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排尿時膀胱尿道造影のための新しい装置について

近畿大学医学部泌尿器科学教室（主任：栗田 孝教授）
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近畿大学医学部中央放射線部（主任：石田 修教授）

     山  本  義  憲

     津  山  泰  子

A Niini，VyT DEVICE FOR TAKINLr，’ THE VOIDINv’一’

       CYSTOURETHROGRAM

     Sunao YAcHiKu， Teruo KADowAKi，

   Takahiro AKiyAMA and Takashi KuRiTA

From the．OePartment qズσ70ご0綴，1（inki Univer吻， SCゐool of Medicine

       （Director： Prof． T． Kurita， A4． D．）

   Yoshinori YAMAMoTo and Yasuko TsuyAMA

From’ん81）吻r彦ment cf Radiol・gp，， Kinki Uni乙，er吻，＆伽1げルtedicine

        （Director： Prof． O． lshida， M．D．）

  The voiding cystourethrography is the most important and commonly performing ey． amina－

tion for detecting vesicoureteral reflux ancl obstructive changes of the lower urinary tract such as blad－

der neck obstruction， urethral stricture， urethral valve and vesical or urethra｝ diverticula． ln this

examination， however， it is often expierienced that the patients， particulary female patients， are fre－

quently unable to void due to psychological inhibition and unsatisfactory urine－collecting device．

  Therefore we have made a new urine－collecting device consisting of a small disposable urine cap，

an upward and downward movable support and a gum tube．

  Herein we report that this new device is useful for taking the voiding cystourethrography in the

upright positign regardless of sex and ’age and also the satisfactory results for demonstrating the lower

urinary tract during micturition were obtained．

 排尿時膀胱尿道造影は，膀胱尿管逆流尿道弁，尿

道および膀胱憩室，膀胱頸部および尿道の通過障害の

診断ならびに排尿機構の生理的，病理的状態などを知

るために非常に有力な手段である．そこで日常気軽に

この撮影法を利用したいわけであるが，小川（1975）1）

もいうように，検査時，被検者の排尿に対する心理的

抑制が強いため，とくに女性では不成功に終る場合が

多い．この原因の大部分は，撮影時の排尿方法にある

と思われる．現在おこなわれている方法は，被検者に

尿器を持たせたり，これを股にはさませたり，または

布を腰にまきつけ，そのまま排尿させたり等，かなり

野蛮な方法が一般的である．腰掛型排便器に坐った状

態にして排尿させる方法も日本人の体形とX線装置の

管球との位置関係に無理がある．そのうえ股を大きく

開かねば大腿骨が撮影の障害となり，その蓋恥心のた

め，排尿不可能な例も多くみられる．そこで，われわ

れはこれらの欠点を除いた方法がないかを常に検討し

ていた。今回コップ型の即席めん類の容器を利用する
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アイディアに初まって，非常に簡便で，排尿の成功率

が高く，いかなる撮影の方向や条件にも耐えうる装置

を考案したので報告する．

装 置

 最初，コップ型即席めん類の容器の底にゴム製のチ

ューブを取りつけた装置を考えついた．この容器の上

部にひもをつけ，容器を被検者の股にはさまして，ひ

もで腰に固定した．この状態で非常に満足すべき排尿

時膀胱造影像が得られることがわかった．しかしなが

ら，この容器は1回しか使用に耐えないため検査ごと

に新しい容器にゴム管をつけたり，ひもをつけなけれ

ばならず，日常の検査のためには繁雑である．それで

以下のようにくふう，改良した装置を製作した．まず

牡牛部は発泡スチPt・一ル製で，ディスポーザブルとし

た（Fig．1）．その形状は改良を加え，外陰部に適合し

やすいように楕円形のコップ状とした．この容器の下

部に尿を下へ流すための小穴を開けた．この容器をひ

もや手を用いず，外陰部に固定するため，上一ド伸縮可

能な支柱を作った．この支柱の上部にある容器を固定

させる部分は前後左右，自由に動かせるようにくふう

した．この部分にも小穴があり，ここにゴム管を接続

して排水管へ尿を導くようにした．これにより集尿器

に排泄された尿（造影剤）は，この容器の小穴を通り，

容器固定部の小穴よりゴム管を通じて排水管に流され

ることになる（Fig．2）。

：方 法

 われわれが通常この装置を用いて撮影している方法

は次のとおりである．造影剤は76％静脈性腎孟撮影用

造影剤60mlを注射用蒸留水にて約300 mlに希釈し

たものを用いる．仰臥位にて膀胱尿道部の単純レ線撮

影をおこなったのちJまず100ml希釈造影剤を逆行

性に膀胱内に注入し膀胱造影をおこなう．次いで最大

尿意が得られる量，通常は300m1前後まで造影剤を

注入し撮影をおこなったのち，X線装置を90。回転

し立位とする．足置台に前述の装置を固定しゴム管の

下端を排水管に接続する．支柱を上下移動させること

により発泡スチロールの集尿器を外陰部にうまく密着

させる．このまま正面から撮影できるのはもちろん，

体を斜位にしても集尿器は股に密着したままで，自由

な体位をとることができる．次いで，心理的抑制を軽

減するために，この状態のまま検査着で身体をおおう

ようにし，集尿器などの装置も外からは見えないよう

にする．撮影にさいして撮影室の明りを消し，被検者

以外は撮影室外に出る．マイクで室外より排尿を命じ，

モニターにて排尿状態を観察しながら最も適当な時期

に撮影する。または，連続的にスポット撮影をおこな

うこともある．

結 果

 この装置を用いて撮影した女性の排尿時膀胱造影を

図示する．Fig．3は56歳で再発性腎孟腎炎のため，膀

胱尿管逆流を疑い，この造影を試みた症例である．逆

流現象は証明されなかったが，膀胱頸部，尿道の排尿

時の状態がきわめて良好に描出されている，集尿器に

よって尿道の状態が不鮮明になってはいないのはもち

ろんである．Fig，4は59歳女性で繰り返す膿尿，発

熱発作の既往があり，排尿時膀胱造影をおこない，左

側の逆流現象を描出した症例である．Fig・5は38歳男

子で，軽度排尿障害を主訴として来院した症例である．

斜位からの排尿時膀胱造影で，膀胱頸部，後部尿道，

前部尿道は明瞭に描出されているが特に異常は認めら

れない．なお，この症例はDIP施行後の膀胱内に貯

留せる造影剤を利用した．Fig．6は4歳男児で，排

尿時膀胱尿道造影で，両側の逆流現象を証明している．

われわれは，現在のところ排尿時膀胱造影をおもに膀

胱尿管逆流の検索のために施行しているため女性の症

例が多い。この装置を用いて，これまで女性26例，男

性3例，小児4例に延べ36回排尿時膀胱造影を施行し

た．その成績をTable 1に示す．これからわかるよ

うに，女性では27回中18回排尿に成功し，小児および

男性では全例成功した．女性のみの排尿成功率は66．7

％，全体では75％の成功率である．

考 察

 最近，排尿の生理的，病理的機構の解明についての

排尿時膀胱造影の意義について，その重要さが論じら

れている1”5）．また膀胱尿管逆流現象の発見，機構の

検索にもこの撮影法が重要であることはいうまでもな

い6）．しかしながら，現在まで実際の施行法について，

われわれは，満足でぎなかった．男性の場合は，解剖

学的条件から，尿器を手に持ったまま排尿時撮影をす

るのは比較的容易である．布でおおうことによって蓋

恥心を軽減することもできるであろう．しかし女性の

場合，造影剤を周囲に汚染させることなしに，また，

三舟心を軽減する方法で撮影するのは非常に困難なこ

とである．造影剤の汚染を防止し，通常の排尿の習慣

に近いかたちでこの問題を解決するには腰掛型排便器

に坐位とするのが一方法であるD．前述のようにこの

排便器を用いたとしても，現在のX線撮影装置では，

管球と膀胱の位置を調節するためには，もろもろの困
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Fig． L 集尿器部分

Fig． 2・

環

排尿時膀胱尿道造影のための排尿装

置の全景．

綴

驚

Fig・3・56歳女．膀胱尿管逆流を疑ったが，

    異常所見が認められなかった排尿時

    膀胱尿道像．

          撫
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Fig・4・59歳女．排尿時に出現する左側膀胱

    尿管逆流．
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Fig・5・38歳男．正常の排尿時膀胱尿道像．

レ
．躯

轟

Fig・6・4歳男．両側膀胱尿管逆流を示す排

    尿時膀胱尿道像．
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Fig． 7． スポット撮影による44歳男の正常排
尿時膀胱尿道像．

Table 1．新しい排尿装置による排尿時膀胱尿道
     造影の成功例 （voiding＋）および
     不成功例（voiding一）・

Name

T．M．

S．K．

M．M．

T．T．

Y．N．

Y．H．

M．工．

M．H．

K．Y．

T．M．

K．K．

K．K．

M．M．

T．N．

N．K．

F．Y．

E．K．

M．N．

R．D．

S．K．

M．M．

s．u．

T．T．

y．r．

H．N．

E．O．

K．K．

A．K．

M．K．

R．M．

U．A．

A．M．

M．K．

Age

42
35

59
45

26
49
38
56
33
31
30
27
33
26
35
48
52
62

30

30
32
47
31
34
32

57
4

5

5

5

23
44
38

Sex

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

M

F
F

M
M
M

＊1

＊2
 ）
＊3

Voiding

十

末

（：

：

：

：

：

：

よ

士

（：

（：

：

：

十

VUR

十

十

十

十

一 ＊1

十

十

一 ft 2

十

一 ＊3

after treatrnent

after operation

難がある．そのうえ，撮影のためには，どうしても開

脚させ，そこに管球を調節する必要がある，これでは

心理的抑制のため排尿時撮影が不成功に終る率は高く

なる．われわれは以上のような問題点を考慮に入れ

て，排尿装置を考案した．すなわち，この装置は，次

のように数多くの利点をもっている，まず第1に，装

置の装着が非常に容易で人手を要さないことである．

常に省力化を考えねばならない現在，この点は非常に

重要な要素である．第2に，第1点に関連して，集尿

器が発泡スチロール製でディスポーザブルであるた

め，衛生的であると同時に，準備や後片づけに便利で

ある．第3に，装着したまま正面，斜位など，1’1由な

位置を得ることができる，第4に造影剤や尿によって

iswHが汚染されることがない．これによって排尿成功

率を一E昇できると同時に，レ線装置や周囲を衛生的に

保つことができる．第5に，装着した．Lから着衣で破

うことが可能なため毒恥心を軽減し，排尿の成功率を

著明に／l昇させることができる．さらに，この装置の

開発は，女性の排尿時膀胱造影時の困難さを解消する

ためにくふうしたものであるが，Fig・4， Fig・5から

もわかるように，小児や男性の撮影にも応用でき，満

足すべきレ線像が得られることなどを長所に挙げるこ

とができると考える，たしかに女性の場合，立位では

排尿でぎない症例も認められる．これは立位で排尿さ

せるのが非生理的なためと考えるより，単に排尿の習

慣の違いによるものにすぎないと考えている．それ

は，撮影の前に家庭で立位による排尿練習をさせるこ

とで，最近排尿の成功率が．ヒ昇していることからも明

らかである．この装置を用いて排尿時膀胱造影は非常

に容易に的確になったわけであるが，さらに100nlm

imagc intcnsiHer撮影｝こよるスポット撮影をおこなえ

ば，被曝量を減少させうることはもちろん，排尿の動

態をより的確に撮影でき，ますます診断的価値のある

影像を得ることができる．Fig．7はスポット撮影に

よる44歳正常男子の排尿時膀胱尿道像である．また

whitakcr and Johnston（1968＞7）のmodel｝こもみら

れるように，この装置に尿流量計などの測定諸計器を

あわせ用いることにより，レ線像と関連させて排尿機

構を明らかにするのに役だつものと期待している．

結 語

 身近かな品の廃物利用をきっかけtC，成績のよい排

尿時膀胱尿道造影の装置を開発したので紹介した．

 奉稿の要旨は第72回「レ仁泌尿器看ll学会関西地方会に報告し

た．
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