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Ohashi Medical Center, Tokyo, Japan. 

 Director, the Japan Medical Society of Spinal Cord Lesion (JASCoL) 

 

The process of translation of this Data Set 

 

The translation procedure followed the recommendation: Spinal Cord (2011) 49, 357–360.  The initial 

translation from English to Japanese was performed by Dr. Atsushi Takeoka and Dr. Shohei Tobu, separately.  

The two translated manuscripts were compared and integrated into the second version.  The members of the 

reviewer board reviewed the second version and the initial translators made the third version at their 

suggestion.  The members of the reviewer board reviewed the third version, and the final version was agreed 

by all the initial translators and reviewers.  Finally, the board of directors of JASCoL approved the final 

version. 

The translation of the Japanese version of this Data Set was performed as a project of the Japan Medical 

Society of Spinal Cord Lesion (JASCoL), an affiliated society of ISCoS.  
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国際脊髄障害下部尿路機能基本データセット（第 2 版） 

 

国際脊髄障害下部尿路機能基本データセット（Biering-SørensenF ら．2008）の第１版は，

FinBiering-Sørensen, Michael Craggs, Michael Kennelly, Erik Schick および Jean-

Jacques Wyndaele によって開発されました． 

国際脊髄障害下部尿路機能基本データセットの今回の改訂は,Fin Biering-Sørensen (委員長), 

Michael Kennelly, Thomas M. Kessler, Todd Linsenmeyer, Jürgen Pannek, 

Lawrence Vogel, and Jean-Jacques Wyndaele によって行われました． 

国際脊髄障害下部尿路機能基本データセット（第 2 版）は，American Spinal Injury 

Association および International Spinal Cord Society の承認を受けました． 

国際脊髄障害下部尿路機能基本データセットに関する質問と提案は，FinBiering-Sørensen：

fin.biering-soerensen@regionh.dk ま た は JürgenPannek ：

juergen.pannek@paranet.ch までお願いします． 

 

脊髄障害患者が脊髄障害の知識を有する医師の診療を受ける際，下部尿路機能に関するデータを収

集することは日常的に行われることである. 

脊髄障害者における下部尿路機能基本データセットの目的は，日々の診療で得られる下部尿路機能

に関連する検査データを国際脊髄障害データセット（Biering-Sørensen ら.2006）の目的や構想に

沿うように標準化することである． これは既に発表された様々な研究結果の評価や比較も可能にする．  

脊髄障害下部尿路機能基本データセットのデータは，生年月日, 受傷日, 性別, 脊髄障害の原因, 

神経学的状態などを含む国際脊髄障害コアデータセット(Version 2.0) (Biering-Sørensen ら. 

2017)のデータと紐づけて使用される.  

コアデータセットは上記の情報に加えて脊髄障害の有無，外傷に関連した脊髄手術の既往，合併障害

の有無，最初の入院治療から退院する時点における人工呼吸器使用の有無，最初の入院から退院先の

情報も含んでいる． 

その他の関連する国際脊髄障害データセットは，国際脊髄障害尿路感染基本データセット（Goetz 

et al．2013），国際脊髄障害尿流動態基本データセット（Biering-Sørensenet al．2008 –更新中），

および国際脊髄障害尿路画像基本データセット（Biering-Sørensenet al．2009）がある． 

脊髄障害は外傷性であるか非外傷性であるかを問わない．脊髄，脊髄円錐，馬尾に対するすべての障

害が含まれる． 

データが単一の方法で収集されることが非常に重要である．この理由から，各変数と回答のカテゴリは，

比較可能な最小限のデータの収集と報告をしやすいようにデザインされた方法で具体的に定義されて

いる． 

 

標準フォーマットを使用することは，様々な研究者や地域からのデータを結合する際に不可欠なことで

ある．他の書式やコーディング方式が同様に効果的な場合もあり，個々の研究や共同研究者の同意の

下ではそれらの使用が可能である. 

 

国際脊髄障害下部尿路基本データセット–バージョン 2.0 への改訂について 

mailto:juergen.pannek@paranet.ch
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国際脊髄障害下部尿路基本データセット–バージョン 1.0 は脊髄障害患者の膀胱管理に関連する最小

限の臨床データ収集のためのフォーマットとして受け入れられている． 

すべての国際脊髄障害データセットは持続的な妥当性，許容性，汎用性の確認のために脊髄障害の臨

床/研究コミュニティによる定期的なレビューを受けることになる． 

2016 年，国際脊髄障害データセット委員会は国際脊髄障害下部尿路基本データセットの見直しを提

案した．2016 年，国際脊髄障害データセットは小児症例での妥当性を確保するために見直しが行われ

概要内の数か所の改訂が提案された．提案された改訂箇所の検討において,ワーキンググループ内で

は，提案の潜在的な利点と改訂に起因する継続性の損失とを比較検討した．微細な変更部位以外の改

訂部位の要約を以下に記し，その後に改訂された概要とバージョン 2.0 のデータ収集フォームを記載す

る． 
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国際脊髄障害下部尿路機能基本データセット–バージョン 2.0 で採用された改訂内容のリスト 

 

1. 国際禁制学会は成人の神経因性下部尿路機能障害の用語を更新した（Gajewski ら．2018）．そ

の結果，以下の変数に関する解説の記述が訂正された．：「膀胱を空にすべきという感覚」，「尿排

出」，「過去 4 週間の不随意の尿漏れ（尿失禁）」，および「過去１年間の下部尿路症状の変化」． 

2. 小児症例に関して,ほとんどの変数で書き出しは以下のようになっている．「この変数は，すべての

小児年齢層 0〜5，6〜12，13〜14，および 15〜17 歳に適用される．患児から情報を収集する場

合，0〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に患児（両親は副次的），13-14 歳では主に

患児（両親は補足的），15 歳以上では主に患児（両親は任意）が回答する．」 

3. 変数「膀胱を空にすべきという感覚の有無」の項目「該当なし」に「3 歳未満の小児にも適用」との解

説が追加された．また，小児症例に関する記述が若干異なる．「この変数は 3 歳以上のすべての小

児年齢層に適用される．小児患者から情報を収集する場合，3〜5 歳では主に両親が回答する．6-

12 歳では主に小児（親は副次的），13-14 歳では主に小児（親は補足的），15 歳以上では主に小

児（親は任意）が回答する．」 

4. 変数「尿排出」の項目「正常排尿」は今回追加された回答であるが，これは「反射刺激または膀胱の

圧迫を伴わない随意排尿」のことである．これは完全に正常な排尿を想定したものではなく，データ

収集者が「反射刺激または膀胱の圧迫を伴わない随意排尿」を確実に認識できるように設定され

た．仙髄前根刺激装置（SARS）の使用は非常にまれであるため，個別の回答は不必要としている

が，使用されている症例では応答カテゴリ「その他の方法」で言及する必要がある．最後に，泌尿器

科の文献で使用されている用語と合致するように，非禁制型尿路変向/ストーマ，回腸尿管吻合術，

回腸ループ，および回腸導管という用語が使われている． 

5. 変数「過去１週間の 24 時間あたりの平均排尿回数」においては以前使用された「1 日あたり」という

用語を「24 時間あたり」に置き換えて，日中と夜間，つまり 24 時間を意識するようにした．さらに，

留置カテーテルが使用されている症例には「該当なし」が適応され，おむつや失禁用ブリーフを着

用する子供や大人は排尿回数を認識できないため，「不明」を適応することとした． 

6. 変数「過去 4 週間の不随意の尿漏れ（尿失禁）の有無」においては以前使用された「過去 3 か月」

を「過去 4 週間」に置き換えることで他の国際脊髄障害データセットとの一貫性に配慮した.さらに，

回答は「毎日」，「週に 1 回以上（ただし，毎日ではない）」，「週に 1 回未満」，「なし」，「該当なし」，

「不明」に改訂された 

7. 変数「過去 4 週間に尿路に影響を与える可能性のある薬剤の有無」については，長い期間を確実

に思い出すことは難しいため「昨年」を「過去 4 週間」に置き換えることで他の国際脊髄障害データ

セットとの一貫性に配慮した.さらに，膀胱弛緩薬に抗コリン薬を追加した．また，膀胱内注入薬剤ま

たは括約筋内注入薬剤はここには含まれないことが,データ収集フォームに明記された． 

8. 変数「尿路の外科的処置の有無」から「仙髄前根刺激装置（SARS）」が削除された．これはこの装

置の植込術は非常にまれであるため，個別の回答とするのは妥当でないと判断されたためである．

但し，使用されている症例では応答カテゴリ「その他の方法」で言及する必要がある．また，泌尿器

科の文献で使用されている用語と合致するように，回答に「回腸尿管吻合術（回腸導管）」が含まれ

るようになった． 
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国際脊髄障害データセット 

下部尿路機能基本データセット書式 

 

データ記入日（西暦）   年  月  日 

 

脊髄病変と直接の関係がない尿路障害の有無： 

□なし  □あり：具体的内容        □不明 

 

膀胱を空にすべきという感覚の有無： 

□なし  □あり     □該当なし    □不明 

 

尿排出の方法      主なもの 補助的なもの 

正常排尿      □  □ 

（反射刺激または膀胱の圧迫を伴わない随意排尿．これは完全に正常な排尿を想定したものではない） 

反射性排尿（誘発） 

  随 意（叩打，引っかき，肛門の伸展など）  □  □ 

  不随意      □  □ 

搾り出し排尿 

  怒責（腹圧，Valsalva 法）    □  □ 

  用手圧迫（Crede 法）     □  □ 

間欠導尿 

  自己導尿      □  □ 

  介助者による導尿     □  □ 

留置カテーテル 

  尿道カテーテル留置     □  □ 

  恥骨上膀胱瘻カテーテル留置 (膀胱瘻)   □  □ 

非禁制型尿路変向／ストーマ    □  □ 

その他 具体的内容          □  □ 

□不明 

 

過去１週間の 24 時間あたりの平均排尿回数*    回  

□該当なし □不明 

*ここでの排尿の回数には、正常排尿、反射性排尿 (随意)、膀胱搾り出し排尿、間欠導尿の回数が含ま

れる 
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過去 4 週間の不随意の尿漏れ（尿失禁）の有無 

□毎日  □週に１回以上（毎日ではない）  □週に１回未満  □なし 

□該当なし □不明          

 

尿失禁に対する集尿器具使用の有無 

□なし  □あり： コンドーム型集尿器 

□あり： おむつ，パッド 

□あり： オストメイト用バッグ 

□あり： その他 具体的内容        

□不明 

 

過去 4 週間に尿路に影響を与える可能性のある薬剤の有無： 

□なし □あり，膀胱弛緩薬（抗コリン薬，三環系抗うつ薬，他．<膀胱壁内注入薬剤は除く>） 

□あり，尿道括約筋 / 膀胱頚部弛緩薬（α遮断薬，他．<括約筋内注入薬剤は除く

>） 

□あり，抗菌薬 / 抗生物質：□ 尿路感染症治療目的   □ 予防投与目的  

□あり，その他，具体的に                   

□ 不明 

 

尿路に対する外科的処置の有無： 

□なし  □あり，膀胱瘻造設術，実施日（    年  月  日） 

□あり，膀胱結石摘出術，実施日（    年  月  日） 

□あり，上部尿路結石摘出術，実施日（    年  月  日）  

□あり，膀胱拡大術，実施日（    年  月  日） 

□あり，括約筋切開術 / 尿道ステント留置術，実施日（    年  月  日） 

□あり，ボツリヌス毒素膀胱壁内注入術，実施日（    年  月  日） 

□あり，人工尿道括約筋植込術，実施日（    年  月  日）  

□あり，回腸膀胱吻合術，実施日（    年  月  日） 

□あり，回腸尿管吻合術（回腸導管），実施日（    年  月  日） 

□あり，導尿路造設術，実施日（    年  月  日） 

□あり，その他，具体的に         ，実施日（    年  月  日） 

□ 不明 

 

この１年間での下部尿路症状の変化の有無：  

□ なし  □ あり  □ 該当なし  □ 不明 
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変数名：データ記入日 

   

内容： データを記入した年月日を記載する． 

   

コード：○○○○年○○月○○日（西暦）     

不明 

   

解説： 下部尿路機能に関するデータは脊髄障害後のどの時点で収集してもよい． 

データ記入日の記載は，別の時期のデータを同一患者において比較する際に必要となる．加

えて，データ記入日は出生からの期間（年齢）や脊髄障害からの期間を算出する上で重要で

ある． 

 

 

変数名：脊髄病変と直接の関係がない尿路障害の有無 

 

内容： データ記入時点で判明している尿路障害で脊髄病変と関連しないものを記載する． 

 

コード：なし 

あり，具体的に                    

不明 

 

解説： 脊髄病変を有する患者の下部尿路機能を正確に評価するためには脊髄病変と関係がない尿

路障害の有無を知る必要がある．脊髄病変と関係がない尿路障害が存在する場合には，テキ

スト欄への記載が推奨される．そのことにより，後に詳細なデータを要する際に検索することが

可能となる．尿路障害は多岐にわたることから尿路障害をすべてリストにして記載すること困

難であろう． 

この項目を一旦記入した後は,脊髄病変と関係がない尿路障害が新たに生じない限り再記入

は不要である. これは余計なデータ収集を回避するための配慮である. 

この変数は，すべての小児年齢層 0〜5，6〜12，13〜14，および 15〜17 歳に適用される．

患児から情報を収集する場合，0〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に患児（両

親は副次的），13-14 歳では主に患児（両親は補足的），15 歳以上では主に患児（両親は任意）

が回答する．  
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変数名：膀胱を空にすべきという感覚 

 

内容： データ記入時点の“膀胱を空にすべきという感覚”を記入する． 

   

コード：なし 

あり 

該当なし 

不明 

 

解説： “膀胱を空にすべきという感覚”とは国際禁制学会（ICS）が定義する(Abrams et al. 2002, 

Gajewski et al. 2018) 下記のすべての膀胱知覚を意味する．すなわち，“正常膀胱知覚”

（膀胱の充満を感知でき，それが次第に増して強い尿意が到来する），“膀胱知覚低下”（膀胱

の充満を感知できるが，はっきりとした尿意の到来に以前よりも時間を要する），“膀胱知覚亢

進”（以前と比較して早期に尿意が到来したり持続する状態，これは尿意があっても排尿を後

回しにすることができる点で尿意切迫とは異なる），“異常膀胱知覚”（例えば「チクチクする」，

「焼けるような」，または「電撃的な」感覚），“非特異的膀胱知覚”（膀胱の充満を腹部膨満感や

発汗<自律神経症状の一部として>，尿道の様々な感覚や痙攣として知覚する状態） 

(Abrams et al. 2002, Gajewski et al. 2018) ，“膀胱を空にすべきという感覚”がな

い場合には “なし”と記載する．国際禁制学会（ICS）の定義によると“膀胱知覚欠如”

(Abrams et al. 2002, Gajewski et al. 2018)とは膀胱の充満する感覚や尿意が消失

した状態である．“該当なし”は留置カテーテルにより尿が膀胱から持続的に排出している状態

や非禁制型の尿路変向の状態の場合に選択される． 

この変数は 3 歳以上のすべての小児年齢層に適用される．小児患者から情報を収集する場

合，3〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に小児（親は副次的），13-14 歳では

主に小児（親は補足的），15 歳以上では主に小児（親は任意）が回答する．3 歳未満の幼児に

関しては「該当なし」が選択される． 
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変数名：尿排出の方法 

 

内容： データ記入時点での尿の排出方法（複数もありうる）を記入する． 

 

コード：正常排尿—主な排尿方法 

正常排尿—補助的な排尿方法 

反射性排尿（随意）—主な排尿方法 

反射性排尿（随意）—補助的な排尿方法 

反射性排尿（不随意）—主な排尿方法 

反射性排尿（不随意）—補助的排尿方法 

膀胱搾り出し排尿（Valsalva 法）—主な排尿方法 

膀胱搾り出し排尿（Valsalva 法）—補助的排尿方法 

膀胱搾り出し排尿（Crede 法）—主な排尿方法 

膀胱搾り出し排尿（Crede 法）－補助的な排尿方法 

間欠自己導尿—主な排尿方法 

間欠自己導尿—補助的な排尿方法 

介助者による間欠導尿—主な排尿方法 

介助者による間欠導尿—補助的な排尿方法  

尿道カテーテル留置—主な排尿方法 

尿道カテーテル留置－補助的な排尿方法 

恥骨上膀胱瘻カテーテル留置 (膀胱瘻)－主な排尿方法 

恥骨上膀胱瘻カテーテル留置 (膀胱瘻)－補助的な排尿方法 

非禁制型尿路変向/ストーマ—主な排尿方法 

非禁制型尿路変向/ストーマ—補助的な排尿方法 

他の方法，具体的に                  主な排尿方法 

他の方法，具体的に                  補助的な排尿方法 

不明 

 

解説： 尿排出の各方法について，主要な方法か補助的な方法のいずれであるのかを記載する． 

二つの主要な方法と複数の補助的な方法が記載される場合もある（Levi and Ertzgaard 

1998）． 

 

正常排尿：反射性排尿誘発や膀胱の搾り出し (Valsalva 法や Crede 法) を要さず患者本

人の意思で排尿が開始できること．これは機能が全く正常であるということを想定しているわ

けではない（Levi and Ertgaard 1998）． 

 

反射性排尿は、脊髄障害患者本人（または介助者）による体外からの刺激で誘発される排尿

筋の反射性収縮を利用した排尿のこと．様々な誘発法が存在するが，最も一般的なのは“恥骨

上を叩く”“大腿部を引っかく”“肛門や直腸を刺激する”である（Abrams et al. 2002）． 
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“反射性排尿（随意）”は脊髄障害患者本人（または介助者）により誘発される膀胱反射のこと

である． 

“反射性排尿（不随意）”は意図しない排尿反射の誘発のことである. 脊髄障害患者本人が反

射性の排尿筋収縮による尿の自然流出を許容している状況である． 

 

“膀胱搾り出し排尿”には尿の排出を促すための膀胱内圧上昇を意図した様々な方法を含む．

最も一般的に用いられているのは Valsalva 法と Credé 法である (Abrams et 

al.2002,Gajewski et al. 2018)． 

Valsalva 法は腹圧を利用する方法である（努責）． 

Credé 法は用手的な膀胱圧迫による方法である． 

 

“導尿”はカテーテルを用いて膀胱または代用膀胱から尿を排出させる手法である（Abrams 

et al. 2002）． 

“間欠導尿”とは大抵は一定の間隔でカテーテルを用いて，膀胱または代用膀胱から尿の排出

を行い，その後にカテーテルを抜去することであると国際禁制学会は定義している

(Gajewski et al. 2018)． 

国際脊髄障害下部尿路機能基本データセットに記録する間欠導尿には以下ものがある： 

“間欠自己導尿”は脊髄障害者本人が行うものである． 

“間欠導尿”は介助者（たとえば家族や個人的な援助者；訳者注 本邦では，導尿可能な介助

者は，法律上，医師，看護師，患者家族に限られる）が行うこともできる． 

国際禁制学会では無菌間欠導尿，滅菌間欠導尿，ノータッチ間欠導尿の手技に関する種々の

言及があるが，ここではこれらの手技に関する区別は行わずに記載する (Gajewski et al. 

2018)． 

 

“カテーテル留置”とは 1 回の尿排出を超える期間において膀胱や代用膀胱等の尿路リザーバ

にカテーテルを留置することである(Abrams et al. 2002, Gajewski et al. 2018)． 

国際脊髄障害下部尿路機能基本データセットに記載されるカテーテル留置には以下の種類が

含まれる： 

“尿道カテーテル留置”は経尿道的に留置したカテーテルによる尿ドレナージを指す. 

“恥骨上膀胱瘻カテーテル留置 (膀胱瘻)”は腹壁を通したカテーテルによる尿ドレナージを指

す． 

 

“非禁制型尿路変向/ストーマ”は尿管回腸皮膚瘻（回腸尿管瘻，回腸ループ，Bricker 型導

管，回腸導管），回腸膀胱瘻，膀胱皮膚瘻を指す． 

 

その他の方法，具体的に                   

もし，尿排出が上記以外の方法である場合は,その内容が把握できるよう必要に応じて詳細を

テキスト欄に記入する．仙髄神経前根刺激等の上記以外の尿排出法はまれであることから，

尿排出法のリストに含めることは現実的ではない． 
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この変数は，すべての小児年齢層 0〜5，6〜12，13〜14，および 15〜17 歳に適用される．

患児から情報を収集する場合，0〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に患児（両

親は副次的），13-14 歳では主に患児（両親は補足的），15 歳以上では主に患児（両親は任意）

が回答する． 

 

 

変数名：過去１週間の平均排尿回数*/24 時間 

*ここでの排尿の回数には、正常排尿、反射性排尿 (随意)、膀胱搾り出し排尿、間欠導尿の

回数が含まれる 

 

内容：  この変数では過去１週間の平均随意排尿回数/24 時間を記入する． 

 

コード：回数  

 該当なし  

   不明 

 

解説：  過去１週間の平均排尿回数/2４時間を個別に計算する．尿排出の方法には関係なく以下の方

法による排尿の回数を記録する．“正常排尿”“反射性排尿（随意）”“膀胱圧迫”“間欠導尿”

“その他”などの方法を単独であるいは組み合わせて記録する．一度の尿排出で複数の方法

を使用しても 1 回の尿排出と数える．患者本人による排尿回数の長期記憶は期待できないこ

とから，過去 1 週間の平均回数を計算する．数は四捨五入して整数で記入する． 

この変数は，すべての小児年齢層 0〜5，6〜12，13〜14，および 15〜17 歳に適用される．

患児から情報を収集する場合，0〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に患児（両

親は副次的），13-14 歳では主に患児（両親は補足的），15 歳以上では主に患児（両親は任意）

が回答する． 

“該当なし”は，カテーテル留置の患者に適用される． 

“不明”は，おむつや失禁パンツを着用する小児や大人で排尿回数を把握できないケースに適

用される． 
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変数名：過去 4 週間の不随意の尿漏れ（尿失禁） 

 

内容： この変数はデータ記入の直近 4 週間の不随意の尿のもれ（尿失禁）の頻度を記載する． 

 

コード：毎日 

週に 1 回以上（毎日ではない） 

週に 1 回未満 

    なし 

    該当なし 

    不明 

 

解説： 国際禁制学会(Abrams et al. 2002, Gajewski et al. 2018) によると尿失禁は不随意

に尿が漏れるという “愁訴” であると定義している．各症例ごとに，尿失禁のタイプ（腹圧性，

切迫性，混合性尿失禁や夜尿症）や頻度，程度，増悪因子，社会的影響，衛生状態や生活の

質への影響についての詳細を記載する． (Abrams et al. 2002, Gajewski et al. 

2018) ． 

国際脊髄障害下部尿路機能基本データセットでは，尿失禁の程度と集尿方法のみを記載する．

集尿器（例えばコンドームカテーテル）への反射性排尿は随意である場合には，尿失禁とはみ

なさない．ただし，コンドームやストーマバックが外れて,患者から尿もれの“愁訴”がある場合

には“尿失禁あり”と記録する．“該当なし”は，非禁制型の尿路変向が施行された脊髄障害患

者に適用する． 

この変数は，すべての小児年齢層 0〜5，6〜12，13〜14，および 15〜17 歳に適用される．

患児から情報を収集する場合，0〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に患児（両

親は副次的），13-14 歳では主に患児（両親は補足的），15 歳以上では主に患児（両親は任意）

が回答する． 
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変数名：尿失禁に対する集尿器具使用の有無 

 

内容： この変数は，データ記入時点の尿失禁に対して使用されている集尿器具を記載する． 

 

コード：なし   

あり：コンドーム型集尿器 

あり：おむつ，パッド 

あり：オストメイト用バッグ 

あり：その他 具体的に                   

不明 

 

解説： 集尿器具は尿もれを回避するために体外に装着するデバイスのことである．常時使用してい

る集尿器具を全て記載する．集尿器具を“念のため”に月１回以下の頻度で使用し，１年間ほと

んど尿もれがない症例は“なし”を選択する（Levi and Ertzgaard 1998）． 

その他の集尿器具に関しては空欄に具体的内容を記載する．それにより必要時により詳細な

データの取得が可能となる． 

この変数は，すべての小児年齢層 0〜5，6〜12，13〜14，および 15〜17 歳に適用される．

患児から情報を収集する場合，0〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に患児（両

親は副次的），13-14 歳では主に患児（両親は補足的），15 歳以上では主に患児（両親は任意）

が回答する． 
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変数名：過去 4 週間に尿路に影響を与える可能性のある薬剤使用の有無 

 

内容： この項目ではデータ収集日より過去 4 週間に使用した尿路に影響を与える可能性のある薬物

（全身投与あるいは膀胱内注入*）について記載する． 

*注: 膀胱壁内への注入は含まない 

 

コード：なし  

あり，膀胱弛緩薬（抗コリン薬，三環系抗うつ薬，他．<膀胱壁内注入薬剤は除く>） 

あり，尿道括約筋 / 膀胱頚部弛緩薬（α遮断薬，他．<括約筋内注入薬剤は除く>） 

あり，抗菌薬 / 抗生物質：尿路感染症治療目的    

予防投与目的       

あり，その他，具体的に                   

不明 

 

解説： 膀胱弛緩薬とは排尿筋の弛緩をもたらす薬物で抗コリン薬，三環系抗うつ薬などを含む．これ

らの薬物は膀胱内注入も行われることがある．ここでは膀胱壁内への薬物注入療法は含まな

い． 

括約筋／膀胱頚部弛緩薬はα遮断薬などが含まれる．ここでは括約筋内への薬物注入療法

は含まない． 

抗菌薬／抗生物質は尿路感染症の治療あるいは予防に用いられる場合をそれぞれ区別して

記載する．尿路感染症予防のための薬物はメテナミンなどが含まれる．その他の薬物に関して

は空欄に具体的内容を記載する．それにより必要時により詳細なデータの取得が可能となる． 

この変数は，すべての小児年齢層 0〜5，6〜12，13〜14，および 15〜17 歳に適用される．

患児から情報を収集する場合，0〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に患児（両

親は副次的），13-14 歳では主に患児（両親は補足的），15 歳以上では主に患児（両親は任意）

が回答する． 
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変数名：尿路に対する外科的処置の有無 

 

内容： この変数は，データ記入時点の尿路に対する外科的処置の有無を記載する．同じ種類の処置

が複数回行われている場合は最終実施年月日のみを記載する． 

 

尿路に対する外科的処置の有無： 

コード：なし   

あり，恥骨上膀胱瘻カテーテル留置 (膀胱瘻)，実施日（    年  月  日） 

あり，膀胱結石摘出術，実施日（    年  月  日） 

あり，上部尿路結石摘出術，実施日（    年  月  日）   

あり，膀胱拡大術，実施日（    年  月  日） 

あり，括約筋切開術 / 尿道ステント留置術，実施日（    年  月  日） 

あり，ボツリヌス毒素膀胱壁内注入術，実施日（    年  月  日） 

あり，人工括約筋埋込み手術，実施日（    年  月  日）  

あり，回腸膀胱吻合術，実施日（    年  月  日） 

あり，回腸導管造設術，実施日（    年  月  日） 

あり，導尿路造設術，実施日（    年  月  日） 

あり，その他，具体的に             ，実施日（    年  月  日） 

不明 

 

解説： 膀胱結石と上部尿路結石の摘出には，内視鏡下の摘出，体外衝撃波結石破砕術(ESWL)，

開放手術を含めた全てのタイプの摘出術が該当する. 

 回腸尿管吻合術（回腸導管）は回腸ループや尿管回腸皮膚瘻（Bricker 手術）と同義語であ

る．導尿路には Monti 法と Mitrofanoff 法がある． 

仙髄前根刺激装置（SARS）を含めた，その他の尿路に対する外科的処置に関しては空欄に

具体的内容を記載する．それにより必要時により詳細なデータの取得が可能となる．複数の

“その他”の外科的処置がある場合には，この欄を複製してこれらの外科的処置とその最終施

行日を記載する．  

この項目を一旦記入した後は，新たに尿路に対する外科的処置が施行されない限り再記入は

必要ない.これは余剰なデータ収集を回避するためである． 

この変数は，すべての小児年齢層 0〜5，6〜12，13〜14，および 15〜17 歳に適用される．

患児から情報を収集する場合，0〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に患児（両

親は副次的），13-14 歳では主に患児（両親は補足的），15 歳以上では主に患児（両親は任意）

が回答する． 
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変数名：この１年間での下部尿路症状の変化の有無 

 

内容：この変数にはデータ記入時点から過去 1 年以内の下部尿路症状の変化の有無を記載する． 

 

コード：なし 

 あり 

 該当なし 

 不明 

 

解説： 国際禁制学会によると，下部尿路症状は脊髄障害患者本人，介護者，パートナーが知覚する

疾患や状態変化の主観的な指標であり，医療機関受診の契機となることがある(Gajewski 

et al. 2018)．症状は脊髄障害患者への問診の際に記載する．問診内容は定性的であること

が一般的で，排尿回数の変化，尿意切迫感，夜間頻尿，尿失禁，排尿遅延，尿勢低下などが含

まれる．下部尿路機能障害を有する脊髄障害患者においては細菌尿に関連する症状や徴候

を認めなくても，下部尿路症状が尿路感染を示唆していることがある．悪寒と発熱は急性腎盂

腎炎の徴候とされることが多いが，これらの徴候は上部尿路に感染が生じている事の確証と

はならない(Stover et al. 1989)．その一方，悪寒と発熱は脊髄障害患者に腎盂腎炎，菌血

症，結石による上部尿路閉塞，腎膿瘍，腎周囲膿瘍が生じた場合に認める唯一の症状である

こともある．この他の疑わしい症状と徴候には，発汗増加，腹部不快感，肋骨脊椎角部の疼痛

や圧痛，筋痙縮悪化などが含まれる．尿混濁や尿の悪臭，尿 pH の変化は尿路感染症の徴候

の可能性があるが，細菌の定着や菌交代，様々な摂取食品でも生じうる．排尿回数の増加や

急性尿閉を含む残尿量の増加は急性尿路感染で認められることがある(Stover et al. 

1989)．“該当なし”は脊髄障害発生後 1 年未満の患者のデータ報告の際に使用される． 

この変数は，すべての小児年齢層 0〜5，6〜12，13〜14，および 15〜17 歳に適用される．

患児から情報を収集する場合，0〜5 歳では主に両親が回答する．6-12 歳では主に患児（両

親は副次的），13-14 歳では主に患児（両親は補足的），15 歳以上では主に患児（両親は任意）

が回答する． 
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国際脊髄障害下部尿路機能基本データセット 

トレーニング症例１ 

 

生来健康であった 35 歳の男性．約 4 か月前に頚部に 2 回銃撃を受けました．第 1，2，7 頚椎を骨折

し，四肢麻痺（C4 AIS B）及び気管切開と人工呼吸器を要する呼吸不全となりました． 

彼は 2017 年 3 月 20 日に診療所で診察を受け，当初は尿道カテーテルを留置していましたが，職員

による滅菌間欠導尿に変更しました．彼は，頚部が温かく感じるという非特異的膀胱充満感があり，これ

を導尿のタイミングに利用しています．導尿は，12Ｆｒの親水性カテーテルを使用して行われます．平均し

て，1 日に 6 回導尿し，これはここ 1 か月変化ありません．特に，彼が電動車椅子を使っているとき毎日

尿失禁があり，これは脊髄損傷を受傷直後から続いていて，このため彼はおむつを使用しています．彼

は抗コリン薬を試しましたが，副作用があり，失禁は緩和しなかったため，ここ 1 週間は使用していませ

ん．脊髄の受傷以来，抗菌薬での治療を要する尿路感染に 3 回罹患し，その治療は数日前に終了しま

した．彼が服用している薬は，神経痛に対するガバペンチンとノリトレンのみです．最近の尿流動態検査

では，排尿筋括約筋協調不全と，それに一致した膀胱容量を示し，残尿量は 260 mL，排尿筋漏出時

圧と最大排尿圧は 20 cm H2O でした．失禁のため，将来的には膀胱瘻の造設が検討されています．  
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国際脊髄障害データセット 

下部尿路機能基礎データセット書式 トレーニング症例１ 

 

データ記入日（西暦） 2017 年 03 月 20 日 

 

脊髄の病変と無関係の尿路障害： 

☑なし  □あり：具体的内容        □不明 

 

膀胱を空にすべきという感覚 

□なし  ☑あり     □該当なし    □不明 

 

尿排出の方法     主なもの  補助的なもの 

正常排尿     □  □ 

（反射刺激や膀胱圧迫を伴わない随意的な排尿開始．必ずしも正常な排尿機能を想定していない） 

膀胱反射誘発 

  随 意（叩打，引っかき，肛門の伸展など） □     □ 

  不随意     □  □ 

搾り出し排尿 

  怒責（腹圧，Valsalva 法）   □  □ 

  外的圧迫（Crede 法）    □  □ 

間欠導尿 

  自己導尿     □  □ 

  介助者による導尿    ☑  □ 

留置カテーテル 

  尿道留置     □  □ 

  膀胱瘻     □  □ 

非禁制型尿路変更/ストーマ   □  □ 

その他 具体的内容         □  □ 

□不明 

 

過去１週間の 24 時間あたりの随意排尿の平均回数   6 回  

□該当なし □不明 

 

過去 4 週間の不随意の尿漏れ（尿失禁） 

☑毎日   □週に１回以上（毎日ではない）  □週に１回以下  □なし 

□該当なし □不明 
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尿失禁に対する対処法 

□なし   □あり：コンドーム型集尿器 

☑あり：おむつ，パッド 

□あり：オストメイト用バッグ 

□あり：その他 具体的内容        

□不明 

 

過去 4 週間で尿路に影響を与える可能性のある薬剤について： 

□なし ☑あり，膀胱弛緩薬（抗ムスカリン薬，抗コリン薬，三環系抗うつ薬，他．＜膀胱壁内

注入薬剤は除く＞） 

□あり，尿道括約筋 / 膀胱頚部弛緩薬（αブロッカー，他．＜括約筋内注入薬剤は

除く＞） 

☑あり，抗生物質 / 殺菌薬：☑尿路感染症治療目的, □予防投与目的  

□あり，その他，具体的に                   

□ 不明 

 

尿路に対する外科的処置について： 

☑なし  □あり，膀胱瘻造設術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，膀胱結石摘出術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，上部尿路結石摘出術，実施日（    年  月  日）  

      □あり，膀胱拡大術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，括約筋切開術 / 尿道ステント，実施日（    年  月  日） 

      □あり，膀胱壁内ボツリヌス毒素注入術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，人工括約筋埋込み手術，実施日（    年  月  日）  

      □あり，回腸膀胱吻合術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，回腸導管造設術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，禁制導尿路形成術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，仙骨神経後根刺激療装置移植，実施日（    年  月  日）  

      □あり，その他，具体的に      ，実施日（    年  月  日） 

□ 不明 

 

この１年間での下部尿路症状の変化について：  

□ なし  □ あり  ☑ 該当なし  □ 不明 
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国際脊髄障害下部尿路機能基本データセット 

トレーニング症例２ 

 

生来健康だった29 歳の男性．2017年 1 月 25 日に自動車事故に巻き込まれました．患者は C3，C4，

C5 を骨折し，気管挿管と経管栄養を要した．その後，C3-C5 の固定術が施行されました．当初はフォ

ーリーカテーテルを膀胱内に留置されたが，2017 年 2 月 8 日に抜去されました．入院中は反射性排尿

と清潔間欠導尿での排尿管理が行われました．しかし，彼は反射性排尿のみでの尿路管理を希望しまし

た．2 か月前にタムスロシン 0.4 mg／日の服薬を開始しました．その後，患者は反射排尿を継続しまし

たが，200-300cc の残尿を認めるため 1 日 1 回の導尿を必要としました．導尿は無菌ストレートカテ

ーテルとシリコンコンドームカテーテルを使用しています．患者は膀胱の充満感を自覚できず，複数回の

尿路感染症の既往があり現在も治療中です．尿流動態検査上, 排尿筋の基線圧は 20 cm H2O（訳者

註；基線圧としては高すぎると思われるが, 原文に沿って訳しておく），一回排尿量は 250cc で 205cc

の残尿を認めました．排尿筋圧は67-76cm/H2Oでした．尿流動態検査の結果をもとに排尿効率の改

善目的に内外括約筋へのボツリヌス毒素療法を検討しています．2017 年 10 月 11 日，定期評価のた

めに受診しました． 
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国際脊髄障害データセット 

下部尿路機能基礎データセット書式 トレーニング症例２ 

 

データ記入日（西暦） 2017 年 10 月 11 日 

 

脊髄の病変と無関係の尿路障害： 

☑なし  □あり：具体的内容        □不明 

 

膀胱を空にすべきという感覚 

☑なし  □あり     □該当なし    □不明 

 

尿排出の方法     主なもの  補助的なもの 

正常排尿                    □    □ 

（反射刺激や膀胱圧迫を伴わない随意的な排尿開始．必ずしも正常な排尿機能を想定していない） 

膀胱反射誘発 

  随 意（叩打，引っかき，肛門の伸展など） □  □ 

  不随意     ☑     □ 

搾り出し排尿 

  怒責（腹圧，Valsalva 法）   □     □ 

  外的圧迫（Crede 法）    □     □ 

間欠導尿 

  自己導尿     □     ☑ 

  介助者による導尿    □     □ 

留置カテーテル 

  尿道留置     □     □ 

  膀胱瘻     □     □ 

非禁制型尿路変更/ストーマ   □     □ 

その他 具体的内容         □     □ 

□不明 

 

過去１週間の 24 時間あたりの随意排尿の平均回数  １ 回  

□該当なし □不明 

 

過去 4 週間の不随意の尿漏れ（尿失禁） 

□毎日   □週に１回以上（毎日ではない）  □週に１回以下  □なし 

□該当なし  ☑不明 
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尿失禁に対する対処法 

□なし  ☑あり：コンドーム型集尿器 

□あり：おむつ，パッド 

□あり：オストメイト用バッグ 

□あり：その他 具体的内容        

□不明 

 

過去 4 週間で尿路に影響を与える可能性のある薬剤について： 

□なし □あり，膀胱弛緩薬（抗ムスカリン薬，抗コリン薬，三環系抗うつ薬，他．＜膀胱壁内注

入薬剤は除く＞） 

□あり，尿道括約筋 / 膀胱頚部弛緩薬（αブロッカー，他．＜括約筋内注入薬剤は

除く＞） 

☑あり，抗生物質 / 殺菌薬：☑尿路感染症治療目的, □予防投与目的  

□ あり，その他，具体的に                   

□ 不明 

 

尿路に対する外科的処置について： 

☑なし   □あり，膀胱瘻造設術，実施日（    年  月  日） 

□あり，膀胱結石摘出術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，上部尿路結石摘出術，実施日（    年  月  日）  

      □あり，膀胱拡大術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，括約筋切開術 / 尿道ステント，実施日（    年  月  日） 

      □あり，膀胱壁内ボツリヌス毒素注入術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，人工括約筋埋込み手術，実施日（    年  月  日）  

      □あり，回腸膀胱吻合術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，回腸導管造設術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，禁制導尿路形成術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，仙骨神経後根刺激療装置移植，実施日（    年  月  日）  

      □あり，その他，具体的に      ，実施日（    年  月  日） 

□ 不明 

 

この１年間での下部尿路症状の変化について：  

□ なし  □ あり  ☑ 該当なし  □ 不明 
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国際脊髄障害下部尿路機能基本データセット 

トレーニング症例３ 

 

生来健康だった 29 歳の女性．2017 年 5 月 11 日, 定期受診．2014 年 1 月 25 日に自動車事故に遭

いました．その事故で彼女は C6-C7 両側椎間関節脱臼と 6 椎弓根を骨折したため，後方インストルメ

ンテーションと骨移植（左腸骨）を併用した C5-7 後方固定術が実施されました．患者（C6 AIS A）は

当初, フォーリーカテーテルが留置されましたが，2014 年 2 月 12 日に抜去されました．フォーリーカテ

ーテル抜去後，患者は 3〜4 日ごとにオキシブチニン貼付剤を使用し 6 時間ごとの自己導尿を開始しま

した．彼女は膀胱充満を知覚できませんでした．繰り返す尿路感染症，導尿の合間の時間帯の尿漏れ，

および尿流動態検査で排尿筋括約筋協調不全不全を伴う著しい排尿筋過活動を認めたため，2016年

6 月 6 日にボツリヌス毒素の膀胱壁内注入療法を受けました．ボツリヌス毒素の膀胱壁内注入療法で

症状が改善しなかったため，オキシブチニン（10mg）の 1 日 2 回内服を開始となりました．自己導尿困

難と導尿の合間の時間帯の尿漏れがあることから，2016 年 9 月に排尿管理を 14Fr フォーリーカテー

テルの膀胱内留置に変更しました．カテーテルに関して泌尿器科的問題はなく 4 週間ごとに交換されて

います．最新の尿流動態検査では，膀胱容量が 114 mL と減少しており膀胱コンプライアンスは低下し

ていました．排尿筋漏出時圧は 85 cm H2O に上昇していました．今後は禁制バルブ付きカテーテルに

よる自己導尿を再開し，フォーリーカテーテル留置を中止したいと考えています．患者は現在，

Mitrofanoff 法を併用した膀胱拡大術による再建手術を検討しています． 
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国際脊髄障害データセット 

下部尿路機能基礎データセット書式 トレーニング症例 3 

 

データ記入日（西暦） 2017 年 05 月 11 日 

 

脊髄の病変と無関係の尿路障害： 

☑なし  □あり：具体的内容        □不明 

 

膀胱を空にすべきという感覚 

☑なし  □あり     □該当なし    □不明 

 

尿排出の方法     主なもの  補助的なもの 

正常排尿                    □     □ 

（反射刺激や膀胱圧迫を伴わない随意的な排尿開始．必ずしも正常な排尿機能を想定していない） 

膀胱反射誘発 

  随 意（叩打，引っかき，肛門の伸展など） □     □ 

  不随意     □     □ 

搾り出し排尿 

  怒責（腹圧，Valsalva 法）   □     □ 

  外的圧迫（Crede 法）    □     □ 

間欠導尿 

  自己導尿     □     □ 

  介助者による導尿    □     □ 

留置カテーテル 

  尿道留置     ☑     □ 

  膀胱瘻     □     □ 

非禁制型尿路変更/ストーマ   □     □ 

その他 具体的内容         □     □ 

□不明 

 

過去１週間の 24 時間あたりの随意排尿の平均回数    回  

☑該当なし □不明 

 

過去 4 週間の不随意の尿漏れ（尿失禁） 

☑毎日  □週に１回以上（毎日ではない）  □週に１回以下  □なし 

□該当なし □不明 
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尿失禁に対する対処法 

☑なし   □あり：コンドーム型集尿器 

□あり：おむつ，パッド 

□あり：オストメイト用バッグ 

□あり：その他 具体的内容        

□不明 

 

過去 4 週間で尿路に影響を与える可能性のある薬剤について： 

□なし   ☑あり，膀胱弛緩薬（抗ムスカリン薬，抗コリン薬，三環系抗うつ薬，他．＜膀胱壁内

注入薬剤は除く＞） 

□あり，尿道括約筋 / 膀胱頚部弛緩薬（αブロッカー，他．＜括約筋内注入 

薬剤は除く＞） 

□あり，抗生物質 / 殺菌薬： □ 尿路感染症治療目的  

□ 予防投与目的  

□あり，その他，具体的に                   

□ 不明 

 

尿路に対する外科的処置について： 

□ なし   □あり，膀胱瘻造設術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，膀胱結石摘出術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，上部尿路結石摘出術，実施日（    年  月  日）  

      □あり，膀胱拡大術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，括約筋切開術 / 尿道ステント，実施日（    年  月  日） 

      ☑あり，膀胱壁内ボツリヌス毒素注入術，実施日（2016 年 06 月 06 日） 

      □あり，人工括約筋埋込み手術，実施日（    年  月  日）  

      □あり，回腸膀胱吻合術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，回腸導管造設術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，禁制導尿路形成術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，仙骨神経後根刺激療装置移植，実施日（    年  月  日）  

      □あり，その他，具体的に      ，実施日（    年  月  日） 

□ 不明 

 

この１年間での下部尿路症状の変化について：  

☑ なし  □ あり  □ 該当なし  □ 不明 
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国際脊髄障害下部尿路機能基本データセット 

トレーニング症例４ 

 

自動車交通事故にて第 7 胸髄を損傷したことによる対麻痺となってから 14 年が経過した 75 歳男性．

2017 年 8 月 12 日に定期受診．泌尿器疾患の既往としては，63 歳で前立腺肥大症に対して経尿道的

切除を受けています．排尿筋括約筋協調不全を伴う神経因性過活動膀胱を呈しています．もともと膀胱

弛緩薬と間欠自己導尿で排尿管理がなされていました．5 年前に尿路感染を繰り返した時期に両側水

腎症と診断されたましが, それまでは泌尿器科的問題はありませんでした．尿流動態検査では両側の

膀胱尿管逆流を伴う低コンプライアンス・高圧膀胱が認められました．クレアチニンはわずかに上昇して

いました．外尿道口と陰茎亀頭の潰瘍のため，留置カテーテルは中止されています．ボツリヌス毒素膀胱

壁内注入療法は経済的理由から行っていません（患者の国では補償がありません）．腸管利用膀胱拡

大術は希望されませんでした．括約筋切開術が 2011 年 11 月 22 日に行われ，4 年半前からコンドー

ムカテーテルを使用しています．201４年に PSA高値（31 ng/mL）が指摘されました．前立腺生検の結

果は前立腺癌（グリソンスコア 3+3＝６）でした。放射線療法が行われ PSA は 0.1 ng/mL に低下しま

した．翌年，彼は陰茎皮膚の褥瘡を発症し，糖尿病と診断されました．回腸導管が 2015 年 4 月 2 日に

回腸導管が造設されました．2 年間のフォローアップで水腎症は認めませんでした．クレアチニンは正常

値で PSA は正常化しています．ストーマ部位に問題はありませんでした． 
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国際脊髄障害データセット 

下部尿路機能基礎データセット書式 トレーニング症例 4 

 

データ記入日（西暦） 2017 年 08 月 12 日 

 

脊髄の病変と無関係の尿路障害： 

□なし  ☑あり：具体的内容 63 歳で前立腺肥大症の経尿道的切除．2014 年，PSA 上昇（31 

ng/mL）. 生検で cT2N0M0 前立腺腺癌グリソンスコア３＋３＝６が検出された．放射線療法が行

われ，PSA は 0.1 ng/mL に低下．  □不明 

 

膀胱を空にすべきという感覚 

□なし  □あり     ☑該当なし    □不明 

 

尿排出の方法     主なもの  補助的なもの 

正常排尿                    □     □ 

（反射刺激や膀胱圧迫を伴わない随意的な排尿開始．必ずしも正常な排尿機能を想定していない） 

膀胱反射誘発 

  随 意（叩打，引っかき，肛門の伸展など） □     □ 

  不随意     □     □ 

搾り出し排尿 

  怒責（腹圧，Valsalva 法）   □     □ 

  外的圧迫（Crede 法）    □     □ 

間欠導尿 

  自己導尿     □     □ 

  介助者による導尿    □     □ 

留置カテーテル 

  尿道留置     □     □ 

  膀胱瘻     □     □ 

非禁制型尿路変更/ストーマ   ☑     □ 

その他 具体的内容         □     □ 

□不明 

 

過去１週間の 24 時間あたりの随意排尿の平均回数    回  

☑該当なし  □不明 
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過去 4 週間の不随意の尿漏れ（尿失禁） 

□毎日   □週に１回以上（毎日ではない）  □週に１回以下  □なし 

☑該当なし  □不明 

 

尿失禁に対する対処法 

□なし   □あり：コンドーム型集尿器 

□あり：おむつ，パッド 

☑あり：オストメイト用バッグ 

□あり：その他 具体的内容        

□不明 

 

過去 4 週間で尿路に影響を与える可能性のある薬剤について： 

☑なし    □あり，膀胱弛緩薬（抗ムスカリン薬，抗コリン薬，三環系抗うつ薬，他．＜膀胱壁内

注入薬剤は除く＞） 

        □あり，尿道括約筋 / 膀胱頚部弛緩薬（αブロッカー，他．＜括約筋内注入薬剤は

除く＞） 

       □あり，抗生物質 / 殺菌薬：□尿路感染症治療目的, □予防投与目的  

      □あり，その他，具体的に                   

□ 不明 

 

尿路に対する外科的処置について： 

□なし   □あり，膀胱瘻造設術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，膀胱結石摘出術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，上部尿路結石摘出術，実施日（    年  月  日）  

      □あり，膀胱拡大術，実施日（    年  月  日） 

      ☑あり，括約筋切開術 / 尿道ステント，実施日（2011 年 11 月 22 日） 

      □あり，膀胱壁内ボツリヌス毒素注入術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，人工括約筋埋込み手術，実施日（    年  月  日）  

□あり，回腸膀胱吻合術，実施日（    年  月  日） 

      ☑あり，回腸導管造設術，実施日（2015 年 04 月 02 日）  

   □あり，禁制導尿路形成術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，仙骨神経後根刺激療装置移植，実施日（    年  月  日）  

      □あり，その他，具体的に      ，実施日（    年  月  日） 

□ 不明 

 

この１年間での下部尿路症状の変化について：  

□ なし  □ あり  □ 該当なし  ☑ 不明 
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国際脊髄障害下部尿路機能基本データセット 

トレーニング症例５ 

 

2017 年 1 月 12 日，横断性脊髄炎と，生後 10 か月時に診断された男児．最初の 2 週間は小児病院で

管理され，その後はリハビリテーション病院の小児科病棟に 2 か月入院しました．小児リハビリテーショ

ン病棟入院中に腎超音波検査で両側水腎症が確認され，膀胱造影で両側グレード IV の膀胱尿管逆流

が認められました．自宅退院後は両親によって 4 時間ごとに間欠的導尿を受けることとなりました．また

膀胱尿管逆流に対してはトリメトプリムスルファメトキサゾールが予防的に投与されました． 2017 年 7

月 14 日の診察時，腎臓の超音波検査で両側水腎症が確認され，尿流動態検査で膀胱容量は３０mL と

萎縮膀胱，低コンプアイアンス膀胱の所見でした． 
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国際脊髄障害データセット 

下部尿路機能基礎データセット書式 トレーニング症例 5 

 

データ記入日（西暦） 2017 年 07 月 14 日 

 

脊髄の病変と無関係の尿路障害： 

☑なし   □あり：具体的内容         □不明 

 

膀胱を空にすべきという感覚 

□なし   □あり     ☑該当なし     □不明 

 

尿排出の方法     主なもの  補助的なもの 

正常排尿                    □     □ 

（反射刺激や膀胱圧迫を伴わない随意的な排尿開始．必ずしも正常な排尿機能を想定していない） 

膀胱反射誘発 

  随 意（叩打，引っかき，肛門の伸展など） □     □ 

  不随意     □     □ 

搾り出し排尿 

  怒責（腹圧，Valsalva 法）   □     □ 

  外的圧迫（Crede 法）    □     □ 

間欠導尿 

  自己導尿     □     □ 

  介助者による導尿    ☑     □ 

留置カテーテル 

  尿道留置     □     □ 

  膀胱瘻     □     □ 

非禁制型尿路変更/ストーマ   □     □ 

その他 具体的内容         □     □ 

□不明 

 

過去１週間の 24 時間あたりの随意排尿の平均回数    回  

☑該当なし □不明 

 

過去 4 週間の不随意の尿漏れ（尿失禁） 

☑毎日   □週に１回以上（毎日ではない）  □週に１回以下  □なし 

□該当なし  □不明 
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尿失禁に対する対処法 

□なし   □あり：コンドーム型集尿器 

☑あり：おむつ，パッド 

□あり：オストメイト用バッグ 

□あり：その他 具体的内容        

□不明 

 

過去 4 週間で尿路に影響を与える可能性のある薬剤について： 

□なし    □あり，膀胱弛緩薬（抗ムスカリン薬，抗コリン薬，三環系抗うつ薬，他．＜膀胱壁内

注入薬剤は除く＞） 

       □あり，尿道括約筋 / 膀胱頚部弛緩薬（αブロッカー，他．＜括約筋内注入薬剤は

除く＞） 

        ☑あり，抗生物質 / 殺菌薬：□尿路感染症治療目的, ☑予防投与目的  

      □ あり，その他，具体的に                   

□ 不明 

 

尿路に対する外科的処置について： 

☑なし   □あり，膀胱瘻造設術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，膀胱結石摘出術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，上部尿路結石摘出術，実施日（    年  月  日）  

      □あり，膀胱拡大術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，括約筋切開術 / 尿道ステント，実施日（    年  月  日） 

      □あり，膀胱壁内ボツリヌス毒素注入術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，人工括約筋埋込み手術，実施日（    年  月  日）  

      □あり，回腸膀胱吻合術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，回腸導管造設術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，禁制導尿路形成術，実施日（    年  月  日） 

      □あり，仙骨神経後根刺激療装置移植，実施日（    年  月  日）  

      □あり，その他，具体的に      ，実施日（    年  月  日） 

□ 不明 

 

この１年間での下部尿路症状の変化について：  

☑ なし  □ あり  □ 該当なし  □ 不明 

 

 


