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尿管S状 結腸吻合術患者の術後生活状態

一 ア ンケ ー ト調 査を 中心 に して一

筑波大学臨床医学系泌尿器科(主 任:小 磯謙吉教授)

矢 崎 恒 忠

根 本 真 一

加 納 勝 利

小 磯 謙 吉

     RESULTS OF A QUESTIONNAIRE STUDY ON THE 

         DAILY LIFE OF PATIENTS UNDERGOING 

              URETEROSIGMOIDOSTOMY 

   Tsunetada YAZAKI, Shinichi NEMOTO, Shori KANOH and Kenkichi Koiso 

      From the Department of Urology, Institute of Clinical  Medicine, the University of Tsukuba 

                            (Director: Prof. K. Koiso,  M.D.) 

   Results of a questionnaire study on the daily life of patients undergoing ureterosigmoidostomy 

are reported. Nine patients who survived for more than 1 year after the operation were subjected 
to this study. At the time of their regular checkup, they were asked questions including the frequency 

of febrile attack, degree of daily work, bathing, complaints, frequency of urination and incontinence 

and feeling towards ureterosigmoidostomy. These patients had neither serious complications nor 

complaints. All except for 1 patient were satisfied and were enjoying daily life after ureterosigmoido-

stomy. 

Key  words: Ureterosigmoidostomy, Urinary diversion, Daily life, Questionnaire

緒 言

尿管S状 結腸吻合術 は外尿痩を造設 しないとい う特

徴を有す る尿路変更術 である.当 科 ではこの点を重視

し筑波大学附属病 院開設以来,主 として膀胱腫瘍の根

治術をおこな う際の尿路変更はで きうるか ぎ り尿管S

状結腸吻合術を お こな って きた1・2).しか し本法には

い くつか の術後 問題点があ るため本邦 では さほ ど多 く

お こなわれていない.術 後早期 の問題点に関 してはす

でに報告 してあるので1,3),今 回は 術後1年 以上経過

した患者 に対 しておこな った退 院後 の社会生活に関す

るアンケー ト調査 の結果を報告す る.

対 象 と 方 法

1983年5月 で術後1年 以上経過 した8例 と他医療機

関で手術を うけ当科外来 で経過観察 されている1例 の

計9例 を対象 とした(Table1).こ の うち1例 は ア

ンケー ト調査をおこなった時点で当科消化器外科に入

院 していた.こ の患者は同年12月 入 院中に死亡 した.

そ のほかの8例 に対 しては1984年2月 の定期検査の折

にふたたび同様 のア ンケー ト調査をおこなった ところ

全例前回 と同様 の解答 であ った.質 問事項は おもに退

院後の 日常生活に関す るものであ り,林 田らの報告を

参考 とした4).

結 果

1.発 熱 の頻度

尿管S状 結腸吻合術が施行 された患者で術後問題 と

なるもののひ とつ として,糞 便 の混 った尿が腎に逆 流

し生ず ると考え られる腎孟腎炎が ある.腰 痛を ともな
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TableI・ 対 象 症例
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症例 性別 年齢 術後期間 備考

Table6.尿 路変更後 日常生 活をする

うえで困 ってい ること

1

2

3

4

5

6

7

8

9

女

男

男

男

男

男

男

男

男

745年

694年

(68)(2年1カ 月)

702年10カ 月

732年9カ 月

701年10カ 月

771年10カ 月

731年

7413年

他医で経過観察 例数

1983年12月死亡

他医で経過観察

他医で経過観察

他医で経過観察

他施設で手術

尿が近い

洋式 トイレがないと不便

ガスがたまるとつらい

しゃがんで尿をすること

尿もれ

遠くに旅行ができなくなった

糖尿病のため皮膚が弱いので
肛門周辺の癌痒感あり

特になし

5

1

1

1

1

1

1

1

Table2.発 熱の頻度(腎 孟腎炎)

例数

な し

あ り

5

4

6カ 月に1回 未満3

6カ 月に1～2回0
6カ 月に3回 以上1

Table3.日 常生 活 状 況 に つ い て

例数

健康 な1ときと同 じ生活 ・仕事 が可能

健康 朝と きと同 じ生活 ・仕事 はでき

ないが軽作業は可能

軽作業 もで きないが,日 常生活 は

可能

寝 たきりで起 きてB常 生活 は不可

2

6

1

0

Table4.術 後 生 活 の変 化

例数

大幅に変化 した1

変化 した0

少々変化 した3

特に変 りな し5

Table5.入 浴 回 数

回/週 例数

1

2

4

7

0

1

1

7

った 原因不 明の高熱が 生 じた場合 腎孟腎炎が 強 く疑

われるので 退院後の発 熱に 関 して 調査を おこな った

(Table2).発 熱が まった くないと箸えた のは5例

(55.6%)で,あ る と答 えたのは4例(44.4%)で あ

った.あ ると答えた者 でもと くに ここ1～2年 はな し

とい う患者が3例 いた.ほ かの1例 は2～3ヵ 月 ごと

に発熱 し,そ のたびに近医に受診 し入院治療 してい る

との ことであった.

2.日 常生活状況について

Table3に 示 した ごと く璽藍術前健康時 と同 じ生活 ・

仕事 が可能"と い う者が2例(22.2%)い た.予 想通

り 更健 康 な とき「と同 じ生活 ・仕事 はで きないが軽作業

は可能"と い う者が もっとも多 く6例(66.7%)で あ

った.ま た寝た き りの患者 はいなか った.

3.術 後生活 の変化(Table4)

と くに変 りな しが5例(55.6%)と もっとも多かっ

たのは予想外 であ った.し か し大多数の患者が手術を

受けた のは60代 なか ば よ り70代と社会生活 の第1線 を

退 いた年齢 である とい うこ とを考慮す ると当然の こと

か もしれない.全 体 的にみ て本法に よ り術後生活が変

化 した と考えている者 が少 ないのはやは り外尿痩 がな

い尿路変更を したためであろ うと考え られた.

4.入 浴回数

われわれ 日本人 は入浴 の好 きな国民であ るこ とは一

般的に知 られているが,Table5に 示 した よ うに 大

部分の患者(77.8%)も 毎 日入浴 していた.週2回 と

い う1例 は もともと入浴が好 きでないのであって,尿

路変更術 とは関係が なか った.

5.尿 路変更後 日常生活をす るうえで困っていること

Table6に 示 した よ うに さまざまな訴えが あった.

大部分は尿管S状 結腸 吻合術 の特殊性か ら生ず る欠点

に よる ものであると考え られた.と くに"尿 が近い"

とい う訴えを した 者が5例 で,不 満 を 訴えた8例 中

62.5%と もっとも多か った.ま た とくに困 ってい るこ

とがないと 答 えてい る 患者は現在 も仕事を 持 ってい

て,よ く外 出をす る70代 なかばの患者 であった.

6.旅 行の有無(Table7)

旅行 をした者が4例(44.4%)で あった.し か しせい

ぜ い一泊旅行がお もで,長 期間旅行す る患者はいなか

った.ま た旅行 しない と答 えた者の うち2例 は旅 行が

可能の状態 であ った.ほ か の3例 の うち2例 も旅 行は

可能であると考え られ る状態 であ ったが,交 通が不便
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Table7.旅 行 の有 無

例数
Table13.総 合的に考えてみた感想

する

日帰りのみ

宿泊する旅行

しない

4

1

3臼 泊が多い)

5

1例 二仕 事が忙 しくて

行 けない。

1例:外 来通院に1日

かかるので 日帰 り旅

行 と同 じ。

例数

満足(この方法でよかった)

ほぼ満足

何ともいえない

不満

6

2

1

0

Table8.覚 醒 時排 尿 回数

回数 例数

1～20

3～51

6～84

9～103

11～1

Table9.就 寝 後 排 尿 回数

回数 例数

00

10

2～36

4～53

6～0

Table10.便 の排 出状 態

例数

1日1～2回,固 形 で尿 とともに排泄

1日3回 以上,固 形 で尿 とともに排泄

常に水様 便

3

1

5

Table11.失 禁

7.排 尿お よび排便 に関 して

当然のことなが ら少 な くとも3～4時 間 ごとに排尿

する ように指示 しているためか,覚 醒時 の排尿回数は

多か った(Table8).ま た 睡眠中 も排尿す るよ うに

指示 してい るためか2回 か ら5回 まで全例夜間排尿は

お こなっていた(Table9).便 の排出状 態はTablG

10に 示 した ごとくであるが 常に水様便 とい う患 者が

5例(55.6%)と もっとも多か った.失 禁に関 しては

覚醒時 と睡眠時別 々に尋ねた ところ,覚 醒時常に失禁

す ると答えたのは前述の女性患者1例 であ った(Ta。

ble11).睡 眠 中は半数近 く(44.4%)が 尿失 禁をす

ると答えた.一 晩に4回 失禁する と答えたのは女性患

者であ った.

8.尿 管S状 結腸吻合法に対す る感想

Table12に 示 した ごとく8例(88.9%)が 本法に

対 して満足 していた.な ん ともいえ ない と答えたのは

女性患者 で,尿 失禁に対す る不満が原因であると述べ

ていた.

9.総 合的 な感想

総合的に考えて尿管S状 結腸吻合術 を受 けてよか っ

たか いなか の結果をTableI3に 示 した.と にか く8

例(88.9%)は 満足 していたが,前 述 の女性はなん と

もいえない と答えた.

な し あ り 内訳

覚醒時811～2回/日1

睡眠時544回/日1

2～3回/週2

時 々1

Table12.尿 管S状 結 腸吻合術に対す る感想

例数

満足8

不満0

何 ともい えない1

で車が ない と生 活できない地域に住 んでい るためにあ

えて旅行は しないとい うものであ った.旅 行 しない と

答 えた1例 は唯一 の女性患者 で肛門括約筋 の収縮が不

充分であ るために常に尿失禁 している状態 であった.

考 察

腎孟腎炎 が原因 と考え られ る発 熱の既往を有す るの

は5例(55.6%)に 認め られた。 これは林 田ら4)の20

例中8例(40%),高 崎 ら5)の 術後1年 以上観察 しえ

た35例 中11例(31.4%)よ り多か った.し かL林 田 ら

の症例 と同様に,自 験例で も術後経過を経 るに したが

い発熱 をともな う症例は減少 していた,す なわち ここ

1～2年 で発熱 した患者 は9例 中1例(11.1%)と あ

きらかに減少傾向が認 め られ た,こ れは患老 自身 も本

法に よる尿路変更術 の特徴 を理解 して きて,排 尿 回数

や飲水に も注意する ように なった ことも一要因である

と考 えられ る.

日常生活に関 しては林 田ら4)の 報告 と比べる とttPt

康 なときと同 じ生活 ・仕事が可能"と 健 康 なときと
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同 じ生活 ・仕事がで きないが軽作業は可能"の 項 目の

頻度が逆 であ った.す なわ ち自験例 では後者 の方が9

例 中6例(66.7%)と 多 く,林 田らの報告 では前者が

18例 中14例(77.8%)と 多か った.自 験例 では患者 の

多 くは 肉体労働を主 とす る農業従事者であ り,こ れが

林 田 らの成績 と異 った ものに なった理由であろ うと考

え られ た.し か し術後生活の変化に関 しては とくに変

りない とい う者が5例(55.6%)と もっとも多か った

(Table4).こ れはTable3の 結果 とほぼ同様 の傾

向を示 していると考え られ る.

尿路変更術後 日常生活をす る うえで困っている事柄

としては林 田ら4)の報告 とほぼ同様 であ った。

排便 状 態に関 して 自験 例 では 常に 水 様 便が5例

(55.6%)と 林田 ら4)の18例 中5例(27.8%)よ り頻

度 としては多か った.尿 失禁に関 しては覚醒時にはほ

とん ど認 められ なか ったが,夜 間には増加す る傾向 で

あ った.こ れは林田 ら4),高 崎 ら5)の 報告 と同 じ傾向

であ った.覚 醒時の排 尿回数 は自験例お よび林 田らの

報告では6～8回 と9～10回 が多 く,高 崎 らの総排泄

回数では9～10回 とII～12回 が多か った.い っぽ う,

就寝時 の排尿回数は 自験例 では2～3回 と4～5回 が

多かったが,林 田 ら4)お よび高崎 ら5)の報告 でもまっ

た く同様 の傾向であ った.

本術式に よる尿路変更に対す る満足度は尿失禁お よ

び排尿 回数に左右され る傾向が認め られた.こ れは高

崎 ら5)の結果 と同様 であった.ど の尿路変更術で も共

通 していると思われるが,術 後合併症 のない患者では

満足度が高い よ うであった.と くに外尿腰を造設 しな

い とい う利点は直腸 より尿が出 るとい う欠点をはるか

に凌駕す るものであった.

結 語

尿管S状 結腸吻合術が施行 されてか ら少 な くと も

1年 以上 平均3年9ヵ 月が経過 した9例 の患者に対

し日常生活お よび本法に関す る問題点 などに関す るア

ンヶ一 ト調査 をお こなった.そ の結果 日常生活 の障害

が高度である患者 は皆無 であった.ま た尿失禁が毎 日

おこっている1例 を除 いては本法に対 して皆満足 して

いた.

本論文 の要 旨は第72回 日本泌 尿器科学会総会(1984年,徳

島)に おいて発表 した.
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