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小児に見られる尿路異常とは

膀胱尿管逆流症（VUR）

閉塞性尿路異常
水腎症（腎盂尿管移行部狭窄）、
水腎水尿管症（尿管膀胱移行部狭窄）、尿管瘤、
尿道狭窄、尿道弁

排尿異常

　　　キーワードは尿路感染症と胎児診断



小児の尿路感染症

上部尿路感染症と下部尿路感染症

症状は多彩
上部では発熱の有無が指標、嘔吐、不機嫌など
下部では頻尿、尿漏れなど

再発性では尿路異常の関連性が高い
閉塞性尿路異常、VUR、排尿異常

診断は検尿、尿培養、血液検査など



尿路感染症の現況
兵庫こども病院泌尿器科

(2001.7～2003.6)

尿路関連の異常を訴え受診した総数

　　　尿路感染症 : 299

　　　　　有熱性 : 243

　　　1歳未満 142 (58%)

　　男性 117 / 142 (82%)

先天性尿路異常 ： 224 (92%)

VUR 172 / 224 (77%)



膀胱尿管逆流症（VUR)

尿管膀胱移行部の構造の脆弱性に起因する、膀胱から
尿管、腎臓への尿の逆流が生じる先天性疾患

　　　尿が逆流して腎に逆圧をかける
　　　膀胱内の菌が腎に上がり、腎盂炎をおこす

再発性、有熱性尿路感染（腎盂炎）のもっとも多い原因

程度に個人差があり、予後も異なる



膀胱尿管逆流症（VUR)の予後

尿管膀胱移行部の構造の脆弱性　　　　　

　　→年齢とともに自然消失の可能性

尿管口の位置異常（異所開口）　　　　　　

　　→多くは高度逆流で自然消失しない

胎児期VURで出生前に腎瘢痕の可能性



VURの程度に関する国際分類



VURの治療
VUR治療ガイドラインが一般化されている　

　　グレードⅤは手術（生後6ヶ月以後）　

　　グレードⅠーⅢは保存的治療
　　　症例により抗生剤予防投薬
　　　50～80％は自然消失
　　　両側性は消失しづらい

グレードⅣは case by case 　　　　　　　　

　　　　腎瘢痕、尿路感染の頻度　　　　　

　　　　年齢も考慮（7-8才以降は消失しづらい）



VURの腎に及ぼす影響

再発性尿路感染症による多発性腎瘢痕
　→将来の逆流性腎症

　　　　小児、成人の腎不全の１０－１５％

高度VURによる腎盂内圧の上昇

増悪因子：腎実質内逆流
　　　　　 胎児期VURの影響（未確定）



VURに対する手術

原則的には粘膜下トンネル法による
　　尿管膀胱再吻合術
手術成功率は９５％以上　　　　　　　　　
　　合併症はVURの残存、吻合部狭窄

内視鏡治療（尿管口周囲に膨隆剤注入）
　厚労省の未認可、成功率７０－８０％



水腎症（腎盂尿管移行部狭窄）

胎児診断が一般的で無症候で発見

　　（腹部腫瘤、腹痛は少ない）

時に尿路感染症で発症することがある

軽度の症例がほとんど

　　閉塞程度は利尿下レノグラムで判定

乳幼児では自然治癒の可能性あり



尿管膀胱移行部狭窄
33 例 (36 腎)

腎盂尿管移行部狭窄 194 例 (288 腎)

多嚢腎 41 例 (41 腎)

尿管瘤 18 例 (20 腎)
尿管異所開口 7 例 (7 腎)

その他 9 例

尿路拡張の出生前診断　278例(1985-2003.3)
兵庫こども病院泌尿器科



水腎症の治療

手術適応は腎盂、腎杯の拡張度、腎実質の厚さ、
分腎機能、利尿下レノグラムでの排泄パターン
などで判定

手術的治療　　　　　　　　　　　　　　
開放性手術：腎盂尿管再吻合　　　　
内視鏡手術：腎盂尿管再吻合、内尿管切開

　　　最近ロボティックアシスト手術開発中



水腎水尿管症（尿管膀胱移行部狭窄）

腎盂尿管移行部の機能的、器質的通過障害

著しく拡張し、蠕動亢進した尿管と拡張した腎盂

難治性尿路感染症の原因になる

腎機能の急激な悪化はまれ

乳児、前期幼児では自然軽快の可能性がある

経過観察が原則



水腎水尿管症の治療

自然治癒の可能性あり

なるべく保存的に

手術は拡張程度とUTIの頻度が決め手　
　　尿管形成術+尿管膀胱再吻合術

手術合併症としてVURの発生　　　　　　　
　　 UTIの頻度を高める



尿管瘤

尿管末梢部の瘤状拡張

重複腎盂尿管では異所性尿管瘤、単一腎盂
尿管では単純性尿管瘤のことが多い

胎児診断可能

新生児期から排尿障害や尿路感染

何らかの外科的治療必要

解剖学的所見に個人差がある



尿管瘤に対する治療

症例の解剖に応じた手術法の選択　　　　

　　内視鏡的尿管瘤切開　　　　　　　　

　　上腎切除または上下腎盂腎盂吻合　　

　　上腎、尿管、瘤全切除、下腎尿管再吻合

　　瘤切除、上下腎尿管膀胱再吻合　



後部尿道弁、前部尿道弁

膀胱機能、腎機能、肺機能の高度障害

胎児診断、胎児治療の対象

腎機能の予後は必ずしも良くなく、腎移植も視
野に入れた計画をたてる

尿路変更は注意して（せいぜい膀胱瘻程度）



先天性尿道（リング）狭窄

　症例により程度の差がある

　夜尿症、遺尿症の原因

　　　程度の強いものほど手術効果が高い

　　　全体で約７０％の手術効果　　　　　　　

　排尿障害で発見されることは少ない



排尿のメカニズム

蓄尿：失禁なく低圧で充分な量をためる

　　容量＝(年令＋2)×20～30 ml

　　低圧 < 40 cm　H２O

　　排尿筋は弛緩、括約筋は収縮

排尿：尿意により残尿なく勢いよく排尿できる

　　排尿筋は収縮、括約筋は弛緩　



交感神経：Th10-L2

　内括約筋の収縮 (α1)

　排尿筋の弛緩 (β2)

　副交感Nの抑制 (α2)

副交感神経：S2-4

　排尿筋の収縮

随意神経：S2-4

　外括約筋の調節

膀胱の神経支配

骨盤神経節

陰部神経

膀胱

括約筋

胸腰髄

仙髄

排尿中枢

交感神経幹

骨盤神経節

下腹神経



正常の膀胱

圧 (cmH2O)

容量 (ml)

膀胱内圧

膀胱造影



異常な膀胱内圧

低コンプライアンス高圧

無抑制収縮（UCI）

排尿筋括約筋協調不全（DSD）



排尿障害に対する
保存的治療

腹圧排尿、手圧排尿

間歇的導尿（CIC）
　clean intermittent catheterization

薬物療法
　膀胱内圧を下げる（ポラキス、BUP-4）
　括約筋圧をあげる

膀胱電気刺激治療



尿失禁の分類

完全尿失禁：尿道の抵抗がほとんど失われている
（尿道括約筋不全）

オーバーフロー失禁：ある程度貯まると膀胱内圧
が高くなり失禁する

無抑制失禁：膀胱の排尿筋が勝手に収縮する

腹圧性失禁：下腹部に圧がかかると失禁する



尿漏れのメカニズム
尿道抵抗の減弱　　

　　括約筋の不全：完全弛緩、無抑制弛緩

排尿筋の異常収縮　　

　　過活動（反射性）、無抑制収縮

　　上部尿路への影響

尿意の減弱

　　初発尿意の消失、最大尿意の減弱



尿道括約筋の不全

膀胱頸部（内尿道括約筋）の弛緩

　　交感神経支配の減弱、無抑制弛緩

　　外括約筋を締めることである程度代償

随意括約筋（外尿道括約筋）の不随意弛緩

　　無意識の間に漏れる

両者の完全弛緩

　　完全尿失禁



尿道抵抗を増強する外科的治療

膀胱頸部形成術

　　信頼性が乏しい

人工括約筋の装着

　　自己管理が必要、異物反応

尿道閉鎖と導尿路の造設

　　手術の侵襲が大きい

　　完全な自己導尿の確立



排尿筋の異常収縮に対する治療

薬剤による治療

　　ポラキス、バップフォー

　　　　（抗コリン剤）

外科的治療

　　尿道括約筋切開

　　排尿筋の切除：膀胱粘膜だけの膀胱

　　膀胱拡大術：腸、胃、尿管などで拡大



膀胱拡大術の適応

膀胱容量が少なく、膀胱内圧が高い　

　　　肉柱形成膀胱

上部尿路が障害されている

難治性膀胱尿管逆流症　

　　　通常の逆流防止術で治癒しない

尿失禁が改善しない
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