
　上部尿路感染症について

NCKiDs　2014/12月更新



NCKiDsの方針 
・まずは疑うこと 
　　熱源不明の発熱とWBC/CRP上昇にて上部UTIを疑う 
　　注意すべき症状　乳児：活気不良・消化器症状、年長児：腰背部痛・消化器症状 
　　上部UTIを疑ったら総合病院での精査加療が望ましい 
　　カテーテル採尿・もしくは消毒後中間尿にて検尿・尿培養を施行 
　　熱源不明時、尿培養採取前に抗菌薬を投与しない 

・診断 
　　発熱と尿中白血球・細菌陽性にて疑うが、尿所見正常でも否定できない 
　　尿培養が必須　有意な菌量は単一菌で、カテーテル尿：103/mL　中間尿：104/mL 

・治療 
　　グラム染色にて、陽性球菌ならペニシリン系、陰性桿菌ならセフェム系 
　　グラム染色未施行時は、セフェム系 
　　耐性菌によるUTI既往があるときには、そのときの感受性結果から抗菌薬を選択 
　　抗菌薬投与期間は、点滴静注と内服を合わせて10‐14日間 
　　乳児・全身状態不良・経口摂取困難時は入院治療が望ましい 
　　抗菌薬使用例 
      　　　   CEZ 50mg/kg/day　CAZ 100mg/kg/day　CTX 50‐100mg/kg/day 　CTRX 60mg/kg/day 
     　　　　 ABPC 100mg/kg/day　PIPC 100mg/kg/day 　※CTRXのみ1日1‐2回、その他は3回に分ける 



NCKiDsの方針 
・画像診断 

　急性期DMSA・造影CT・MRIは、先行抗菌薬ありなど尿培養での診断が困難な場合　 
　や腎膿瘍を疑う場合に考慮する 

・予防内服（CAP）（※対象は上部UTI既往とVURの両方ある場合） 
　乳児は全例 
　幼児は VUR grade Ⅲ 以上 
　第一選択はST合剤 0.03g/kg 分1（RIVUR studyにて有効性を証明・生後2ヶ月以降） 
　生後2ヶ月未満、薬剤副反応や耐性菌によるbreakthrough UTI時は適宜変更 

超音波検査は
全例に

1歳未満かつ 

典型例 
2回目の上部
UTIにてVCUG

非典型例または 

1歳以上
VCUG

VURあれば 

遠隔期DMSA

非典型例の定義 
　　全身状態不良　弱い尿勢　尿路エコー異常あり　血清Cr上昇　大腸菌以外　 
　　適切な抗菌薬治療が奏功しない（48時間以内）　 

CAP
4‐6ヶ月後



NCKiDsの方針 

・外科治療について 
　　両側高度VUR+腎瘢痕を認める場合は手術適応になることが多く、外科への紹介 
　　を考慮する 
　　※欧米のガイドラインについては、後述のスライドを参照 

・フォローアップ 
　　上部UTIを繰り返すとき、排便異常・バルーニングを認めるような強い包茎は 
　　治療対象とする 
　　VUR（ー）でも、上部尿路感染症後はオムツがとれるまで3‐4ヶ月毎に 

　　2回目の尿路感染症を見逃さないことが重要であり、そのためには 
　　家族・かかりつけ医への情報提供を適切に行う 

　　DMSAにて瘢痕を認めたら、VUR治療の必要性がなくなっても年に1回は受診 
　　　尿・血液検査と血圧測定を行う 
　　　成人施設への移行を円滑に進める 
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診断するために

•  尿中白血球（>5/HPF）と細菌の存在で疑う（バッグ尿は偽陽性に注意）
　　※抗菌薬未使用でも尿中白血球陰性の尿路感染症が約20%存在（あいち小児）
•  基本的に上部UTIは発熱あり、下部UTIは発熱なし
•  採尿バッグ尿はコンタミネーションの可能性が高く、スクリーニングとしては有用
だが、尿路感染症を疑うときはカテーテル尿か膀胱穿刺が必要

•  排尿コントロールが確立した年長児は、培養検体として外陰部消毒後の中間尿
でも可

•  とくに乳児では腰背部の視診にてdimple・血管腫の有無を確認
•  排尿・排便異常（遺尿・尿回数が少ない・尿意切迫感・便秘・遺糞など）の存在は
繰り返す尿路感染症のリスクとなる

•  確定診断は尿培養陽性（常温1時間以内・冷蔵4時間以内に提出）
　　カテーテル尿　≧ 5×104/mL（AAP 2011）
　　　103/mL以上では、他に熱源を認めないときはUTIと判断
　　　※菌量の診断根拠については、後述のスライドを参照 



Test Sensi(vity  
(Range), %

Specificity  
(Range), %

白血球エステラーゼ試験 83 (67‐94) 78 (64‐92)
亜硝酸塩試験 53 (15‐82) 98 (90‐100)
白血球エステラーゼ試験
or 亜硝酸塩試験が陽性

93 (90‐100) 72 (58‐91)

尿沈渣, 白血球 73 (32‐100) 81 (45‐98)
尿沈渣, 細菌 81 (16‐99) 83 (11‐100)
白血球エステラーゼ試験, 
亜硝酸塩試験 or 尿沈渣が陽性

99.8 (99‐100) 70 (60‐92)

Pediatrics 2011 Sep;128(3):595-610
AAPガイドライン2011

Sensitivity and specificity of component of urinalysis, 
alone and in combination（カテーテル尿か膀胱穿刺）



採尿方法 Colony Count (Pure Culture) Probability of Infection (%)

恥骨上膀胱穿刺
グラム陰性桿菌　: any number
 グラム陽性球菌
　　: more than a few thousand

>99%

カテーテル尿

>105 95%

104–105 Infection likely

103–104 Suspicious; repeat

<103 Infection unlikely

　 中間尿

  　　male >104 Infection likely

 　　　　female 3 Specimens ≧105 95%

2 Specimens ≧104 90%

1 Specimen ≧105 80%

5×104 ‐105 Suspicious; repeat

104 ‐ 5×104 Symptomatic; suspicious, repeat
Asymptomatic; infection unlikely

<104 infection unlikely

Criteria for the Diagnosis of UTI

Pediatrics 1999;103;843



尿培養菌量の根拠論文の抜粋



SPECIMENS OF URINE OBTAINED FROM YOUNG GIRLS 
BY CATHETER VERSUS VOIDING:A Compara\ve Study of 
Bacterial Cultures, Gram Stains and Bacterial Counts in 
Paired Specimens 
Charles V. Pryles and Nina L. Steg 
Pediatrics 1959;23;441

GroupⅠ：3歳‐12歳女児 58例 
　　　　　　カテ尿と、カテ尿から1時間以内の中間尿で比較 

※infectedの定義が未記載



SPECIMENS OF URINE OBTAINED FROM YOUNG GIRLS 
BY CATHETER VERSUS VOIDING:A Compara\ve Study of 
Bacterial Cultures, Gram Stains and Bacterial Counts in 
Paired Specimens 
Charles V. Pryles and Nina L. Steg 
Pediatrics 1959;23;441

GroupⅠ：3歳‐12歳女児 58例 
　　　　　　カテ尿と、カテ尿から1時間以内の中間尿で比較 

※infectedの定義が未記載 

この論文の結論：尿培養103 CFU/mL未満は有意ではない 
　　　　　　　　　　　103‐105 /mLはUTIを疑う 
　　　　　　　　　　　105  /mLより多いとUTIを示唆する



A COMPARATIVE STUDY OF BACTERIAL CULTURES 
AND COLONY COUNTS IN PAIRED SPECIMENS OF 
URINE OBTAINED BY CATHETER VERSUS VOIDING 
FROM NORMAL INFANTS AND INFANTS WITH 
URINARY TRACT INFECTION  
Pediatrics 1961;27;17 
Charles V. Pryles, Dieter Lüders and Mustafa K. 
Alkan 

カテーテル尿
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URINE OBTAINED BY CATHETER VERSUS VOIDING 
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消毒後バッグ尿



A COMPARATIVE STUDY OF BACTERIAL CULTURES 
AND COLONY COUNTS IN PAIRED SPECIMENS OF 
URINE OBTAINED BY CATHETER VERSUS VOIDING 
FROM NORMAL INFANTS AND INFANTS WITH 
URINARY TRACT INFECTION  
Pediatrics 1961;27;17 
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Alkan 

非消毒自然排尿



A COMPARATIVE STUDY OF BACTERIAL CULTURES 
AND COLONY COUNTS IN PAIRED SPECIMENS OF 
URINE OBTAINED BY CATHETER VERSUS VOIDING 
FROM NORMAL INFANTS AND INFANTS WITH 
URINARY TRACT INFECTION  
Pediatrics 1961;27;17 
Charles V. Pryles, Dieter Lüders and Mustafa K. 
Alkan 

2歳未満の消毒後バッグ尿でのUTI有無の比較 
※UTI定義記載なし　臨床的に診断と 



A COMPARATIVE STUDY OF BACTERIAL CULTURES 
AND COLONY COUNTS IN PAIRED SPECIMENS OF 
URINE OBTAINED BY CATHETER VERSUS VOIDING 
FROM NORMAL INFANTS AND INFANTS WITH 
URINARY TRACT INFECTION  
Pediatrics 1961;27;17 
Charles V. Pryles, Dieter Lüders and Mustafa K. 
Alkan 

2歳未満のカテーテル尿でのUTI有無の比較 
※UTI定義記載なし　臨床的に診断と 

この論文の結論 
2歳以上では、尿培養105 CFU/mLで線引きを
するとより正確だが、乳児も小児も103  /mLが
重要なラインであり、このときは尿培養を再度
施行することで診断につながる



抗菌薬治療について
可能ならグラム染色を確認し抗菌薬を選択 
グラム陰性桿菌→大腸菌を予想し、セフェム系 
グラム陽性球菌→腸球菌を予想し、ペニシリン系（Aviumはペニシリン耐性） 

グラム染色を確認できないときは、頻度から第一or二世代セフェムで開始 
重症なら、初めからセフェム+ペニシリン系、もしくはカルバペネム系を考慮 

尿路奇形や既往があるときは、腸球菌・緑膿菌を考慮した抗菌薬選択が必要 

治療期間　下部尿路感染症　3‐5日間 
　　　　　　　上部尿路感染症　7‐14日間 
AAP2011より抜粋 
静注：Cedriaxone・Cefotaxime・Cedazidime・Gentamicin・Tobramycin・Piperacillin 
経口：Amoxicillin‐clavulanate・ST合剤・Sulfisoxazole・Cefixime・Cefpodoxime・　 
　　　　Cefprozil・Cefuroxime axe\l・Cephalexin 

The SCOUT Study: Short Course Therapy for Urinary Tract Infec\ons in Children 
アメリカで2012/5月開始 
生後2ヶ月から10歳までが対象 
上部尿路感染症に対し、抗菌薬投与期間が5日間と10日間の二重盲検法



画像検査 

•  エコー検査：腎サイズ・輝度・水腎症・水尿管・尿管瘤・膀胱壁など

•  DMSA：腎障害を反映（詳細は尿路精査の項目を参照）
　　 　　　　 4～6ヶ月以降の遠隔期に集積低下→腎瘢痕と判断

•  造影CT・MRI・急性期DMSA
　　 抗菌薬先行投与時、尿培養が陰性でも診断できる可能性あり
　　 ※AAP/NICEともに急性期DMSAは推奨していない

•  排尿時膀胱尿道造影（VCUG：voiding cystourethrography）
　　 膀胱尿管逆流（VUR）の有無とグレード、尿道異常（後部尿道弁など）、
　　 膀胱壁不整・膀胱容量・残尿などを調べる



画像診断の適応
AAP NICE 2007（6ヶ月未満 / 6ヶ月～3歳 / 3歳以上） 

1999 2011 48時間以内
に解熱

非定型UTI 反復UTI

急性期US ○ ○ ×/×/× ○/○/× ○/×/×
感染症治癒後

6ヶ月以内のUS
○ ○ ○/×/× ×/×/× ×/○/○

DMSA(4-6ヶ月後) ○ △ ×/×/× ○/○/× ○/○/○
VCUG ◎ △ ×/×/× ○/×/× ○/×/×

•  非定型UTI：全身状態不良　弱い尿勢　腹部・膀胱腫瘤　血清Cr上昇　大腸菌以外　
　　　　　　　　　 適切な抗菌薬治療が奏功しない（48時間以内）
•  反復UTI    ：2回以上の上部UTI ・1回の上部UTI+1回以上の下部UTI・3回以上の下部UTI

VCUG適応
AAP2011
　超音波検査で水腎症・腎瘢痕、臨床経過が非典型的で難治性の症例
NICE2007
　6ヶ月未満の非典型UTI・反復UTI
　6ヶ月以上でも、エコーでの尿路拡張・弱い尿勢・大腸菌以外・VUR家族歴

不要な被爆・侵襲的な検査をできるだけ減らす方針（欧米では経済面も重視）



Summary of the 5 Imaging Recommendations
Guidelines エコー VCUG 回復期DMSA

RCH 
2006 メルボルン

Yes 6ヶ月未満男児
or エコー所見あり

No

NICE 2007 イギリス
      ＜6 mo

Yes
atypical UTI
or エコー所見あり atypical UTI

      ≧6 mo atypical UTI リスクファクターあり atypical UTI

TDA
2007 スウェーデン

No 急性期DMSA所見あり 急性期DMSA所見あり

AAP 2011 アメリカ Yes エコー所見あり No

ISPN
2011 イタリア

Yes エコー所見あり
or リスクファクターあり

エコー所見あり
or VURあり

atypical UTI　　  ：全身状態不良　弱い尿勢　腹部・膀胱腫瘤　血清Cr上昇　大腸菌以外　
　　　　　　　　　　  菌血症　感受性ある抗菌薬に反応不良（48時間以内）

リスクファクター(NICE)：エコーにて尿路拡張 弱い尿勢 大腸菌以外 VUR家族歴 
リスクファクター(ISPN)：胎児期尿路エコー異常　6か月未満男児　残尿　腎機能低下   
　　　　　　　　　　　　　　 VUR家族歴　家族のノンコンプライアンス　大腸菌以外　 
　　　　　　　　　　　　　　 感受性ある抗菌薬に反応不良（72時間以内） 

              Pediatrics 2013;131;e665; originally published online February 25, 2013



初回上部UTIに対して全例VCUGを行う必要がないのでは、という流れがあるこ
とは間違いない
•  初回UTIの25%にVURが存在、2.5%は高度VUR(IV or V)　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     Pediatrics 2010;126;1084
•  2回目UTIの発症率は、約10%　           
                                                                AAPガイドライン2011 

一方で、高度VURや尿道異常など、早期介入が必要な症例の発見時期が遅れ
てしまう可能性があることも事実である
現状は施設により様々な方針である

急性期DMSAに集積低下部位を認めるときは、高度VURの可能性が高いという
報告もある・・・top-down approach
　　VURを見逃す可能性があるが、不要なVCUGを半分以上
　　行わずに済む
                                                                 J Pediatr. 2007;151(6):581‒584



 bohom‐up approach ? 
top‐down approach?

Advances in Urology Volume 2012 
(2012)より抜粋



Urinary Tract Infec\ons in Children: EAU/ESPU Guidelines 
2014版にて、治療・検査のフローチャートが追加された 

Stein R, et al. Urinary Tract Infec\ons in Children: EAU/ESPU Guidelines. Eur Urol (2014), より引用



予防内服 
CAP：con\nuous an\bio\c prophylaxis

•  AAP2011では、これまでの個々の論文のメタ解析の結果、予防内服の有用
性を認めなかったとしている

•  2011コクランレビューでは、有用性はわずかであるが尿路感染症再発を減ら
すとされている

•  米国泌尿器科学会（AUA）2010年VURガイドライン
　　乳児：UTI既往あり+VURは全員、既往なくてもVUR Ⅲ以上で推奨
　　幼児：まずは排尿排便異常の治療　それでも再発するなら推奨

•  欧州泌尿器科学会（EAU）2013年VURガイドライン
　　乳児　   ：尿路感染症既往+VURあれば推奨
　　1～5歳  ：VUR gradeⅠ-Ⅲは症例毎に検討、Ⅳ以上は推奨
　　※詳細は後述



Randomized Intervention for Children With Vesicoureteral Reflux(RIVUR) study
・ST合剤 0.0375g/kg/dayとプラセボ
・初回もしくは2回目で有熱性もしくは症候性UTI後、VUR(Ⅰ-Ⅳ)の確定診断がついた607人 
  を302/305に割り付け　
　対象年齢は2ヶ月以降6歳未満で、約9割が女児。観察期間は2年間
結果
・再発は、予防内服群 39/302、プラセボ群 72/305：有意差あり
・尿路感染症再発例において、ST耐性は、予防内服群 68.4%、プラセボ群 24.6%：有意差あり
・腎瘢痕については有意差なし
　※初回UTIの影響と2回目以降に早期診断治療ができているからという考察

N Engl J Med. 2014 Jun 19;370(25):2367‐76

ヨーロッパで現在進行形の研究が、PREDICT trial　2013/12月開始 
対象患者基準: 
•Age between 1 and 4 months 
•Gesta\onal age > 35 weeks 
•Glomerular filtra\on rate (calculated according to Schwartz) > 15 ml/min/1.73 m2 
•No previous symptoma\c UTI 
•Imaging Diagnos\c work‐up completed and presence of grade III to V vesicoureteral reflux 
2年間の予防内服群と内服なし群で、2年後と5年後に腎機能や血圧、腎瘢痕などを評価 
•ニトロフラントイン 1.5‐2 mg/kg/day 
•アモキシシリン・クラブラン酸合剤 15 mg/kg/day(AMPCとして) 
•セフィキシム 2 mg/kg/day 
•ST合剤 0.031 g/kg/day



VURについて

VURはUTIと強く関連があり、腎瘢痕・高血圧症・慢性腎不全のリスクファクター
である。ここ30-40年で治療方針は、積極的な逆流防止術から、細菌尿の逆流を
防ぎ腎傷害が軽減するように変化している。

治療方針としては、
①予防内服：VURは4-5歳まで自然治癒を期待できる
　　　　　　　　 治癒率：Ⅰ・Ⅱは約80%、Ⅲ-Ⅴは30-50%
　　　　　　　　 両側Ⅳ以上は自然治癒の可能性が低い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          J Urol 1997;157:1846‒51.
②従来の逆流防止術　
③膀胱鏡下注入療法　がある。



VUR　Grade CAP 治療方針

1歳未満

History febrile UTI grade I–V 
 推奨 包茎治療を考慮No history febrile UTI  

grade III–V
No history febrile UTI  
grade I–II  提案 包茎治療を考慮

1歳以上

Grade I–V　　
排尿・排便異常あり

 推奨

 排尿排便
 異常の治療

予防内服中のUTI→注入療法or手術 
腎瘢痕(-)なら予防内服薬剤変更も可 
予防内服未施行なら開始

Grade I–V　　
排尿・排便異常なし  考慮

予防内服中のUTI→注入療法or手術 
腎瘢痕(-)なら予防内服薬剤変更も可 
予防内服未施行なら開始

Management of the child with primary vesicoureteral reflux 
according to the American Urological Association guidelines 2010



年齢 VUR 治療方針

UTI既往あり UTI既往なし breakthrough UTIの場合

1歳未満
I‒III CAP 経過観察

注入療法or手術 
IV‒V CAP

1–5歳
I–III CAPを考慮 注入療法or手術

IV–V CAP or 注入療法・手術 注入療法or手術

Management of the child with primary vesicoureteral reflux 
according to the European Association of Urology guidelines 2014

トイレトレーニング後の下部尿路症状については、最優先に治療の対象とする 
繰り返す亀頭包皮炎・尿路奇形合併尿路感染症では、包茎治療を積極的に行う 


