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最近の恥骨上式前立腺被膜下切除術に関する臨床統計的観察

岐阜大学医学部泌尿器科学教室(主 任=西 浦常雄教授)

村中 幸二*・武田 明久 ・岡野 学*

松田 聖士 ・酒井 俊助 ・兼松 稔

河田 幸道*・西浦 常雄

     CLINICAL AND STATISTICAL STUDY ON RECENT 

        CASES OF SUPRAPUBIC PROSTATECTOMY 

            Koji MURANAKA,  Akihisa TAKEDA, Manabu OKANO, 

 Seidl MATSUDA, Shunsuke  SAKAI, Minoru KANEMATSU, 

                Yukimichi KAWADA, and Tsuneo NISHIURA 
             From the Department of Urology, School of Medicine, Gifu University 

                           (Director: Prof T. Nishiura) 

   Results of operation were analyzed statistically in 123 patients who underwent suprapubic pros-
tatectomy for benign prostatic hypertrophy from 1974 through 1981. 

   Age of the patients ranged from 48 to 89 years and the mean age was 70.1 years. The average 
amount of blood loss during operation was 590 ml. Amount of blood loss in patients operated under 
epidural anesthesia was less than that in the patients operated under general anesthesia. Furthermore, 
significant correlation was observed between amount of blood loss and the weights of enucleated pros-
tate glands. 

   The average weight of enucleated prostate glands was 33.4 g and the weight increased as the 

patient's age increased. Histological examination of the enucleated specimens revealed occult car-
cinoma in 4.1% of the patients. Association of bladder neck sclerosis was observed in 27% of the 

patients whose prostate weighed less than 20 g. 
 Significance of prophylactic vasectomy for the prevention of postoperative epididymitis was con-

sidered to be low. Incidence of postoperative bacteriuria was higher in patients who had bacteriuria 

preoperatively than those without preoperative bacteriuria. Therefore, eradication of preoperative 
bacteriuria seemed important in the prevention of postoperative bacteriuria. 

   No significant correlation was observed between postoperative residual urine volume and the 
weight of the enucleated prostate glands. 

Key words: Suprapubic prostatectomy, Clinical observation

は じ め に

前立腺肥大症は泌尿器科領域において頻度の高い疾

患であり,老齢人口の増加と医学的知識の向上につれ

今後ますます泌尿器科を受診する患者が増えることが

*現=福 井医科大学泌尿器科学教室

予想 され る.前 立腺肥大症 の治療方法 としては,最 近

は経尿道的電気 切除術(TUR・P)の 頻度が 増加 して

きてい るが根 治的治療 としての恥骨上式前立腺 被膜下

切除術 も現在 では比較的手術手技が容易で手術侵襲 も

少ない方法 とされ てお り,高 齢者への手術 適応 も拡大

されつつある.本 術式は従来泌尿器科 手術 の中心的 な
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術 式で,本 術式に関す る臨床 統計的観察は過去におい

て数多 く見 られ るが,最 近の状態をあき らかにす ると

い う意 味で今 回岐阜大学泌尿器科 において1974年1月

よ り1981年6月 までの7年6カ 月間に経験 した前立腺

肥大症に対す る恥骨上式前立腺被膜下切除術症例につ

い て統計的観察 をおこない若干の知 見を得た のでそ の

結果を報告す る.

対象ならびに方法

7年6ヵ 月間の当院外来男子総数は8,382人 で,う ち

前立腺肥大症 と診断 された患者は1,250人(14.9%)で

あった.こ の うち恥骨上式前立腺被膜下切除術を うけ

た患者は123例 であ り外来 小手術を 除 く総手術 件数

1,251件の9.8%を 占めていた.こ の123例 を対象症例 と

して以下に述べ る検討 をおこなった.検 討項 目は年齢,

麻酔方法,手 術時間,摘 出重量,術 中出血量,術 後 カ

テーテル留置期間,術 後合併症,術 後尿路感染症 とし,

推計学的検討にはt検 定,X2検 定,Kendallの 順

位相関などを用いたaable1).

結 果

王.年 齢

最年少は48歳,最 年長は89歳 で平均年齢は70.1歳 で

あ り,60歳 代 が37例(30.1%),70歳 代が64例(52.0

%)と 両世代 が大半を 占めていた.

2.麻 酔方法

全身麻酔(GOF)54例(43.9%),硬 膜外麻酔63例

(51.2%),硬 膜外麻酔 とNLAの 併用5例,腰 椎麻

酔1例 であ り,全 身麻酔 と硬 膜外麻酔で全体の951%

と大半を占めたが,1977年 以降は全身麻酔が7例,硬

膜外麻酔が53例 と最近 は硬膜外麻酔が増加 している傾

向にあ った,

3.手 術時間

併用 手術 として膀胱 部分切除術 を5例 に,膀 胱憩室

切除術 を8例 に施 行 しているが,こ れ らの症例を除い

た110例 の手術時 間は最短ro分,最 長180分 で平均92分

であ った.

4.術 中出血量

併用 手術 をおこな っていない110例 について検討 し

た.術 中出血量 は最少50ml,最 大3,200m1で 平均

590mlで あった.術 中 出血量を左右す る背景 因子 と

して年 齢,麻 酔方法,手 術時間,摘 出標本重量 の4項

目を考えてさ らに詳細 に検討 した.症 例 を出血量に よ

って,① 輸血不 必要 と思われ る400ml以 下,② 状況

に応 じて輸血 の必要 がある と思われ る400～soeml,

③大量出血 と考 え られ る800m1以 上 の3群 に分 ける

とそれぞれ35%,35%,30%で あったが,以 下 の検討

は これ らの群別 でお こなった.年 齢別検討にお いては

術中出血量 との相 関は認め なか った.麻 酔方法に よる

検討では全身麻酔 と硬膜外麻 酔が全体 の95.1%を 占め

ていたため この2方 法 と出血量 の関連 を検討 したが,

硬膜外麻酔に よる手術 の平均 出血 量が460mlで あ り

400ml以 下 の群が57%を 占め ていた のに 比ぺ,全 身

麻酔に よる手術の平均出血 量は720m1で400ml以

下 の群は23%で あ り硬 膜外麻 酔に よる手術 が全身麻酔

に比べ有意に出血量 が少なかった.ま た,、手術時間に

TableI.YearlychangeinthecasesofB.P.H.andsuprapub量cprostatectomy

No。of

ases

YEAR MaleoutpatientB・P・H・TotaloperationSuprapubicprostatectomy

1974.1

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981.6

1028

1102

998

1040

1048

1173

1198

795

130

148

130

179

166

188

221

88

!65

187

175

ユ60

153

164

159

88

23

2!

13

11

!2

18

15

10

Tota1 8382 1250

(14.9%)

1251 123

(9.8%)
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よる検討 では手術 時間が短 いほ ど出血量は少な く,腺

腫摘出および止血操作 が迅速にお こなわれた ものほど

手術時間が短 く出血量 も少な くな った もの と考 えられ

た.い っぼ う,摘 出標本重量 と出血量 との問に も相関

を示 し,と くに609以 上 の腺腫に関 しては有意に 出

血量が多か った(F三g.1).

5.摘 出前立腺重量

最小29,最 大1459,平 均33.49で あ った.ま た,

年齢の増加に ともない摘 出重量が増加す る傾 向が認め

られた反面,術 中に膀胱頸部硬化症の合併が確認 され

た症例では摘 出重量が209以 下 のものに27%と 高率

を占めていた(Fig・2).い っぽ う,術前残尿量 と摘 出重

量 との間には推計学的に相 関は認めなか った(Fig・3).

6.合 併疾患

尿路性器 の合併疾患 として膀胱頸部硬化症17例,膀

胱憩室10例,膀 胱結石8例,膀 胱腫瘍6例,前 立腺結

石6例 を認め,5例 に膀胱部分切除術,8例 に膀胱憩

室切除術 を併用 した(rable2).な お,前 立腺 腺腫

の組織学的検索にて123例 中5例(4.1%)に 前立腺癌

0 50 100(%)
Agen

48-5912

60-6932

70-7957

が存在す ると診断された.

7留 置 カテーテル抜去 までの期間

尿道留置 カテーテル抜去 まで の期間は最短1日,最

長20日 で平均4.6日 であった.最 長20日 の1例 は出血

傾向が続 き肉眼的血尿が消失 しないために持続膀洗を

施行 していた例 であった.ま た,恥 骨上膀胱痩 とした

留置 カテーテル抜去 までの期間は最短5日,最 長23日

で平均12.2日 であった.

8.手 術合併症

術後合併症 として後 出血,尿 道直腸痩,心 筋梗塞,

急性腎不全,敗 血症が各1例,副 睾丸炎8例,創 部感

染17例 を認め,そ の うち心筋梗塞の1例 は術後4日 目

に死亡 してお り手術死亡率は0.8%で あ った(Table

3).術 後創部感染は術前細菌尿が 存在 した45例 中10

例(22%),術 前細菌 尿が存在 しなか った78例 中7例

(9%)に 発生 し,術 前細菌尿が存在 した症例に有意

に高 い発生率であ った.

9.術 後 の副睾丸炎 の発生に関 して

副睾丸炎の発生に 関しさまざまの因子 との関連につ

いて検討 した.精 管切断術併用の52例 中1例(1.9%),

非併用の71例 中7例(9.8%)に 副睾丸炎が 発生 し,

数字 の上か らは非併用例に多 く発生しているものの推

計学的には有意差 とはならなか った.ま た,精 管切断

術併用,非 併用例 のそれぞれについて術前細菌尿の有'

80-899
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(9)
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～60min .36
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Weightofadenoma

～20～40 ～60>60(g)

～5031

量量

9
0 ～10039

書奎

§ 一…22

霧
醒>20016

(ml)
N.S.

050100
(%)

Fig.3.Correlationbetweenweightofadenomaandresidual
urinevolumebeforeoperation

Table2.Associateddiseases

Associateddiseases No.ofcases

Bladdernecksclerosis

Bladderdiverticulu皿

Bladderstone

Bladdertumor

Prostatestone

Prostatecancer

17

10

8

6

6

5

Tota1 52

無,術 前 カテーテル留置の有無 との関連に ついて検討

したが,こ れ らと副睾丸炎の発生 との間に も相 関は認

めなか った.い っぽ う,副 睾丸炎 の発生をみた8例 の

術後 の尿道 カテーテル留置期間は2～8日 であ り,留

置期間 との関達性はなか った ものの1例 は尿道狭窄に

対 して尿道 のTURを 併用 し,2例 は 残尿測定 直後

に副睾丸炎が発生 してお り経 尿道 的操作 が関与 してい

るとも考え られ た(Table4).

IO.術 後尿路感染症

前立腺術後尿路感染症は複雑性 尿路感 染症であ り,

術 後の化学療法剤投与 の影 響 もあ ることか ら細菌数が

103CFU/mlで も尿路 感染症 の病 原菌ではない とは一

概には いえず,今 回われわ れは細菌尿についてはJO3

Table3.Complication

Complieat'ion No●ofcases

Bleedingafteroperation

Urethro-rectalfistula

Myocardialinfarction

Acuterenalfailure

Sepsis

Epididy皿itis

Woundinfection

1

互

1※

1

1

8

17

Tota1 30

※MortalityrateO
.8%
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Table4.Incidenceofepididymitisafteroperation

No.of

cases

Epididymitis

after

十

operation

Vasecto皿y

旨

ε

8

窓
〉

+〈

Bacter重uria

beforeoperation

Indwel旦ingcatheter

beforeoperati .on

Bacteriuria

-〈 beforeoperation

Indwelling

beforeoPeration

十52

十

十

十

十

71

20

32

20

32

25

46

27

44

1(1.9%)

7(9.8%)

1

0

1

0

3

4

2

5

51

64

19

32

19

32

22

42

25

39

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

100(%)

書ξ

差50
8

一,わ〇一

'

声》曽唄
,、
,、

、
、
、
、

、
、
、
、
、

h
、
、

、
、
、

●一 一一 ●Pyuria

◎一一一一〇Bacteriuria

ぴ 一_ ___

Before

ope・

IW.2W.

Fig.4.

12345

Afteroperation

Changesofpyuriaandbacteriuria

6
(month)

CFu/ml以 上を,膿 尿は5cells/hpf以 上 を 陽性 と

して術後尿路感染症が消失す るまでの期間につ いて検

討 した.細 菌尿,膿 尿 とも術後2週 間でそれぞれ52%,

80%と 陽性率 のpeakを 認めたが,細 菌尿に関 しては

3ヵ 月以内に97%が 陰性化 してい る反面,膿 尿に関 し

ては86%の 改善率であ り膿尿が改善 しに くいことは前

立腺摘 出術後尿路感染症 の特徴であ った(Fig・4).

つぎに術前 の細菌尿 の有無 と術後の細菌尿 の消失 ま

での期間 との関連を検討 した.術 前細菌尿 陽性 の症例

の うち93%は 術後細菌尿が陽性であ ったが術前陰性 の

症例 では術後の陽性 率は66%で あ り,術 前細菌 尿陰性

の ものは陽性 のものに比べ有意に術 後細菌 尿の出現 の

頻度が少なか った.い っぽ う,術 後細菌 尿消失 までの

期間は術 前細菌尿陰性 の方が陽性の ものに 比べ早期に

細菌尿が消失す る傾 向が うかがえたが推 計学的に は有

意差を 認め なか った(Fig・5).留 置 カテーテル抜去

までの期 間 と術後細菌尿消失 までの期間 との関連は尿

道 カテーテル抜去 までの期間が8日 以上,膀 胱棲 カテ

ーテル抜 去までの期間が15日 以上の症例 はそれ以下の

症例 と比べ術後細菌尿消失 までの期間は有意に長か っ
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Bacteriuria

beforeoperation
No.ofcases

afteroperation

No.ofcasθs

・ 菊 く+糊

一78〈+
52(66%)

26(34%)

P〈0.01

PeriodforeliminationofbaGteriuria

50 100(%)

～1mos . ～2mos 、
～3mos .

、
、

、

、

＼1>3mos・

＼
、1
、1

N.S.

F量9.5。 Correlationofbacteriuriabeforeandafteroperationandperiodfor

eliminationofbacter三uria

Catheter(day)

(urethra)
1～2

3～4

5～7

≧8

(bladder)
≦7

8～14

≧15

No.of
cases

20

42

29

15

10

70

26

Periodforeliminationofbacteriuria
50 100(%)

negative ～1mos・:～2mosl・:～3mos

>3mos

P<0.Ol

....,

P<0.Ol

Fig.6. Corre互at三 〇nofdurationof五ndwelIingcatheterandperiodfor

ellminationofbacteriuria

た(Fig.6).

術 前,術 後 の 尿路 感 染症 の原 因 菌 分 布 を検 討 した と

ころ術 前 術 後 と も 原 因菌 の分 離 頻 度 に 大差 は な く,

E・coli,P・aeru8inosa,E.faecalisの 分 離頻 度 が高 か っ

た.術 後 に 分 離 され たE.faecalis,Enterobacter,NF-

GNRは 混 合 感 染 例 か ら高 率に 分 離 され る傾 向が あ っ

た.

考 察

前立腺肥大症に対す る手術 的治療法には,TUR-P,

cryoprostatectomy,opensurgeryが あ るが,open

surgeryの なかで も恥骨上式前立腺被膜下切除術 は他

の手術方法に比べ前立腺へ容易に到達す ることが でき,

腺腫 の大 きさ,発 育状態 が膀胱 内よ り確認 でき,膀 胱

内合併症 の観察,処 置がで きる特 徴があ り,比 較的若

い泌尿器科医で も熟 達 した指 導医のもとでは容易に確

実に できる手術方法である.わ れわれ の教室において

もこ うした 目的 もあ り前立腺肥大症に対す る手術療法

としては恥骨上式前立腺 被膜下切除術が もっとも多 く

施行 され7年6ヵ 月闘に123例 に達 した.

前立腺肥大症の外来患者に対す る本症入院患者の頻

度は,高 木 らO.6%,金 子 ら1.22%,宮 崎 ら1.4%と 年

々増加 の傾向を示 し,高 田 ら1)が1954年 か ら10年 間を

まとめた報告では1.83%で ある.わ れわれは8,282例

中123例(1.34%)で あ り20年前 よ り増加す る傾向は認

めなか ったが,年 齢分布はわれわれ の検討 では70歳 代

にpeakが あ り全体 の52%を 占めてお り,中 川 ら2)が

1963年 か ら10年 間を まとめ た報告 ではpeakが60歳 代
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Table5.Ur量naryorganismsisolatedbeforeandafteroperat三 〇n

Bef。re。perati。n
Afteroperation

Organis・ms

No.ofstr,匿

Singlelnf色ctionMixedinfectionTotal

No.ofstr,%No.ofstr.%No唇ofstr.%

E.coli

Klebsiella

Ser噛ratia

Indole{+}Proteus

Indole{一,Proteus

Enterobacter

P.aeruginosa

NF-GNR

OtherGNR

S.aureus

S.epidermidis

S.faeqalis

Otherbacteria

8

4

3

2

1

6

11

4

1

0

15

12

4

U,3

5.6

4.2

2.8

1.4

8.5

15.5

5.6

1,4

0.0

21.2

16,9

5.6

10

8

3

3

1

2

10

4

1

4

7

5

0

17.2

13.8

5.2

5,2

1。7

3.5

17.2

6.9

1。7

6.9

12,T

8.6

0.0

6

8

4

4

1

5

13

10

1

1

6

16

0

8.0

10.7

5.4

5.4

1.3

6。7

17,3

13.3

L3

1.3

8.0

21.3

0.0

16

16

7

7

2

7

23

14

2

5

13

21

0

12.0

12.0

5.3

5.3

1.5

5.3

17.2

10.5

1.5

3.8

9。8

15.8

0.0

Tota1 71 58 75 133

NF-GNR:Glucosenon-fermentatinggram-negativerodsexceptforP.aeruginosa

に50%で あるのに比べ,前 立腺切除術を うける患者 の

平均年齢は高齢化を示 していた.こ の ように高齢者に

対しても積極 的に手術療法がお こなわれる ように なっ

てきた のは麻酔学 の発達に負 うところが大 きいことは

い うまでもない.わ れわれは麻酔方法 として全身麻酔

(43.9%),硬 膜外麻酔(51.2%)の2方 法 を主 として

おこなって きたが,最 近は硬膜外麻酔 が増加 し全身麻

酔が漸減 している傾 向があ り,こ れは狩野 ら3)の報告

と類似す るところである.こ の ことは麻酔方法 と術中

出血量 の関連が重要 な意味を もつ と考え られ る.一 般

に高齢者は術前に なん らかの合併症を もち,術 後 も予

備力が少ない ことは 当然 であ り術中出血量 の多少は術

後経過に大 きな影響 を与え るもの と考 え られ る.す な

わち,わ れわ れの検討において硬膜外麻酔 の平均 出血

量が460mlに 比 し全身 麻酔の平均 出血量が720mI

と硬膜外麻酔に おける術中出血量が有意に少 な く,術

中出血量は麻酔方法に左右す る と考 えられ 自然に硬膜

外麻酔が増加 してきた と思われる.全 身麻酔におい て

術中出血量が多 いことは,今 村 ら4),新 山ら5),杉 浦

ら6),守 殿 ら7),多 数 の報告がある.そ の理 由として

杉浦 らは手術侵襲や気管内挿 管に よる気管へ の刺激に

よりカテコールア ミンやADHな どの 遊離がお こる

と,フ ローセ ンの本来 の薬理作用に打ち勝 ちフ ローセ

ン麻酔 中に もかかわ らず血圧が上昇す る ことに起因す

ると解釈 していると述べ,守 殿 らも腰椎 麻酔 お よび硬

膜外麻酔 は全身麻酔に比べ術中 の収縮期圧 が有意に低

か った と述べ ているよ うに,全 身麻酔に比べ腰椎 麻酔,

硬膜外麻酔 では術中血圧が低下す るため術中出血量が

少ない とす る者5・8)が多 い.わ れわれは術中血圧につ

いての検討 はおこな っていないが,以 上 のことよ り恥

骨上式前立腺切除術に対す る麻酔方法は腰椎麻酔か硬

膜外麻酔 が適切 な麻酔方法 と考え られた.さ らに,術

後の患者 が創部痛 とvesicaltenesmusに 悩 まされ る

ことは よく経験す ることであ り,術 後に局麻剤 の注入

にて これ らの症状を緩解で きる硬膜外麻酔 をわれわれ

としては推奨 したい.ま た,術 中出血量 が摘 出重量 と

相関があるか どうかに ついては 相関を 認めた者4・7),

認めなか った者9・10)など一概には断定で きない報告が

多いが,わ れわれ の検討 では麻酔方法にか た よりがな

いのに もかかわ らず摘 出重量 と出血 量 との間に相関を

認め,と くtc609以 上の腺腫に対 しては有意に 出血

量が多か った.し か し,腺 腫が10g以 下 の20例 中3

例は800ml以 上 の出血量があ り,こ れ らはいずれ も

外科的被膜 との癒着が強 く腺腫摘出に時 間がかか り出

血量が多か った.こ のよ うに腺腫 と周囲組 織の癒着 の

問題 もあ り一概に摘 出重量 と出血量に相関がある と断

定はで きない ものの,や は り術前検査にて腺腫 が大 き

い と予想 され る例に おいては と くに止血操作 を迅速に

お こな うよう心 がける必要性があ ると思われた.

前立腺摘出重量 は平均33.49で,林 らu)が1968年

か らまとめた報告 では平均30.9gで あ り,他 の報告

例3・12・13》とも同様 な成績 で,高 齢者ほ ど重量が増加 し
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ている傾 向が認め られ,年 齢 と摘 出重量の間には相関

が あった.し か し,そ の反面手術時に膀 胱頸部硬 化症

の合併が確認 された ものが209以 下に27%と 高率を

占めていた ことや,術 前残 尿量 と摘 出重量に相関を認

め なか った ことは必ず しも腺腫 の大 きさのみが排尿 困

難 の原因 ではない ことを示唆 していた.

摘出標本の病理学的検索に て4.1%に 潜在癌が発見

され他 の報告 例3・14)と一致 していたが,わ れわれは摘

出標本に対 して,stepsectionを おこなっていないた

め念入 りな検索 をすれ ば潜在癌の合併頻度 はさらに高

くなるもの と思われ る.術 後の カテーテル留置期間は

尿道留置 カテーテルは平均4.6日 であったが全体の81

%は6日 以内に抜去 されてお り最近 はなるべ く早期に

抜去す るよう心 がけている.ま た,膀 胱留置 カテーテ

ルは平均12.2日 で他 の報告例 とほぼ同様 の結果であ っ

た.術 後の尿 もれや創移開を懸念 してカテーテルを抜

去する時期が延 びた ことを反 省している報告3・14)もみ

られる ように,わ れわれ も留置カテーテル抜去時期に

ついて基準を も うけているわ けではないため,と もす

ると抜去時期が長び くことは経験す るが,術 後の尿路

感染症,尿 道狭窄を防止す ることか らもなるべ く早期

に抜去す ることが望 ましい と考 える.

術後合併症 としては創部感染,副 睾丸炎 が多か った

が死亡例 は心筋硬塞の1例 のみ で死亡率はO.8%と 低

く,林 ら11)の6.1%に 比 し低率 であ り,木 下 ら13),溝

口ら蝸)の1.O%前 後 と同様 の結果 で 安全性 の高 いこと

が確認 された.創 部感染をおこした ものは程度 の差は

あるが全例に創移開を きたしてお り,創 部感染が創移

開の原因 とな っている ことが多 く,創 部感染 の防止が

重要 である.わ れわれ の検討 では術前に細菌尿を認め

た ものに創部感染がお こりやすい結果 を得 てお り,術

中の創部 の完全な止血 とともに術前の細菌尿 の陰性化

が必要 であると思われた.ま た,術 後の副睾丸炎 の発

生頻度 は6.5%oで 他の報告例 よ りやや少なか った.高

崎 ら16)は術前に尿路感染症が存在す る場 合,術 前に尿

道 留置 カテーテルを設置 しておいた場 合は術後副睾丸

炎 の発病率は高 く,術 前に精管切断術をお こな うこと

は術後 の副睾丸炎発病 防止に有効であ ると述べ ている

が,畑 地 ら17)は術前 カテーテル留置の設置や精管切断

術施行 の有無 と術後副睾丸炎 の発症 とは統 計学的には

有意差を認めず,術 後 の尿路感染症の予防処置 をおこ

なえぱ副睾丸炎予防 としての精管切断術の併用は不必

要 であ ると述ぺている.わ れわれの検討では相対的頻

度 としては精管切断術非施行例に副串丸炎 の発症が多

か ったが推計学的には有意差を認めず,ま た術前 の細

菌尿 の有無,術 前 カテーテル留置の有無 と副睾丸炎発

症に なん ら相関を認 めず,化 学療法 の発達 している現

在副睾丸炎予防 としての精管切断術 の併用 は意義が少

ない と考え られた.

術後 の尿路 感染症 の推移は,closeddrainageが

大半であ り術 後一定期 間の抗生剤 の投与に もかかわ ら

ず,術 後2週 間で細菌 尿は52%,膿 尿は80%の 陽性率

を示 していた.し か し,1ヵ 月後には漸減 し,2ヵ 月

後にはそれ ぞれ15%,35%の 陽性率 であ り,留 置 カテ

ーテルを抜去 した時期 よ り漸減 してお り留置 カテ ーテ

ルが尿路感染症発症 の最大 の要因 であ った.ま た,細

菌 尿の陰性化に比べ膿尿の改善が悪い点 は前立腺術後

の特徴 であると思われ,3ヵ 月後では細 菌尿は97%が

陰性化 してお り無意味な長 期間の抗生剤 の投与 は避け

るべ きである.ま た,術 前細菌尿陽性例 は陰性例に比

べ術後 の細菌尿出現頻 度が有意に 高 く,し か も術前 と

同菌種が分離 される傾 向を認 めた こと,細 菌尿陰性化

までの期間が長 び く傾 向を認 めた こ とは興味深 く,術

前 の細菌尿に対す る コン トロールが重要 であると思わ

れた.

ま と め

1974年1月 より1981年6月 までの7年6ヵ 月間に岐

阜 大学泌尿器科に おいて施行 した恥骨上式前立腺 被膜

下切除術123例 につ いて統計的観察をお こな った.

1)最 年少48歳,最 年長89歳 で平均年齢は70.1歳 で

あ った.

2)平 均術中 出血量は590mlで あ ったが,硬 膜外

麻酔が全身麻酔に比 し有意に出血量が少な く,麻 酔方

法 が出血量 の最大 の因子であ った.摘 出重量 と出血量

に も相 関を認めた.

3)摘 出重量は平均33.49で,年 齢が 増加す るに

つれ重量 も増加 していたが術中に膀 胱頸 部硬 化症 の合

併が重量20g以 下 で27%と 高率に認め られ た.ま た,

術前残 尿量 と摘 出重量 とには相関を認めなか った.

4)潜 在性前立腺癌は 塩1%に 認め られた.

5)術 後の副睾丸炎発症 の予防 としての精管切断術

は意義 が少 ない と考え られた.

6)術 後の尿路感染症は術前の細菌尿の有無 とよく

相関を示 し,術 前 の細菌尿に対す るコン トロールが重

要である と思われた.
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