
するのですが、数十年もたちますと、
汗腺という汗を出す臓器が萎縮して、
ステロイドパルス療法にほとんど反応
しないことが多いようです。ですから、
暑いところにいると気持ちが悪くなる
とか、汗が出にくい、もしくは体がチ
クチクする、場合によってはコリン性
じんましんという小型の小さいじんま
しんのようなものが入浴すると出ると
いう症状が出てきたら、ぜひとも早く
専門病院に行っていただいて、無汗症
でないかどうかを調べてもらうことが
必要だろうと思います。
　池田　最近、厚生労働省の班会議で
活動されているとうかがったのですが。
　横関　厚生労働省の班会議で最近、
AIGAの診療ガイドラインができまし
て、診断基準、重症度基準ができると
同時に、指定難病として指定されまし
た。
　池田　だいぶ進歩しているというこ
とですね。
　横関　そうなのです。ですから、診
断基準だとか重症度、そして治療指針
に関しましては、そのガイドラインに
詳しくまとめられていますので、ぜひ
とも多くの先生方ならびに患者さんに
知っていただいて、治療をしていただ
ければと考えています。
　池田　こういった情報は難病情報セ
ンターで手に入るのでしょうか。

　横関　厚生労働省の難病情報センタ
ーのWebサイトで「無汗症」と入れて
検索いただくと、その診断基準、重症
度、治療指針がすべて入っていますの
で、ぜひとも参考にしていただければ
と思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

図３　AIGA（減汗領域95％）

図４　ステロイドパルス1クール後　
　　　（減汗領域23％）

東京大学コンチネンス医学講座特任教授
井　川　靖　彦

（聞き手　山内俊一）

　DIBキャップの使用方法や注意点についてご教示ください。
＜埼玉県開業医＞

DIBキャップ

　山内　井川先生、DIBキャップとは、
通院中の長期のバルーンカテーテル留
置の患者さんに対して開発されたもの
のようですが、どういうものなのでし
ょうか。
　井川　簡単に申し上げると、カテー
テルの尿が出てくる口のところにする
栓の一種、キャップの一つです。それ
に尿の出し入れをしやすいような工夫
がされているものです。
　山内　もともとはずっとバルーンカ
テーテルをやっていて、昔は採尿袋み
たいなものがあったのですが、これを
取り去ったところがオリジナルと考え
てよいのですね。
　井川　そうですね。キャップ自体を
使うことは昔から行われてはいたので
すが、キャップのつけたり外したりに、
けっこう力が必要だったり、尿意を感
じてから外すまでに手間取ったり、患

者さんにとっては結構大変なのです。
それを、キャップを一工夫して出しや
すくした。キャップの先端にマグネッ
トで閉じるような簡単なふたをつけて、
それでお年寄りなどでも簡単に外せる
ような仕組みにして、おしっこを出し
たいときにすぐに出せるような、そん
な工夫をしたものになっています。
　山内　そこが非常に工夫されて、結
果としてQOLが非常によくなったので
すね。
　井川　はい、そのとおりです。例え
ば、外出先や入浴のときなどに非常に
便利になっていると思います。
　山内　まず、そもそもこういったカ
テーテルを使う適応について、まず教
えていただきたいのですが。
　井川　尿道から膀胱に入れるバルー
ンカテーテルの適応は、基本的に自分
でうまく排尿できずに残尿がたくさん
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きに、キャップで栓をして動きやすく
してあげる。
　ただし、キャップをしていい方はけ
っこう限られるのです。例えば、本人
の尿意がはっきりしないという場合に
は、キャップをして尿を膀胱にためる
と、知らないうちに膀胱にたくさんた
め過ぎてしまって、その結果として感
染を起こしたり、腎臓に悪影響が出た
りすることがあります。したがって、
基本的には尿意がある程度わかる方が
原則です。
　山内　よく見られる神経因性膀胱の
ようなものは対象外になってしまうの
ですね。
　井川　そうですね。神経因性膀胱の
中で尿意が落ちているような方は避け
たほうがいいと思います。また、これ
も神経因性膀胱の方に多いのですが、
尿をためるときに膀胱が勝手に収縮し
てしまう過活動のある方、もしくは膀
胱の壁が硬くなって伸びない、低コン
プライアンス膀胱といいますが、そう
いった方の場合には、わずかな尿量で
も膀胱の中の圧力が高い状態にさらさ
れますので、キャップの栓で止めてし
まうと危険です。そういった方も避け
るべき対象になります。尿意があって、
余裕を持っておしっこをためられる方
がよい適応となります。
　山内　具体的な病名でいうと、どん
な疾患なのでしょうか。
　井川　一番典型的なのは前立腺肥大

症のお年寄りの方で、いろいろ全身的
な合併症があって、手術するのはちょ
っと難しい。しかし、認知症などは特
になくて、ご自分でカテーテル管理で
きるような方は、よい適応かなと思い
ます。
　山内　それ以外といいますと。
　井川　あとは、お年寄りが多いので
すが、膀胱の収縮が弱ってしまう、低
活動膀胱の方です。尿の通り道自体は
狭くないのですが、膀胱の収縮が弱い
がためにうまくおしっこが出せない。
そういったような方も、残念ながら今
は薬物療法も手術療法もなかなかいい
方法がありませんので、自分で間欠導
尿ができれば自己導尿を指導します。
それも難しい場合には留置カテーテル
となります。そういった方では、尿意
が落ちている方もいるのですが、尿意
がある程度保たれている方の場合には
よい適応だと思います。
　山内　泌尿器科の病気ではないので
すが、認知症が出てくると厳しいとこ
ろがあるのでしょうね。
　井川　そうですね。認知症が高度に
なると、膀胱に尿がたまってもトイレ
に行かない方がいます。尿がたまった
らトイレに行くことをある程度認知で
きる方でないと危険ですし、キャップ
の操作もそれなりに慣れていただく必
要がありますので、高度の認知症の方
はちょっと厳しいですね。
　山内　次に、使用方法について教え

ある方です。短期間はそういったカテ
ーテル留置で問題ないのですが、長期
留置となると、膀胱に結石ができたり、
感染症を繰り返したりといった合併症
も多いため、できればカテーテルは抜
けるものなら抜いて、それでうまく出
せない方は間欠的自己導尿といって、
本人に導尿していただくのが原則です。
ただ、諸般の事情で本人もそれが難し
いという場合に留置カテーテルになる
のです。
　留置カテーテルの尿の出し方につい
ては、袋をつなぐ方法と、キャップで

栓をする方法があり、袋をつないでい
ると移動に不便で、特に外出先や入浴
のときなどは不便です。そういったと

図　DIBキャップのバルーンカテーテルへの装着

①DIBキャップを
装着する前

②DIBキャップを
装着した状態

③DIBキャップのふたを
開放した状態

DIBキャップをバルーンカテーテルに装着し、ふたを開放した状態

DIBキャップの概観

ドクターサロン61巻12月号（11 . 2017） （905）  2524 （904） ドクターサロン61巻12月号（11 . 2017）

1712本文.indd   25 2017/11/15   14:10



きに、キャップで栓をして動きやすく
してあげる。
　ただし、キャップをしていい方はけ
っこう限られるのです。例えば、本人
の尿意がはっきりしないという場合に
は、キャップをして尿を膀胱にためる
と、知らないうちに膀胱にたくさんた
め過ぎてしまって、その結果として感
染を起こしたり、腎臓に悪影響が出た
りすることがあります。したがって、
基本的には尿意がある程度わかる方が
原則です。
　山内　よく見られる神経因性膀胱の
ようなものは対象外になってしまうの
ですね。
　井川　そうですね。神経因性膀胱の
中で尿意が落ちているような方は避け
たほうがいいと思います。また、これ
も神経因性膀胱の方に多いのですが、
尿をためるときに膀胱が勝手に収縮し
てしまう過活動のある方、もしくは膀
胱の壁が硬くなって伸びない、低コン
プライアンス膀胱といいますが、そう
いった方の場合には、わずかな尿量で
も膀胱の中の圧力が高い状態にさらさ
れますので、キャップの栓で止めてし
まうと危険です。そういった方も避け
るべき対象になります。尿意があって、
余裕を持っておしっこをためられる方
がよい適応となります。
　山内　具体的な病名でいうと、どん
な疾患なのでしょうか。
　井川　一番典型的なのは前立腺肥大

症のお年寄りの方で、いろいろ全身的
な合併症があって、手術するのはちょ
っと難しい。しかし、認知症などは特
になくて、ご自分でカテーテル管理で
きるような方は、よい適応かなと思い
ます。
　山内　それ以外といいますと。
　井川　あとは、お年寄りが多いので
すが、膀胱の収縮が弱ってしまう、低
活動膀胱の方です。尿の通り道自体は
狭くないのですが、膀胱の収縮が弱い
がためにうまくおしっこが出せない。
そういったような方も、残念ながら今
は薬物療法も手術療法もなかなかいい
方法がありませんので、自分で間欠導
尿ができれば自己導尿を指導します。
それも難しい場合には留置カテーテル
となります。そういった方では、尿意
が落ちている方もいるのですが、尿意
がある程度保たれている方の場合には
よい適応だと思います。
　山内　泌尿器科の病気ではないので
すが、認知症が出てくると厳しいとこ
ろがあるのでしょうね。
　井川　そうですね。認知症が高度に
なると、膀胱に尿がたまってもトイレ
に行かない方がいます。尿がたまった
らトイレに行くことをある程度認知で
きる方でないと危険ですし、キャップ
の操作もそれなりに慣れていただく必
要がありますので、高度の認知症の方
はちょっと厳しいですね。
　山内　次に、使用方法について教え

ある方です。短期間はそういったカテ
ーテル留置で問題ないのですが、長期
留置となると、膀胱に結石ができたり、
感染症を繰り返したりといった合併症
も多いため、できればカテーテルは抜
けるものなら抜いて、それでうまく出
せない方は間欠的自己導尿といって、
本人に導尿していただくのが原則です。
ただ、諸般の事情で本人もそれが難し
いという場合に留置カテーテルになる
のです。
　留置カテーテルの尿の出し方につい
ては、袋をつなぐ方法と、キャップで

栓をする方法があり、袋をつないでい
ると移動に不便で、特に外出先や入浴
のときなどは不便です。そういったと

図　DIBキャップのバルーンカテーテルへの装着

①DIBキャップを
装着する前

②DIBキャップを
装着した状態

③DIBキャップのふたを
開放した状態

DIBキャップをバルーンカテーテルに装着し、ふたを開放した状態

DIBキャップの概観
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便利かと思います。
　山内　精巧にできているとは思うの
ですが、マグネットということなので、
何となく自然に開いてしまうとか、そ
のあたりが甘くなっているような感じ
がしなくもないのですが、そういうこ
とはあまりないのでしょうか。
　井川　うまい具合に工夫されていて、
ふたのところに留め金みたいなものが
ついていて、二重にロックがかかるよ
うになっています。簡単には開かない
ように工夫されているので大丈夫です。

　山内　先生の施設は、日本で初めて
ということなのですが、これから高齢
社会ということもありますので、対象
となる患者さんは非常に増えていると
見てよいのでしょうね。
　井川　超高齢社会で、排尿に問題の
ある方はどんどん増えていますので、
そういった方にいくらかでもお役に立
てるような研究ができればと思ってい
ます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ていただきたいのですが、注意点等も
あると思われますが、まずカテーテル
の交換に関してはどうなのでしょうか。
　井川　今、カテーテルはシリコン製
のものや材質のいいものが普及してい
ますので、一般には１カ月に１回ぐら
いの交換頻度です。このキャップ自体
もだいたい交換の時期は同じぐらい、
１カ月ぐらいと考えていただけばよい
かと思います。
　山内　おおむね１カ月は大丈夫です
ね。
　井川　そうですね。１カ月以内にカ
テーテルが詰まるような場合には、そ
の方に合わせて早めに交換する必要が
ありますが、標準は４週、１カ月ぐら
いと考えていただいてよいと思います。
　山内　こういったたぐいのものには
抗菌薬を併用するのが昔はセオリーだ
ったと思うのですが、最近はどうなの
でしょうか。
　井川　我々泌尿器科医にとっては非
常に重要な質問です。症状がなくても
尿が濁っている、細菌がいるという理
由だけで抗菌薬を頻繁に投与しますと、
あっという間に耐性菌ができてしまい
ます。そうなると、実際に熱を出して
治療しなくてはいけない場合に、切り
札になる抗菌薬が限られてしまいます。
基本的に無症候性の膿尿、細菌尿は抗
菌薬の投与はすべきではないというの
が大原則になります。
　山内　最後にその他の注意点を幾つ

か解説願いたいのですが。
　井川　これは当たり前のことですが、
栓をカテーテルに接続するときにしっ
かり深く差し込んで抜けないようにす
るのは、ほかのキャップと同様です。
このDIBキャップが特殊なのは、マグ
ネットを使っているので、マグネット
に反応してしまうような医療機器は避
けていただきたい。例えば、MRIの機
械、それからペースメーカー、そうい
った電子機器でマグネットが影響して
誤作動するような危険のあるものにつ
いては近づけないように気をつけてい
ただく。そういった特別な注意が必要
となります。
　山内　マグネットとなりますと、例
えば時計とか磁気カードといったあた
りにも影響がありますか。
　井川　全くないとは言いにくいので、
気をつけていただいたほうがよいかと
思います。
　山内　特にMRIが一番危険と。
　井川　そうですね。それは一番気を
つけていただいたほうがいいと思いま
す。
　山内　これは外出時に使えるのでし
ょうが、入浴時はどうなのでしょうか。
　井川　入浴のときでしたら、先ほど
膀胱容量が小さくて、硬い膀胱などだ
と、止めるのはいけませんと言いまし
たが、短時間、例えば入浴の30分とか、
それぐらいでしたら特に問題ないかと
思いますので、利用していただいたら
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便利かと思います。
　山内　精巧にできているとは思うの
ですが、マグネットということなので、
何となく自然に開いてしまうとか、そ
のあたりが甘くなっているような感じ
がしなくもないのですが、そういうこ
とはあまりないのでしょうか。
　井川　うまい具合に工夫されていて、
ふたのところに留め金みたいなものが
ついていて、二重にロックがかかるよ
うになっています。簡単には開かない
ように工夫されているので大丈夫です。

　山内　先生の施設は、日本で初めて
ということなのですが、これから高齢
社会ということもありますので、対象
となる患者さんは非常に増えていると
見てよいのでしょうね。
　井川　超高齢社会で、排尿に問題の
ある方はどんどん増えていますので、
そういった方にいくらかでもお役に立
てるような研究ができればと思ってい
ます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ていただきたいのですが、注意点等も
あると思われますが、まずカテーテル
の交換に関してはどうなのでしょうか。
　井川　今、カテーテルはシリコン製
のものや材質のいいものが普及してい
ますので、一般には１カ月に１回ぐら
いの交換頻度です。このキャップ自体
もだいたい交換の時期は同じぐらい、
１カ月ぐらいと考えていただけばよい
かと思います。
　山内　おおむね１カ月は大丈夫です
ね。
　井川　そうですね。１カ月以内にカ
テーテルが詰まるような場合には、そ
の方に合わせて早めに交換する必要が
ありますが、標準は４週、１カ月ぐら
いと考えていただいてよいと思います。
　山内　こういったたぐいのものには
抗菌薬を併用するのが昔はセオリーだ
ったと思うのですが、最近はどうなの
でしょうか。
　井川　我々泌尿器科医にとっては非
常に重要な質問です。症状がなくても
尿が濁っている、細菌がいるという理
由だけで抗菌薬を頻繁に投与しますと、
あっという間に耐性菌ができてしまい
ます。そうなると、実際に熱を出して
治療しなくてはいけない場合に、切り
札になる抗菌薬が限られてしまいます。
基本的に無症候性の膿尿、細菌尿は抗
菌薬の投与はすべきではないというの
が大原則になります。
　山内　最後にその他の注意点を幾つ

か解説願いたいのですが。
　井川　これは当たり前のことですが、
栓をカテーテルに接続するときにしっ
かり深く差し込んで抜けないようにす
るのは、ほかのキャップと同様です。
このDIBキャップが特殊なのは、マグ
ネットを使っているので、マグネット
に反応してしまうような医療機器は避
けていただきたい。例えば、MRIの機
械、それからペースメーカー、そうい
った電子機器でマグネットが影響して
誤作動するような危険のあるものにつ
いては近づけないように気をつけてい
ただく。そういった特別な注意が必要
となります。
　山内　マグネットとなりますと、例
えば時計とか磁気カードといったあた
りにも影響がありますか。
　井川　全くないとは言いにくいので、
気をつけていただいたほうがよいかと
思います。
　山内　特にMRIが一番危険と。
　井川　そうですね。それは一番気を
つけていただいたほうがいいと思いま
す。
　山内　これは外出時に使えるのでし
ょうが、入浴時はどうなのでしょうか。
　井川　入浴のときでしたら、先ほど
膀胱容量が小さくて、硬い膀胱などだ
と、止めるのはいけませんと言いまし
たが、短時間、例えば入浴の30分とか、
それぐらいでしたら特に問題ないかと
思いますので、利用していただいたら
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