。
　堀　膀胱炎では、単純性の膀胱炎で
すと、大腸菌がその原因菌の大部分を

占めています。大腸菌が70％とか80％
とかを占めているという報告がありま
す。一方で、セラチアとか緑膿菌など
は非常に少ない状況なのですが、これ
が複雑性の膀胱炎になると、大腸菌の
頻度が減って、緑膿菌やセラチア、場
合によってはエンテロコッカスなども
増えてきます。
　この単純性と複雑性の違いは腎盂腎
炎でも同じような傾向があります。単
純性の腎盂腎炎ですと大腸菌が多く、
複雑性の腎盂腎炎になると原因菌が多
彩になってくるということです。
　また、さらに耐性の度合いを見てい
くと、どうしても単純性の尿路感染症
のほうが感受性のいい菌が出てきます
が、複雑性の尿路感染症になるとどう
しても耐性の度合いが高くなってきま
すので、治療薬を考える際に、また入
院・退院を考える際には重要なポイン
トになるのだろうと思います。
　大西　臨床症状でもある程度推測は
つくというお話だったのですが、実際
の尿の検査で、これは腎盂腎炎である
とか、膀胱炎であるとか、そういう補
助的な診断はあるのでしょうか。
　堀　尿路感染症の診断には、尿検査、
尿培養が大事になってきます。尿で考
えると、私どもが学生時代、30年ぐら
い前ですと、antibody coated bacteria
が出ると腎盂腎炎だという話がありま
したが、このごろはあまりそういう検
査はしなくなりました。ただ、膀胱炎

では、末梢血液の白血球やCRPなどは
あまり上がらないのですが、腎盂腎炎
では、発熱とともに白血球の増多、CRP
の増多、全身症状でだるいとか、そう
いうものが出てきますので、区別は比
較的つけやすいと思います。
　大西　それでは、次に治療の話に移
りたいのですけれども、一般的な尿路
感染症の治療について教えてください。
　堀　尿路感染症は、今お話ししまし
たように、単純性、複雑性と、それか
ら部位でみますと膀胱炎、腎盂腎炎で
原因菌が違います。それを考えて抗菌
薬を選ばなくてはいけないと思います。
　まず単純性の膀胱炎で見ると、やは
り大腸菌が多いですし、比較的感受性
のよい菌が多い。よく使われるのがキ
ノロン薬などの経口で、それも短期間
の経口でよいようになっていると思い
ます。逆に複雑性の膀胱炎になると、
今度は大腸菌だけではなくて、そのほ
かの菌も出てきますし、耐性化も考え
られることから、キノロン薬などを使
うこともありますが、投与日数は７～ 
14日ぐらい、長く使うことになります。
　腎盂腎炎ですと、単純性の腎盂腎炎
は大腸菌などが多いのですが、そうす
ると経口キノロン薬などで４～５日で
いいだろうということになりますが、
複雑性ですと１週間～10日、場合によ
っては点滴による抗菌薬投与も考えな
ければいけない状況だろうと思います。
　大西　しっかりと治療しなければい
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　大西　堀先生、尿路感染症の治療と
いうことでうかがいたいと思います。
　まず初めに、尿路感染症もいろいろ
あるかと思いますけれども、そのあた
りを具体的に教えてください。
　堀　尿路感染症を分類すると、まず
感染の部位から、膀胱炎、腎盂腎炎と
分けることができますし、単純性なの
か、それとも基礎疾患のある複雑性な
のかというところでも分類することが
できると思います。特に、基礎疾患を
有する複雑性の尿路感染症ですと、ス
テロイド薬を使っている方とか、糖尿
病のある方、あとは尿流に障害のある
腎結石のある方ですとか、腫瘍をお持
ちの方、そういう方も含めて複雑性に
なりますし、尿路感染症を考える場合
には男性も複雑性になってしまいます。
　大西　分類というのはある程度症状
から推測できるものなのでしょうか。
　堀　尿路感染症の症状として有名な
のは、頻尿、排尿痛、残尿感、下腹部
の不快感などがあります。それは膀胱
炎、腎盂腎炎で共通に見られると思い

ますが、腎盂腎炎になると熱が出ます
し、いわゆるコスト・フレニック・ア
ングルという、背骨と肋骨の角のとこ
ろをたたくと痛い、叩打痛があるとい
うのが特徴的だと思います。
　大西　そのように分類する意義につ
いて教えていただけますか。
　堀　実は、同じ尿路感染症といって
も、膀胱炎と腎盂腎炎、また単純性と
複雑性で原因菌がだいぶ違っています。
そうすると、治療をスタートするとき
に、感染部位がどこなのか、単純性か
複雑性かを分けることによって治療薬
が決まります。ですので、どこなのか
ということをきちんと見て、患者さん
を診断していくことが大事だろうと思
います。
　大西　分類によってかなり分かれて
くるのですね。そうしますと、尿路感
染症の実際の診断と、さっき出た細菌
学的な検査、そのあたりの意義を教え
ていただけますか。
　堀　膀胱炎では、単純性の膀胱炎で
すと、大腸菌がその原因菌の大部分を

占めています。大腸菌が70％とか80％
とかを占めているという報告がありま
す。一方で、セラチアとか緑膿菌など
は非常に少ない状況なのですが、これ
が複雑性の膀胱炎になると、大腸菌の
頻度が減って、緑膿菌やセラチア、場
合によってはエンテロコッカスなども
増えてきます。
　この単純性と複雑性の違いは腎盂腎
炎でも同じような傾向があります。単
純性の腎盂腎炎ですと大腸菌が多く、
複雑性の腎盂腎炎になると原因菌が多
彩になってくるということです。
　また、さらに耐性の度合いを見てい
くと、どうしても単純性の尿路感染症
のほうが感受性のいい菌が出てきます
が、複雑性の尿路感染症になるとどう
しても耐性の度合いが高くなってきま
すので、治療薬を考える際に、また入
院・退院を考える際には重要なポイン
トになるのだろうと思います。
　大西　臨床症状でもある程度推測は
つくというお話だったのですが、実際
の尿の検査で、これは腎盂腎炎である
とか、膀胱炎であるとか、そういう補
助的な診断はあるのでしょうか。
　堀　尿路感染症の診断には、尿検査、
尿培養が大事になってきます。尿で考
えると、私どもが学生時代、30年ぐら
い前ですと、antibody coated bacteria
が出ると腎盂腎炎だという話がありま
したが、このごろはあまりそういう検
査はしなくなりました。ただ、膀胱炎

では、末梢血液の白血球やCRPなどは
あまり上がらないのですが、腎盂腎炎
では、発熱とともに白血球の増多、CRP
の増多、全身症状でだるいとか、そう
いうものが出てきますので、区別は比
較的つけやすいと思います。
　大西　それでは、次に治療の話に移
りたいのですけれども、一般的な尿路
感染症の治療について教えてください。
　堀　尿路感染症は、今お話ししまし
たように、単純性、複雑性と、それか
ら部位でみますと膀胱炎、腎盂腎炎で
原因菌が違います。それを考えて抗菌
薬を選ばなくてはいけないと思います。
　まず単純性の膀胱炎で見ると、やは
り大腸菌が多いですし、比較的感受性
のよい菌が多い。よく使われるのがキ
ノロン薬などの経口で、それも短期間
の経口でよいようになっていると思い
ます。逆に複雑性の膀胱炎になると、
今度は大腸菌だけではなくて、そのほ
かの菌も出てきますし、耐性化も考え
られることから、キノロン薬などを使
うこともありますが、投与日数は７～ 
14日ぐらい、長く使うことになります。
　腎盂腎炎ですと、単純性の腎盂腎炎
は大腸菌などが多いのですが、そうす
ると経口キノロン薬などで４～５日で
いいだろうということになりますが、
複雑性ですと１週間～10日、場合によ
っては点滴による抗菌薬投与も考えな
ければいけない状況だろうと思います。
　大西　しっかりと治療しなければい
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けないのですね。
　堀　途中でやめると、再燃がありま
すので、きちんとした期間使っておか
なければいけないだろうと思います。
　大西　ごくポピュラーにある普通の
膀胱炎とか、比較的よく見るものがあ
りますが、その場合、どれぐらいを目
安にされていますか。例えば、症状が
消えたらやめていいのか、あるいは念
のためにもうちょっと使うのか。時々
迷うのですが。
　堀　女性の単純性の膀胱炎が一番多
いと思いますけれども、これですと、
例えばキノロン薬であれば３日ぐらい
は使っておいたほうがいいだろうと思
います。
　大西　こういった抗菌薬の使い方の
ガイドラインはある程度できて公表さ
れているのでしょうか。
　堀　日本化学療法学会と日本感染症
学会が合同で感染症治療のガイドライ
ンをつくっていまして、尿路感染症に
ついては、一番新しいのがついこの間
の化学療法学会誌、あるいは感染症学
会誌に載っています。これは学会のホ
ームページからアクセスできるはずで
すので、ご利用いただければと思いま
す。
　大西　学会員でなくてもホームペー
ジで見られるのですか。
　堀　見られると思います。
　大西　公開されているのですね。
　堀　公開になっています。もし見ら

れないようでしたら、学会に連絡して
いただければと思います。
　大西　抗菌薬に本当に感受性がある
かどうかの結果も重要かと思うのです
が、どのようにしたらよろしいでしょ
うか。
　堀　いかに単純性の膀胱炎が大腸菌
が多いといっても、違う場合もありう
ることですので、抗菌薬を使う前に細
菌学的検査、いわゆる尿培養と、感受
性の試験はオーダーしていただきたい
と思います。その結果が返ってきたと
ころで適切な抗菌薬に代える。例えば、
カルバペネムを使っていたらペニシリ
ン系に代えるとか、いわゆるデー・エ
スカレーションなども必要になってく
ると思います。そのためにも、感受性
の試験は重要なものになると思います。
　大西　つい最初の段階で検査をしな
いこともあるのですけれども、やはり
きちんと行ったほうがいいのですね。
　堀　そう思います。
　大西　感染対策上も尿路感染は重要
だと思いますが、今、耐性菌が非常に
問題になっています。そのあたりはい
かがでしょうか。
　堀　複雑性の尿路感染症とか、カテ
ーテルを留置されている方の感染症で
すと、何らかのかたちで抗菌薬が入っ
ていますので、やはり耐性菌の頻度は
高くなります。中でも、基質拡張型β
ラクタマーゼ（ESBL）をつくってい
る菌とか、そういう菌が出てくること

が多いので、これは感染対策として、
その菌が他の患者さんに広がらないよ
うにすることが大事ですし、怪しいと
思ったら、ちゅうちょなく感染対策を
しておくことが大切です。感染対策を
外すことは簡単ですけれども、遅れる
のは大きな問題になりますので、なる
べく早く危険を察知したほうがよいか
と思います。
　大西　ESBLなども時々大きな問題
になっていると思うのですけれども、
具体的にはどういった対策が重要と思
いますか。
　堀　ESBL産生菌などですと、接触
感染ですので、きちんと手洗い・手指
消毒をする。それから、患者さんにさ
わるときには手袋、ガウン、必要に応
じてマスクをするなどという、いわゆ
る感染対策をきちんとすることが大事

だろうと思います。
　大西　現場で口を酸っぱくして言っ
ても、なかなか十分でないことがある
のですけれども、地道な啓発が必要な
のでしょうか。
　堀　うっかりしていると病棟中に広
がる危険がありますので、面倒くさい
と思ってもきちんとやらなければいけ
ないことだろうと思います。
　大西　今後、尿路感染は多少様変わ
りしていくことも考えられるのでしょ
うか。特に、高齢者も増えてきますが。
　堀　高齢者、それから高齢者の施設
もありますので、耐性菌の問題がこれ
から大きな問題になってくるだろうと
思います。
　大西　十分気をつけなければいけな
いということですね。どうもありがと
うございました。
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けないのですね。
　堀　途中でやめると、再燃がありま
すので、きちんとした期間使っておか
なければいけないだろうと思います。
　大西　ごくポピュラーにある普通の
膀胱炎とか、比較的よく見るものがあ
りますが、その場合、どれぐらいを目
安にされていますか。例えば、症状が
消えたらやめていいのか、あるいは念
のためにもうちょっと使うのか。時々
迷うのですが。
　堀　女性の単純性の膀胱炎が一番多
いと思いますけれども、これですと、
例えばキノロン薬であれば３日ぐらい
は使っておいたほうがいいだろうと思
います。
　大西　こういった抗菌薬の使い方の
ガイドラインはある程度できて公表さ
れているのでしょうか。
　堀　日本化学療法学会と日本感染症
学会が合同で感染症治療のガイドライ
ンをつくっていまして、尿路感染症に
ついては、一番新しいのがついこの間
の化学療法学会誌、あるいは感染症学
会誌に載っています。これは学会のホ
ームページからアクセスできるはずで
すので、ご利用いただければと思いま
す。
　大西　学会員でなくてもホームペー
ジで見られるのですか。
　堀　見られると思います。
　大西　公開されているのですね。
　堀　公開になっています。もし見ら

れないようでしたら、学会に連絡して
いただければと思います。
　大西　抗菌薬に本当に感受性がある
かどうかの結果も重要かと思うのです
が、どのようにしたらよろしいでしょ
うか。
　堀　いかに単純性の膀胱炎が大腸菌
が多いといっても、違う場合もありう
ることですので、抗菌薬を使う前に細
菌学的検査、いわゆる尿培養と、感受
性の試験はオーダーしていただきたい
と思います。その結果が返ってきたと
ころで適切な抗菌薬に代える。例えば、
カルバペネムを使っていたらペニシリ
ン系に代えるとか、いわゆるデー・エ
スカレーションなども必要になってく
ると思います。そのためにも、感受性
の試験は重要なものになると思います。
　大西　つい最初の段階で検査をしな
いこともあるのですけれども、やはり
きちんと行ったほうがいいのですね。
　堀　そう思います。
　大西　感染対策上も尿路感染は重要
だと思いますが、今、耐性菌が非常に
問題になっています。そのあたりはい
かがでしょうか。
　堀　複雑性の尿路感染症とか、カテ
ーテルを留置されている方の感染症で
すと、何らかのかたちで抗菌薬が入っ
ていますので、やはり耐性菌の頻度は
高くなります。中でも、基質拡張型β
ラクタマーゼ（ESBL）をつくってい
る菌とか、そういう菌が出てくること

が多いので、これは感染対策として、
その菌が他の患者さんに広がらないよ
うにすることが大事ですし、怪しいと
思ったら、ちゅうちょなく感染対策を
しておくことが大切です。感染対策を
外すことは簡単ですけれども、遅れる
のは大きな問題になりますので、なる
べく早く危険を察知したほうがよいか
と思います。
　大西　ESBLなども時々大きな問題
になっていると思うのですけれども、
具体的にはどういった対策が重要と思
いますか。
　堀　ESBL産生菌などですと、接触
感染ですので、きちんと手洗い・手指
消毒をする。それから、患者さんにさ
わるときには手袋、ガウン、必要に応
じてマスクをするなどという、いわゆ
る感染対策をきちんとすることが大事

だろうと思います。
　大西　現場で口を酸っぱくして言っ
ても、なかなか十分でないことがある
のですけれども、地道な啓発が必要な
のでしょうか。
　堀　うっかりしていると病棟中に広
がる危険がありますので、面倒くさい
と思ってもきちんとやらなければいけ
ないことだろうと思います。
　大西　今後、尿路感染は多少様変わ
りしていくことも考えられるのでしょ
うか。特に、高齢者も増えてきますが。
　堀　高齢者、それから高齢者の施設
もありますので、耐性菌の問題がこれ
から大きな問題になってくるだろうと
思います。
　大西　十分気をつけなければいけな
いということですね。どうもありがと
うございました。
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