
うしてもイメージするのですが、日本
の方、やせている方と欧米の方のホル
モン療法の差異はあるのでしょうか。
　深貝　日本人はホルモン療法の予後、
効果が高いのか、副作用が少ないのか、
必ずしも明確にはなっていないのです
が、非常にホルモン療法の成績がいい
といわれています。これは私自身の考
えですが、欧米人より日本人は副作用
の出方が少ない。先ほど申し上げまし
たように、高脂血症や高コレステロー
ル血症などによる副作用、心血管系の
障害が日本人は少ないと感じています。

ただ、だからといって日本人も油断し
てはいけないと思いますので、そうい
ったところの管理は十分行っていただ
くことが必要だと考えています。
　池田　長いこと高齢者にホルモン療
法を行うので、やはり全身を管理しな
がらになるのですね。
　深貝　よく管理していただければ、
決して危ない治療法ではありません。
特に内科医の協力は非常に重要ではな
いかと思っています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

三井記念病院産婦人科医長
中　田　真　木

（聞き手　池脇克則）

　膀胱炎の診療についてご教示ください。
　特に妊婦さんや合併症状のある患者さんへの治療についてご解説ください。
 ＜東京都勤務医＞

膀胱炎の診療

　池脇　妊婦さんでの膀胱炎、あるい
は女性に関係して合併症状のある患者
さんの膀胱炎ということで、確かに女
性の膀胱炎は頻度が高いと思います。
今回は妊婦さんの膀胱炎がメインで、
後半、合併症状のある患者さんの膀胱
炎についてですが、具体的にどういう
患者さんなのでしょうか。
　中田　明らかな感染性膀胱炎の証拠
というのは、膿尿がある。ばい菌がい
たり、白血球がいたりするお小水があ
る。これは男女共通なのですが、症状
のあらわれ方は、生殖器に性差が大き
いものですから、女性と男性で異なっ
ていると思います。女性の合併症状が
あるというのは、例えば膣炎のような
ものと一緒になっている膀胱炎症状で
すとか、あと子宮脱、膀胱瘤、正確に
は骨盤臓器脱といいますが、こういっ

た場合の尿の排出障害があるのです。
そういう場合の膀胱炎症状などがある
と思います。
　池脇　膀胱炎プラスアルファの骨盤
内のいろいろな問題で膀胱炎も合併し
ていることになると、膀胱炎だけ診る
わけにはいかないのですね。
　中田　そうですね。まず患者さんは、
膀胱炎と自己診断するか、ではないか
と疑ってやってくるのですが、本当に
膀胱や尿道の刺激症状があるときに、
それが膀胱炎と言えるかが一つのポイ
ントです。先ほど申しましたように、
膀胱炎というのは、尿を取って、それ
が膿尿であるのを確認して診断をつけ
ます。女性の場合、トイレで普通に出
していただいた尿は、例えば膣炎があ
ると、膣からおりてくる白血球ですと
か、少し出血していれば赤血球などが
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炎と言えないものも含まれています。
尿路の尿管のレベルのうっ滞というの
が起こってくるのは多分20週前後から
と考えられています。
　池脇　膀胱炎の８割ぐらいは大腸菌
と聞きましたけれども、妊婦さんの膀
胱炎の原因菌はどうでしょうか。
　中田　妊婦さんもほとんどが大腸菌
です。あと少々、それ以外の腸内細菌
がある程度だと思います。
　池脇　さて、妊婦さんの膀胱炎に対
して、先生はどのように対処されるの
でしょうか。
　中田　妊婦さんの膀胱炎は、妊婦外
来、妊婦検診をしている施設でケアさ
れていると思います。抗生物質を使っ
たり、補液をして十分に尿流を保つよ
うにすれば、すぐによくなっていくの
で、そんなに怖い思いは多分日本では
しないと思います。
　ただ、またかかったらどうしよう、
どうやったらかからないようにできる
だろう、そういう課題を抱えながら働
いたり、退院したり、家で暮らしたり
していると思うのです。予防・防止策
は、日本ではそれほど重要視されてい
る状態ではないのですが、グローバル
に見ると非常に重要な場所がたくさん
あります。それは暑いところですとか、
衛生状態がさほどよくない国では、妊
娠、膀胱炎、そして腎盂炎という問題
は日本より大きいのです。
　池脇　日本は諸外国に比べたら衛生

状態がいい、あるいは気候の変化もそ
んなに激しくはないのですね。
　中田　ほどほどの気温ということで
すね。それはありがたい点で、恵まれ
ているということになります。全体的
な衛生環境も多分いいと思います。新
しいパッドを皆さん使っていますし。
ただし、日本でも最近、異常気候で災
害が増えています。避難所に移動した
ような場合に、いつもどおりの利尿を
確保できるか、水分の摂取はどのよう
にしたら安全だろうかという問題は、
そういうときに出てくるのではないか
と思います。
　池脇　水分を取るのは日常生活では
簡単ですが、災害時、水分さえも取れ
ないような状況に陥ると、妊婦さんは
膀胱炎、ひいては腎盂炎のリスクが高
くなるということですね。
　中田　そうですね。まずしっかりし
た知識を持ってもらう。トイレの事情
がよくないと、つい水分摂取を控えて
しまうことがあります。あと、いつも
ふんだんに飲んでいるとあまり気づか
ないのですけれども、利尿作用のある
コーヒーみたいなものなどを飲むとい
ったん尿量が増え、その後は少し利尿
のつかない時間帯が出てくる。なので、
本当に環境が悪くなってきたときは、
１時間の水分量を私たちが時間と体重
で計算して補液するようなかたちをと
るのが一番安全といえます。
　池脇　災害、地震時、下肢深部静脈

入ったものになってしまうので、採取
された尿が本当に膀胱から出てきたも
のかわからないという問題があります。
　池脇　とはいえ、尿をコンタミしな
いようにするのはなかなか難しいです
が、先生はコンタミのないような採尿
をされるのですか。
　中田　中間尿採取といいまして、周
りをきれいにして、100㏄、200㏄ぐら
いのお小水が出る状態にして、途中を
キャッチすればだいたい大丈夫だと、
学術的にはそういうことになっていま
す。しかし、今どきのトイレは温水洗
浄便座がついていますので、そういう
ので洗浄してから採尿すると、ますま
す膣の中を洗った水がおりてきたりし
て、うまくいかないこともあります。
　産婦人科では、診察台に女性を上げ
ますので、膣炎があればわかるという
こともありますし、そこまで来れば、
患者さんに一言断れば、管を入れて膀
胱の中からお小水が取れるので、それ
を考えるべきなのではないか。泌尿器
科では管を入れてお小水を取るのは侵
襲の大きい手法であると考えられがち
ですが、産婦人科では、下着をとって
いただき台に乗るところまでは来てい
るので、必要と思えばそれもやるべき
ではないかと言っています。
　池脇　合併症状のある患者さんでの
膀胱炎はそういうことだとわかりまし
た。次に妊婦さんでの膀胱炎ですが、
頻度的には多いのでしょうね。

　中田　妊婦さんのうち膀胱や尿道の
刺激症状をあらわす人の半分ぐらいは
実はカンジダ膣炎で、本当は膀胱炎で
はない方が多いです。日本ではその程
度です。
　妊婦さんの場合、上部尿路、尿管あ
たりのうっ滞がどうしても20週前後か
ら少しずつ始まってきますので、膀胱
炎になったものが直接腎盂炎になりが
ちという問題点があります。
　池脇　内科外来で診ている患者さん、
ご高齢の女性の膀胱炎とは全然違う印
象ですね。腎盂炎になるというと、こ
れは気をつけないといけない。
　中田　若い方の腎盂炎は、特別、腎
盂炎になる大腸菌が原因ではなくて、
尿路のうっ滞による上行性の感染です
とか、もともと多分尿管から膀胱に尿
が流れてくるところを逆流があるとい
うような条件があります。これは妊娠
していなくても、若い女性の場合の腎
盂炎はそういう背景があると思います。
あと結石がある場合ももちろんそれに
関係しています。
　池脇　胎児が大きくなって、尿管を
圧迫した結果、うっ滞が起きて膀胱炎
が発症するのは妊娠のどの時期でしょ
うか。
　中田　妊娠すると膀胱炎が増えてく
ると思われているのですが、その中に
は単なる刺激症状だけで、先ほどの膣
炎ですとか、最初の着床過程に伴う刺
激症状であったりして、明らかな膀胱
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炎と言えないものも含まれています。
尿路の尿管のレベルのうっ滞というの
が起こってくるのは多分20週前後から
と考えられています。
　池脇　膀胱炎の８割ぐらいは大腸菌
と聞きましたけれども、妊婦さんの膀
胱炎の原因菌はどうでしょうか。
　中田　妊婦さんもほとんどが大腸菌
です。あと少々、それ以外の腸内細菌
がある程度だと思います。
　池脇　さて、妊婦さんの膀胱炎に対
して、先生はどのように対処されるの
でしょうか。
　中田　妊婦さんの膀胱炎は、妊婦外
来、妊婦検診をしている施設でケアさ
れていると思います。抗生物質を使っ
たり、補液をして十分に尿流を保つよ
うにすれば、すぐによくなっていくの
で、そんなに怖い思いは多分日本では
しないと思います。
　ただ、またかかったらどうしよう、
どうやったらかからないようにできる
だろう、そういう課題を抱えながら働
いたり、退院したり、家で暮らしたり
していると思うのです。予防・防止策
は、日本ではそれほど重要視されてい
る状態ではないのですが、グローバル
に見ると非常に重要な場所がたくさん
あります。それは暑いところですとか、
衛生状態がさほどよくない国では、妊
娠、膀胱炎、そして腎盂炎という問題
は日本より大きいのです。
　池脇　日本は諸外国に比べたら衛生

状態がいい、あるいは気候の変化もそ
んなに激しくはないのですね。
　中田　ほどほどの気温ということで
すね。それはありがたい点で、恵まれ
ているということになります。全体的
な衛生環境も多分いいと思います。新
しいパッドを皆さん使っていますし。
ただし、日本でも最近、異常気候で災
害が増えています。避難所に移動した
ような場合に、いつもどおりの利尿を
確保できるか、水分の摂取はどのよう
にしたら安全だろうかという問題は、
そういうときに出てくるのではないか
と思います。
　池脇　水分を取るのは日常生活では
簡単ですが、災害時、水分さえも取れ
ないような状況に陥ると、妊婦さんは
膀胱炎、ひいては腎盂炎のリスクが高
くなるということですね。
　中田　そうですね。まずしっかりし
た知識を持ってもらう。トイレの事情
がよくないと、つい水分摂取を控えて
しまうことがあります。あと、いつも
ふんだんに飲んでいるとあまり気づか
ないのですけれども、利尿作用のある
コーヒーみたいなものなどを飲むとい
ったん尿量が増え、その後は少し利尿
のつかない時間帯が出てくる。なので、
本当に環境が悪くなってきたときは、
１時間の水分量を私たちが時間と体重
で計算して補液するようなかたちをと
るのが一番安全といえます。
　池脇　災害、地震時、下肢深部静脈

入ったものになってしまうので、採取
された尿が本当に膀胱から出てきたも
のかわからないという問題があります。
　池脇　とはいえ、尿をコンタミしな
いようにするのはなかなか難しいです
が、先生はコンタミのないような採尿
をされるのですか。
　中田　中間尿採取といいまして、周
りをきれいにして、100㏄、200㏄ぐら
いのお小水が出る状態にして、途中を
キャッチすればだいたい大丈夫だと、
学術的にはそういうことになっていま
す。しかし、今どきのトイレは温水洗
浄便座がついていますので、そういう
ので洗浄してから採尿すると、ますま
す膣の中を洗った水がおりてきたりし
て、うまくいかないこともあります。
　産婦人科では、診察台に女性を上げ
ますので、膣炎があればわかるという
こともありますし、そこまで来れば、
患者さんに一言断れば、管を入れて膀
胱の中からお小水が取れるので、それ
を考えるべきなのではないか。泌尿器
科では管を入れてお小水を取るのは侵
襲の大きい手法であると考えられがち
ですが、産婦人科では、下着をとって
いただき台に乗るところまでは来てい
るので、必要と思えばそれもやるべき
ではないかと言っています。
　池脇　合併症状のある患者さんでの
膀胱炎はそういうことだとわかりまし
た。次に妊婦さんでの膀胱炎ですが、
頻度的には多いのでしょうね。

　中田　妊婦さんのうち膀胱や尿道の
刺激症状をあらわす人の半分ぐらいは
実はカンジダ膣炎で、本当は膀胱炎で
はない方が多いです。日本ではその程
度です。
　妊婦さんの場合、上部尿路、尿管あ
たりのうっ滞がどうしても20週前後か
ら少しずつ始まってきますので、膀胱
炎になったものが直接腎盂炎になりが
ちという問題点があります。
　池脇　内科外来で診ている患者さん、
ご高齢の女性の膀胱炎とは全然違う印
象ですね。腎盂炎になるというと、こ
れは気をつけないといけない。
　中田　若い方の腎盂炎は、特別、腎
盂炎になる大腸菌が原因ではなくて、
尿路のうっ滞による上行性の感染です
とか、もともと多分尿管から膀胱に尿
が流れてくるところを逆流があるとい
うような条件があります。これは妊娠
していなくても、若い女性の場合の腎
盂炎はそういう背景があると思います。
あと結石がある場合ももちろんそれに
関係しています。
　池脇　胎児が大きくなって、尿管を
圧迫した結果、うっ滞が起きて膀胱炎
が発症するのは妊娠のどの時期でしょ
うか。
　中田　妊娠すると膀胱炎が増えてく
ると思われているのですが、その中に
は単なる刺激症状だけで、先ほどの膣
炎ですとか、最初の着床過程に伴う刺
激症状であったりして、明らかな膀胱
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血栓症による肺塞栓に関しては注目さ
れて、啓発も進んでいるようですが、
今先生が言われた膀胱炎は抜けている
ような気がします。
　中田　そうですね。災害のときは妊
娠している女性も健康状態が弱い立場
になりますので、尿路感染症を防ぐた
めのイロハを広めていくことが必要と
思います。
　池脇　妊婦さんは膀胱炎、ひいては
腎盂炎のハイリスクなので、そういう
ことを避ける日常生活の指導はありま
すか。
　中田　外陰部と肛門周囲の衛生管理
と手入れ、それと先ほどの水分をまめ
に取る。とてもたくさん取る必要はな
く、一定の利尿が確保されるように飲
んでいく。その２つになると思います。
衛生管理は、トイレで普通にやってい

ればだいたい大丈夫なのですが、温水
洗浄便座の強い水流で長く洗浄すると、
それが原因で膀胱炎になる方もいらっ
しゃいます。
　それから、妊娠中はおりものが増え
るのですが、パッドを当てるのであれ
ば、少し吸収力のある厚めのものを当
てていただきたい。おりものシートの
ような薄いものは、膣の出口、外陰部
の出口に防水シートで蓋をすることに
なり、中が蒸れて雑菌が増え粘膜が傷
んできますので、膀胱炎にかかりやす
くなります。パッドの種類を選別して
いただきたいと思います。
　池脇　治療はあるけれども、予防が
重要ということですね。
　中田　そのとおりです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

医療法人社団 昌仁醫修会
瀬川記念小児神経学クリニック理事長

星　野　恭　子
（聞き手　池脇克則）

　若年者（特に中高生）で、誘因なく不眠（入眠困難など）を訴える人には、
アスペルガーなどの発達に問題のある方をよく目にします。
　１．発達に問題がある人における不眠の実態
　２．（診断がついていない場合の）生活指導
　３．薬物治療をする場合の注意点
　についてご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

発達障害者の不眠

　池脇　不眠の質問で、成人あるいは
高齢者の睡眠障害の質問はいただくの
ですが、今回はお子さんについてです。
私の印象だと、子どもはすやすや寝る
ものだと。でも、質問には、発達に問
題がある方、専門家は神経発達症とお
っしゃっていますが、こういうお子さ
んで不眠というのはけっこう多いので
すか。
　星野　非常に多くて、例えば自閉ス
ペクトラム症の方には50～80％の方が
睡眠障害がある。その睡眠障害は、乳
児期もしくは幼児期早期に出ていると
いう報告が多くあります。ということ
は、お父さん、お母さんたちは、お子

さんが寝ない、ベッドに行かない、夜
中起きてしまう、どうしよう。そこが
最初の悩みで外来にいらっしゃるので
すが、実はちょっと発達の問題がある
ことが非常に多いです。
　池脇　中高生の不眠でアスペルガー
を合併している方が多くいますとあり
ますが、実はそういうお子さんたちは
もっともっと小さい時期からなのです
ね。
　星野　そうなのです。生まれてすぐ
にサーカディアンのリズムができるの
ですが、そこがうまくいかなくなって
くる。睡眠は脳幹が司っています。さ
らに脳幹にはセロトニンとかノルアド
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