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TWO CASES OF URINARY RETENTION WITH PROSTATIC

ABSCESS DRAINED BY TRANSURETHRAL RESECTION
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Takehiro Suzuki1 and Tomonori Habuchi3
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3The Department of Urology, Akita University Graduate School of Medicine

A 58-year-old male with alcoholic liver cirrhosis and a 58-year-old male with diabetes mellitus presented

with high fever and urinary retention. Prostatic abscess was diagnosed by a computed tomography scan,

which showed fluid collection in the prostate in both patients. Despite systematic antibiotic therapies,

urinary retention persisted even after fever diminished. They underwent prostatic abscess drainage by

transurethral resection (TUR). Urinary retention was released, and the recurrence of prostatic abscess has

not been observed after TUR.

(Hinyokika Kiyo 62 : 651-655, 2016 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_62_12_651)
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緒 言

前立腺膿瘍は比較的稀な疾患であり，発熱や尿閉で

発見されることが多い．今回われわれは尿閉を来たし

た前立腺膿瘍の患者に対し経尿道的前立腺切除術

（TURP）による排膿術を行い，良好な経過を辿った

2例を経験したので，文献的考察を加え報告する．

症 例

患者 1 : 58歳，男性

主 訴 : 発熱，排尿困難

既往歴 : 交通外傷性尿道損傷，アルコール性肝硬変

（Child-Pugh score A），脂肪肝，胆石症

現病歴 : 発熱，排尿困難にて近医に救急搬送され，

尿閉で尿道カテーテル留置下に 1,500 ml 導尿された．

同時に敗血症性ショック，および播種性血管内凝固症

候群を呈していた．同日前医入院し，カルバペネム系

抗菌薬投与による保存的加療で炎症の改善を認めた．

解熱後に尿道カテーテル抜去を試みたが尿閉の反復あ

り，尿閉解除を目的に，発症から28日後に当科を紹介

受診した．

当科初診時現症 : 身長 166 cm，体重 64 kg，血圧

139/77 mmHg，脈拍 71/分，体温 36. 2°C．尿道カ

テーテル留置中．直腸診では前立腺は超鶏卵大で軟ら

かく，圧痛なし．

当科初診時検査所見 : 白血球 8,800/mm3，CRP

0.24 mg/dl，HbA1c 5. 2％，空腹時血糖 96 mg/dl，

PSA 0.07 ng/ml，検尿 : 赤血球 10∼19/毎視野，白血

球 100 以上/強視野．尿培養 ; Klebsiella pneumoniae を

同定．経腹超音波（US）上前立腺体積は約 90 ml で

あった．

画像所見 : 前医初診時の骨盤部造影 CT で前立腺両

葉に体積 68 ml（横 55.3 mm×前後 50.3 mm×高さ

51.6 mm）の隔壁を有する液体貯留を認め（Fig. 1A），

内部は均一で CT 値は 20 HU 前後と水より濃く，膿

瘍を示唆していた．また，発症13日後に前医で骨盤部

造影 CT を再検されたが，液体貯留の縮小を認めな

かった．

入院後経過 : 画像上前立腺膿瘍と診断した．すでに

前立腺に活動性炎症所見を認めない cold abscess で

あったが，尿閉の持続を認めたため，保存的加療のみ

では尿閉解除は困難と判断し，発症後42日目に TURP

を施行した．周術期抗菌薬としてセフォチアムを選択

し，手術当日は術前に 1 g を 1回投与し，手術翌日に

1 g を 2回投与した．

手術所見 : 全身麻酔下に砕石位とし，経尿道的に切
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泌62,08,0◆-1A

泌62,08,0◆-1B

Fig. 1. Computed tomography of pelvis showed A)
a 55.3×50.3×51.6 mm prostatic abscess in
case 1 and B) an 80. 0×14. 1×18. 3 mm
prostatic abscess in case 2.

泌62,08,0◆-2A

泌62,08,0◆-2B

Fig. 2. Histopathological findings of the prostatic
abscess shows high inflammation and necro-
sis of prostatic tissue in A) case 1 and B) case
2 (HE stain ×200).

除鏡を挿入し，TURP を施行した．前立腺部尿道粘

膜は正常所見であったが，前立腺部尿道の切開により

両葉より白色の膿が多量に流出した．広く前立腺部尿

道粘膜を切除し，膿瘍腔を開放した．一部膿瘍の残存

を認めたが，開放腔としたことで術後にも自然流出が

期待出来ると考え手術を終了した．手術時間は 1時間

7分，切除重量は 13 g であった．術後尿道カテーテ

ルを留置した．病理所見では好中球，リンパ球，マク

ロファージなど炎症細胞浸潤の著しい壊死前立腺組織

であり，前立腺膿瘍の診断であった（Fig. 2A）．

術後経過 : 第 1 病日 38.1°C の発熱を認めた以後

は，合併症なく経過した．第 3病日に尿道カテーテル

を抜去したところ，残尿なく自排尿可能であり，第 6

病日に退院した．

患者 2 : 58歳，男性

主 訴 : 腹部膨満感，陰嚢痛，発熱

既往歴 : アルコール依存症，高血圧，高脂血症，て

んかん，糖尿病

現病歴 : 腹部膨満感，陰嚢痛で当科を初診した．診

察時 39°C の発熱および尿閉を認め，導尿にて 2,000

ml の残尿を認めた．精査加療目的に当科入院した．

当科初診時現症 : 身長 162 cm，体重 66 kg，血圧

130/92 mmHg，脈拍 118/分，体温39.4°C．直腸診で

は超鶏卵大であり軟らかく，浮動性あり．

当科初診時検査所見 : 白血球 13,500/mm3，CRP

9.51 mg/dl，HbA1c 9.1％，空腹時血糖 767 mg/dl，

PSA 3.05 ng/ml，検尿 : 赤血球 100 以上/毎視野，白

血球 10∼19/毎視野，尿培養 ; 陰性．経腹超音波

（US）上前立腺部に明らかな異常を認めず．

画像所見 : 骨盤部造影 CT にて前立腺両葉に体積

194 ml（横 80.0 mm×前後 14.1 mm×高さ 18.3 mm）

の隔壁を有する液体貯留を認め（Fig. 1B），内部は均

一で CT 値は 20 HU 前後と水より濃く，膿瘍を示唆

していた．

当科経過 : 尿道カテーテル留置の上，抗菌薬セフォ

チアム 2 g/日を連日投与した．尿培養は陰性であっ

た．解熱および炎症所見の改善を認めた後，尿道カ

テーテルを抜去したが自排尿困難であった．保存的加

療では尿閉解除は困難と判断し，発症後17日目に

TURP を施行した．

手術所見 : 全身麻酔下に経尿道的に切除鏡を前立腺
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Fig. 3. An operative finding of TURP in case 2.
The white pus (arrows) was drained by
TURP from the prostatic abscess.

Table 1. Demographic data of the 22 consecutive case reports in Japan

No 報告者（年) 年齢 基礎疾患 主訴 診断ツール 初回治療法 膿瘍残存

1 成吉（2000) 81 糖尿病，尿道カテーテル 排尿困難 TRUS TURP N/A

2 大田（2000) 48 糖尿病 排尿時痛 MRI TURP なし

3 笹尾（2000) 60 糖尿病 発熱，排尿困難 CT 経会陰ドレナージ なし

4 築野（2002) 67 高血圧 発熱，頻尿，排尿
時痛 CT＋MRI 経皮的ドレナージ なし

5 種田（2005) 70 糖尿病 発熱，尿閉 CT TURP なし

6 井手（2006) 53 糖尿病 発熱 CT＋MRI 抗菌薬＋膀胱瘻造設 N/A

7 寺川（2007) 22 糖尿病，化学療法中 発熱 CT TURP なし

8 兵頭（2008) 41 糖尿病 発熱，頻尿 CT 経会陰ドレナージ N/A

9 本多（2009) 75 糖尿病 発熱 CT 経直腸ドレナージ なし

10 大庭（2010) 53 糖尿病 発熱，尿閉 CT＋MRI TURP なし

11 芦沢（2012) 71 糖尿病 発熱，尿閉 CT＋MRI 経会陰ドレナージ 術後残存

12 松本（2012) 65 糖尿病 発熱，尿閉 CT 経直腸ドレナージ N/A

13 山内（2012) 68 糖尿病，アルコール性肝硬変 発熱 CT 抗菌薬のみ N/A

14 渡邊（2013) 77 免疫抑制，尿道カテーテル DIC CT TURP なし

15 渡邊（2013) 81 免疫抑制，尿道カテーテル 発熱 CT TURP なし

16 小嶋（2013) 49 糖尿病 発熱 CT 経会陰ドレナージ 術後残存

17 加藤（2013) 66 糖尿病 発熱，意識低下 CT TURP なし

18 菅原（2014) 60 糖尿病 発熱，尿閉 CT 経直腸ドレナージ 術後残存

19 渡邊（2014) 69 糖尿病，高血圧 発熱，排尿困難 CT TURP なし

20 Oshinomi（2014) 60 糖尿病 発熱，頻尿 CT 経直腸ドレナージ 術後残存

21 自験例 58 糖尿病，アルコール性肝硬変 発熱，排尿困難 CT TURP N/A

22 自験例 58 アルコール依存症，糖尿病 発熱，腹部膨満感 CT TURP N/A

部尿道へ挿入，TURP を施行した．前立腺部尿道粘

膜は正常であったが，切開により両葉より白色の膿が

多量に流出した．（Fig. 3）壊死組織の完全な除去は困

難であり，広く前立腺部尿道粘膜を切除し，膿瘍腔を

開放し，自然流出を促した．手術時間は 1時間37分．

切除重量は 19 g であった．術後尿道カテーテルを留

置した．病理所見上好中球，リンパ球，マクロファー

ジなど炎症細胞浸潤の著しい壊死前立腺組織であり，

前立腺膿瘍の診断であった（Fig. 2B）．

術後経過 : 発熱のない事を確認し第 2病日に抗菌薬

投与を終了した．第 3病日に尿道カテーテルを抜去し

たところ軽度腹圧性尿失禁を認めたが，残尿なく自排

尿可能であった．糖尿病に対するインスリン導入後に

当科を退院した．

考 察

前立腺膿瘍は発熱や下部尿路症状を主訴とする，比

較的稀な疾患である1)．近年抗菌薬の使用頻度の増

加，淋菌性尿道炎患者の減少に伴い症例数は激減して

いる2)が，適切な治療を行わなければ敗血症から致死

的となりえる3)．筆者が調べえた限りでは2000∼2014

年の間に，自験例を含み本邦で22例の報告があり

（Table 1)1,4~10)，また海外では近年，韓国，サウジア

ラビア，インド，エジプトよりそれぞれ単一施設の複

数症例の検討が報告されている2,11~14)．

前立腺膿瘍の前段階である急性細菌性前立腺炎は尿

道感染から射精管または前立腺管を逆行するか，直腸

からリンパ行性にまたは血行性に感染が及ぶ7)．急性

細菌性前立腺炎の 3∼ 5％が前立腺膿瘍に移行すると

される7)．危険因子として未治療の糖尿病，肝硬変，

免疫抑制薬，下部尿路疾患の存在などが挙げられてい

る15)．自験例でも，症例 1 は基礎疾患としてアル

コール性肝硬変を有し，さらに交通外傷性の尿道損傷

の既往に伴い慢性的な排尿困難があった．症例 2は未

治療の重度糖尿病を有していた．

前立腺膿瘍の自覚症状には発熱，血尿・膿尿，下部

尿路症状（排尿時痛，排尿困難，尿閉，頻尿）がある
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が，いずれも非特異的であり症状のみでの診断は難し

い．急性細菌性前立腺炎として抗菌化学療法を始め，

48時間以内に臨床症状の改善を認めない場合には前立

腺膿瘍を疑うとされている7)．

診断は経直腸 US がもっとも簡便で同時に穿刺吸引

もできるため有効であるとの文献が多い7,10,12,14,17~19)．

しかし経直腸 US は膿瘍の存在下では侵襲が大きく

MRI や CT の方が優先されるとの報告もある16)．低

侵襲な診断法としては，まず経腹 US が施行されると

考えるが，海外報告にて前立腺膿瘍のうち経腹 US で

異常を検出できたものは27∼52％と少なく2,12,13)，

Lucio らも経腹 US のみでは前立腺膿瘍を十分に描出

できないと述べている16)．自験例 1 では敗血症性

ショックを呈していたため緊急 CT を施行し，US の

施行なく前立腺膿瘍の診断に至った．自験例 2では経

腹 US で前立腺を観察したが異常を指摘できず，熱源

検索のための CT で診断に至った．同 US では前立腺

体積を 38 ml と過少に評価しており，尿閉下で前立腺

を十分に描出できなかったことが原因と考えられる．

前立腺膿瘍の確定診断に CT は有用である2)．国内

20例の報告（Table 1）では，経直腸 US のみで診断に

至ったのは 1例のみであり，18例が CT で診断されて

いるが，18例いずれも発熱を呈しており，他の熱源の

可能性も検索するために早期に CT を撮影したと考え

られる．CT が広く普及している本邦の医療状況では

CT で確定診断されるのは妥当と考える．経腹 US で

異常を認めないが発熱のある尿閉例には，前立腺膿瘍

による尿閉が含まれている可能性があるため，積極的

に前立腺膿瘍を疑い CT を施行すべきと考える．

前立腺膿瘍の治療は，抗菌薬投与による保存的治療

がまず施行されるが，尿閉が継続する際には外科的ド

レナージが選択される．自験例 2例でも保存的加療で

炎症所見の改善を認めたが尿閉は持続し，外科的ドレ

ナージの方針とした．ドレナージ法としては TURP，

経直腸的もしくは経会陰的前立腺穿刺吸引18,19)に加

え，近年ではHOLEP を用いての治療報告もある20)．

諸治療法の優位性について決まった見解はないが，国

内22症例（Table 1）においては TURP による排膿 9

例では手術後の膿瘍残存，再発を認めなかったのに対

し，穿刺吸引ドレナージ 9例では約44％に膿瘍の残存

をきたし，治療効果としては TURP が優れていると

考えられる．尿閉が継続する際の他の治療法として

は，一時的な膀胱瘻造設により抗菌薬投与を継続した

ところ膿瘍が消失したとの報告もある6)．尿閉のない

場合は，長径 1 cm 以下の前立腺膿瘍に対して 1カ月

以上の長期にわたり抗菌薬投与を行った報告11)もあ

る．

自験例では尿道カテーテル留置に伴う患者苦痛が強

く，早期の尿閉解除を希望したため，初回治療として

TURP を選択した．術中所見は 2 例とも共通し，前

立腺部尿道の粘膜には異常を認めなかったが，前立腺

部尿道 4∼ 8時方向の粘膜を切除すると白色∼灰白色

の膿瘍が流出した．術前 CT 上，正常前立腺は薄い被

膜を残しほぼ膿瘍で置換されており，切除により前立

腺被膜外へ膿瘍は容易に流出すると考えられたことか

ら，膿瘍の完全除去にはこだわらず，尿道内腔への流

出口が十分確保できた時点で手術を終了した．前立腺

膿瘍に対する TURP の晩期合併症として，膿瘍再発

以外にも尿道狭窄や尿道憩室などが報告されてい

る14)．自験例では 2例とも現在まで認めていないが，

長期の経過観察が必要である．

結 語

前立腺膿瘍によって尿閉を呈した 2例を CT で診断

の上 TURP で排膿し，重篤な合併症なく治療できた

ため，若干の文献的考察を加えて報告した．
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