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尿道膀胱鏡検査後の尿路性器感染症に対する予防と対策
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 TREATMENT AND PROPHYLAXIS FOR UROGENITAL 

INFECTIONS OCCURRING AFTER  URETHROCYSTOSCOPY

Yukihoko OHISHI, Toyohei MACHIDA Yuichiro AKASAKA, 

Kazuya TASHIRO Hiroshi KIYOTA and Hirokazu GoTo 

From the Department of Urology, The Jikei University School of Medicine 
(nirerinr • Prn£ T Ilfncid 1

            Kenichi SAITO 

From the Department of Urology, National Okura Hospital 

            (Chief: Dr. K. Saito)

    To prevent urogenital infections occurring after urethrocystoscopy, we have studied the prevalence 
of these diseases without the use of antibiotic agents subsequent to urethrocystoscopy to determine the re-
lative importance of aseptic procedures and whether administration of antibiotics is really required for 
this purpose. 

    Patients enrolled in the present study included those undergoing urethrocystoscopy at four hospitals, 
totaling 146 patients (93 male and 53 female patients). All of these patients were apparently free of 
urogenital infections prior to urethrocystoscopy, with less than 5 leucocytes per field in urinary sediment, 
and a bacteria count of less than 104 cells/ml. Each patient was checked between 3 and 14 days after ex-
amination for 1) presence of clinical symptoms such as fever, bladder irritation symptoms and urethral 
secretion, 2) urinalysis and urinary culture, and 3) palpation of epididymis, testis and prostatic gland as 
required. The endoscope was sterilized for 20 to 30 minutes with 2% glutaraldehyde at 3 clinical insti-
tutions and with 0.5% chlorhexidine at the other, in a total of 116 and 30 patients, respectively. Ster-
ilized distilled water was used as perfusate. The external urethral meatus of the subject was disinfected 
with 0.5% chlorhexidine, followed by local anesthesia with xylocaine jelly. Ten minutes after disinfecting 
the hands of the examiner, urethroscopy and cystoscopy were performed in this order. 

   Urinary tract infection was detected in one male patient (1.1%) and 2 female patients (3.3%). In 
these cases, the endoscope was sterilized with glutaraldehyde in 2 cases and with chlorhexidine in the 
other. None of the subjects demonstrated fever or genital infections. 

   Administration of antibiotics is not normally required after urethrocystoscopy for those patients with-
out any infection, but sterilization of the endoscope and aseptic procedures will be most important for the 

prevention of urogenital infections. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 34: 1601-1605, 1988)

Key words: Urethrocystoscopy, Infection, Sterilization, Prevention

緒 言

尿道膀胱鏡検査は泌尿器科では最 も日常的に行われ

る外来検査の1つ で,.こ の検査に よって発生す る副作

用は感染,損 傷,出 血,疹 痛 な どで ある.尿 道には

StaPhllococcusやCOtJ'nebacteriumな どの好 気性 菌 さ ら

にPePt・ceCCUS,PePtostrePt・COCCUS,Pr・pionibacteriumな

どの嫌 気 性菌 を初 め とす る非 病 原 菌 の存 在 が知 られ,

また,E.coliな どい わ ゆ る病 原 性菌 の 存 在 の頻 度 が

高 い とす る報 告 もみ られ る1).こ れ ら 尿 道 の常 在 菌 叢
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の存在によ り下部尿路の内視鏡操作 を契機 に細菌が膀

胱あ るいは後部尿道か ら前立腺,副 睾丸へ と運ばれ,

尿路,性 器感染症が医原性に成立す る可能性が当然考

え られ る.

一方,尿 道膀胱鏡検査は,そ の施行頻度がきわめて

多いことか ら同一の内視鏡を繰 り返 し頻回に使用する

ことがあ り,こ のため内視鏡 の不十分な消毒が医原性

の尿路,性 慕感染症 の原因 となるとも考えられる.教

室 では,こ れ ら医原性 の尿路感 染症 を予防す る目的

で,従 来被検者 に検査後盲 目的に ア ミノグ リコシ ドの

1回 筋注,β一一ラクタムあるいはキ ノロン系の抗菌剤の

経 口短期投与 が行われ てきた.

しか し,内 視鏡操作が無菌的に行われ るな らば,尿

路感染 の発 現はそ れほ ど多 いもの とは思われ ず,今

回,従 来行ってきた方法で尿道膀胱鏡検査 を施行 し,

その後に抗菌剤を投与せず,尿 路性器感染症の発生状

況を調査 した.そ の成績か ら消毒の重要性,検 査施行

時の抗菌剤投与の必要性の有無 について検討 した.

対 象

Table1・ 尿道膀胱 鏡施行対象例(疾 患)

男性(%)女 性(%) 計(%)

血 尿

腎 嚢 腫

腎孟尿管腫瘍

腎 尿 管 結 石

神経因性鵬胱

膓 胱 腫 瘍

鵬胱頭部硬化症

前立腺肥大症

前 立 腺 腫 瘍

前 立 腺 症

尿路外悪性腫瘍

44(47.3)

1(1.1)

3(3.2)

4(4.3)

3(3,2)

14(15.1)

3(3.2)

17(18.3)

1(1.1)

1(1.1)

2(2.2)

40(75.5)

2(3.8)

1(1.9)

1(1.9)

4(7.5)

5(9.4)

84(57.5)

1(0.7)

5(3.4)

5(3.4)

4(2.7)

18(12.3)

3(2.1)

17(11.6)

1(0.7)

1(0.7)

7(4.8)

計 93(100%)53(100%)146(100%)

対象 は1986年3月 から4ヵ 月聞に慈恵医大および関

連病院 の計4施 設で尿道膀胱鏡を施行 した患者の うち,

検査前に尿路感染症を認めず,尿 沈査で白血球が毎視

野5個 未満,尿 培養に て細菌が104/ml未 満の146例

(年齢16～91歳,平 均56.6歳 の男子93例,年 齢13～83

歳平均53,3歳 の女子53例)で ある.

対象症例の内訳は男女 と も血 尿が 多 く,男 子44例

47.3%,女 子40例57.5%,つ いで男子 では前立腺肥大

症が17例18。3%,膀 胱腫蕩が14例15.1%,女 子 では尿

路外悪 性 腫 腫 瘍が5例9.4%の 順 で あった(Table

1).

方 法

1)尿 道膀胱鏡 とその消毒法

内視鏡は17Frオ リンパ ス社製 お よ びACMI社

製尿道膀胱鏡を使用 した.内 視鏡の消毒は4施 設の う

ち3施 設で2%グ ルタル アルデヒ ド,1施 設で0.5%

クロルヘキシジンによ り行われた.前 者 の対象症例は

116例,後 者の消毒は30例 である.内 視鏡 の消毒はい

ずれ も20～30分 間行い,滅 菌蒸留水で消毒液を洗 い落

とした後,検 査に使用 した.な お,グ ルタルァルデヒ

ドは10倍 希釈後,緩 衝剤を 加えア ルカ リ性 とし用 い

た.潅 流液は抗 生剤 を含まない滅菌 蒸留水 を使用 し

た.尿 道膀胱鏡 と潅流水 との接続末端は0.5%ク ロル

ヘキシジン液に浸 しておいた.

2)検 査方法

尿道膀胱 鏡検査施行に際 し外 尿道 口お よびその周囲

を0.5%ア クルヘキシジ ン液で十分に消毒後,キ シロ

カイン ・ゼ リーに よる麻酔を約10分 行い,検 者 の手指

を クロルヘキシジ ン液で消毒後検査を行 った,

3)観 察項 目

検査項 目は以下の3項 目を尿道膀胱鏡検査施行後3

か ら14日 目の間に チェ7ク した.す なわち,第1に 発

熱 膀胱刺激症状,尿 道分泌物 など の臨床 症状の有

無,第2に 検尿 と尿定量培養(男 子は中間尿,女 子は

導尿に よる感染の有無),第3は 副睾丸,睾 力、,前立

腺の触診である.

成 績

以上 の方法で尿道膀胱鏡検査を146例 に行 った結果,

男子1例(L1%),女 子2例(3.8%)で 検査後尿路

感染症を認 め た(Table2).症 例1は 血尿を 主訴す

る57歳,女 子 でク ロルヘキシジンの消毒薬 による膀胱

鏡施行後3日 目に,自 覚症状は認め なか ったが,検 尿

で尿沈査中毎視野20個 の 白血球 を認 め た.3日 目の

尿 培 養 で は,A群 以 外 のStrePtOCOCCttShemol2ticsが

1051ml検 出され,Pc系 経 口剤 でその8日 後には菌は

消失 した.症 例2は 血尿を主訴 とする48歳,女 子 で,

クロルヘキ シジ ンの消毒薬に よる膀胱鏡施行後7日 目

に頻尿 と排尿終末時痛を訴 え来院,検 尿で尿沈査中 白

血球が毎視野無数認め られ エノキサシ ンを7日 間投与

した.そ の後来院ないが症候消失 した とい う.症 例3

は,右 尿管結石を基礎疾患 とする34歳 ,男 子 で,グ ル

タル アルデ ヒド消毒 に よる膀胱 尿道鏡検査 施行後14日

目,自 覚症状はなか ったが,尿 沈査中 白血球が毎視野

6～8個,尿 培養 でEnterococcusが105!ml検 出 さ

れ,経 口内服剤が14日 間投与 され,尿 所見 の改善をみ

た・ 症例1・2は 内視鏡 の 消毒に クロルヘキシジン

を,症 例3は グル タルアルデ ヒ ドが使用された,な お,
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Table2.検 査後感染例(全146例 中3例)

No窪 例 基礎疾患

検査 後 投与薬剤 投与後

WBC培 養 投与日数WBC培 養

消毒法

1S7y♀ 岨 10S.hemolyticsBCPC

lOStm28日

24SY♀ 血尿many培 養せず

334y♂ 右尿管結石6～8

ENOX

7日

EnteroccocusAMPC-CVA

loslm214日

0(一)O.5%ク ロルヘキシジン

来院せず0、5%ク ロルヘキシジン

4(一}2%グ ルタルアルデヒド

Table3.膀 胱鏡検査後の尿路感染に関する報告

報告者 杭 生 剤 UTI出 親頻度 結 論

Lytton

(1961)

Higgins

(1966)

Blackardら

(1972)

Hartら

(1980)

無使用

無使用群

TC使 用群

無使 用群

Azo-sutfonamide投 与群

無使用群

CEZlg投 与群

1.8%(2/110)

1.7%(V58)

2,4%(1/42)

28,5%(6!21)

12,5%(3/24)

9,3%(23/247)

0.8%(21243)

正 しく器具を消毒すれぱ

感染の危険はない。

TC必 要なし。

検査前感染のないものは

藁剤は不要。

無使用例に検査時UTOが

あるものが多く,こ れを

考慮すると差がない。

抗生剤不要。

Butler

(1985)

無使用群

Sulphadimidine投 与群

Trimethoprim投 与群

0.0002%ク ロルヘキ シジン膀注

1.7%(1/58)

1.9%(1/53)

1.4%(1/72)

0%(0/63)

抗生剤は不要。

Richardsら

(1977)

Hares

(1981)

灌流水に滅菌蒸留水使用

0.0002%ク ロルヘキ シジン

灌流水に滅菌蒸留水使用

PolimyxinB、Neomycin含 有

6,5%(7/107)

0%(0/106)

16.1%(9156)

5.3%(3156)

ク ロルヘキシジ ンの効果

あ り。

有意差な く抗生剤の有用

性な し。

Fozardら ガウ ンテクニ ック

(1983)手 洗いと手袋のみ

4.1%(3t74)

6.0%(5/83)

ガウ ンテクニ ックは不璽。

今回の検討では発熱あるいは性器感染症を きた した症

例は認めなか った.

考 察

1回の導尿に より感染が発生する頻度は入院患者で

5%前 後,外 来患者 で1%以 下 であ る2)と され てい

る.し か し,導 尿後に出現 した細菌尿は 自然消失する

ことが多いことか ら3),1回 の導尿後には原則として予

防的な抗菌剤の投与は必要ではないといわれている.

膀胱鏡検査後の尿路感染症 の発生頻度 と抗菌剤投与の

必要性の有無についての諸家の意見で も不要 とする報

告が多い(Table3).す なわち,Lytton4)は 膀胱 鏡

検査後の尿路感染症の発生頻度は2%以 下 で,正 しく

器具を消毒すれば,感 染の危険 はな い といい,Hig・

gins5},Blackardら6⊃tHartら7).Butlerらs)も お

のおのテ トラサイク リン,アゾ ・スルフ ォナマイ ド,セ

ブ7メ ジ ソ,ス ルファジ ミジン,ト リメトプ リム使用

群が,抗 菌剤無使用群 と比べ有意に感染頻度を低下 さ

せる ことがな く,抗 菌剤は不要であるとしてい る.一

方,検 査条件 の改善と して膀胱鏡に使用する灌流水中

に消毒剤あるいは抗菌剤を入れ,膀 胱鏡検査後の尿路

感染症を予防す る試 み もな され て い る.Richards

ら9)は0.OOO2%ク ロルヘキシジ ン使用群が有意に検査

後の感染症発症の滅少をみて いるが,Haresら10)は

灌流水 中にポ リミキ シンBと ネオマイシ ンを使用 して

も検査後の感染を 減少させ るこ とはな いと述 べて い

る,さ らにFozardらlDは 膀胱鏡検査に はガウ ンテ

クーックは不要で,手 洗い と手袋の使用のみで よい と

す る報告 もある.

前立腺の大きさと膀胱鏡検査後の感染 出現率 とにつ
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Table4.膀 胱鏡検査後の一過性発熱に関す る報告.

報告者 抗性剤 出現頻度 結論

Sullivanら

(1972)

Hartら

(1980)

Chisholm

(1982)

大 石 ら

(1987)

無使用 17%コ メ ン トな し

無使用12～16%CEZ必 要な し

CEZlg7～14%

無使用

CEZ19

無使用

16%無 菌操作が必要

7%

0%無 菌操作が必要

Table5.全 国主要病院におけ る器具類消毒に対す る

使用消毒薬(156施 設).

クロルヘ キシ ジングル コネー ト(ヒ ビテングル コネー ト)199

塩 化ベ ンザ ル コニウム(オ スバ ン)115

次 亜鉛素酸 ナ トリウム91

ホルマ リンガス82

塩 化ベ ンゼ トニ ウム(ハ イア ミン)79

ク レゾー ル石鹸 液78

消轟用 アル コー ル66

クロール ヘキ シジ ングルコネー ト・アル コール48

(ヒ ビテ ングル ⊇ネー ト ・アル コー ル)

():商 品名 宮家ら(1973年)に よる

いてはRichardsら9)は 相 関 な い と して い る が,

O'Gradyら12),Shandら13)は 残尿が生ずるよ うな基

礎疾患では検査後感染を発症 しやすいとしてい る.今

回われわれの成績では,前 立腺肥大症17例 全例が検査

後感染を起 こさなか った.

膀胱鏡検査後の一過性の発熱はかって10～20%と さ

れたが7・14・15)(Table4),今 回の検討では肇熱を きた

した症例は全 く認 め な か った.Chisholmi5)は,発

熱はエン ドトキ シンに よ り起 こる と推測 し,た とえ抗

生剤を投与 した として も7～10%は 出現す るとしてい

る.Madsenら16)は 細菌尿が有 る場合,抗 生剤は必

要 であるが,無 菌尿 の際セこは不要 で,無 菌操作の重要

性を強調 している.

以上のご とく,膀 胱鏡検査 後の感 染予防に対 して

は,抗 菌剤 の投与 より検査器具の消毒 と無菌操作 の重

要性が強調 されてい る,し か し,わ れわれは これ まで

習慣的方法に従って,検 査後一様に抗菌剤を投与 して

いたが,こ れ らを今おおいに反省 している.

宮家ら(1973年)17)の 全国の主要156施 設を対象 とし

た器具類の消毒薬使用状況のア ンヶ一 ト調査では クロ

ルヘキシジンが最 も多 く,つ いで塩化ベ ンザル コニウ

ムあるいは塩化ベ ンザ トニウムの界面活性剤がこれに

続 き,以 下次亜鉛素酸ナ トリウム,ホ ルマ リンなどで

(Table5),こ うした薬剤が 尿道膀胱鏡の消毒に も使

用 されているのが現状であろ う.以 後の調査がな く,

現時点での詳細な使用状況は不 明である.1970年 代後

半にな り使用 しめ始 られた グルタル アルデ ヒドは人体

に使用できない欠点はあるが,ク μルヘキシジンがグ

ラム陰性桿菌に対す る抗菌作用が弱い,塩 化 ベンザル

コニウム,塩 化ペ ンゼ トニウムは有機物 の混在で効力

が低下す る,消 毒用 エタノールは細菌芽胞に無効,ク

レゾールは細 菌芽胞に無効 で,臭 気が強い,次 塩素酸

ナ トリウムは金属を腐食 し,臭 気が強 い,ホ ルマ リン

は刺激性強 く,殺 菌に時間を要するなどの欠点を有す

るのに対 し18),グ ラム陰 性桿菌 あ るいはHb抗 原な

どを初め として広範囲な消毒作用を持つため有用性が

高いと考え られ る,今 回の成績では,尿 道膀胱鏡検査

後の感染症発症 の頻度は クロルヘキシジン液消毒では

30例中2例6.7%,グ ルタルアルデ ヒド液 に よる消毒

ではll6例 中1例0.9%と 後者で少な くグルタルアルデ

ヒ ドが よ り有効 と考えられた.

結 語

感染のない男子93例,女 子53例 を対象に尿道膀胱鏡

検査を行 い,検 査後抗 生剤は 無投 与 と した.そ の結

果,

1)尿 路感染症は男子1例(1.1%),女 子2例(3.8

%)に 認め られ,抗 菌剤の投与 でただちに軽快 した.

2)発 熱をきた した症例は認めなか った.

3)尿 道 膀胱鏡検査 後 の尿 路感 染症の発 生頻度 は

0.5%ク ロルヘキシジン液6.7%,2%グ ルタルアルデ

ヒド液0.9%で,後 者で低か った.

以上 より,感 染のない症例に対 し尿道膀胱鏡検査を

施行す る際は,抗 菌剤の投与 は原則的には必要ではな

く,内 視鏡器具の消毒 と無菌的操作 が感染防止に最 も

重要であると考 えられた,

本論文の要旨は第51回日本泌尿器科学会東部総会にて報告

した.
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