【巨大尿管症（膀胱尿管逆流症グレード V を含む）
】
巨大尿管症（膀胱尿管逆流症グレード V を含む）の根治術
膀胱尿管逆流症グレードⅤを含む逆流性巨大尿管症あるいは尿路感染症を繰り
返させたり、腎機能を悪化させたりする自然治癒を見込めない非逆流性巨大尿
管症に対しては、膀胱と尿管を新たに吻合し直す膀胱尿管新吻合術が行われる
ことが標準的です。その術式の中に Psoas bladder hitch 法と呼ばれるものが
あり、当科では開院以来、巨大尿管症の患者様に対しその方法を積極的に行っ
ています。Psoas bladder hitch 法が術後長期において有効で安全であること
を確認した当科の論文が国際医学雑誌（BJU international）に掲載されていま
す（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31899838）。入院期間は 7 日か
ら 10 日です。
当施設が遠方の方は当施設から徒歩数分圏内のマクドナルドハウスを廉価でご
利用頂けます（https://www.dmhcj.or.jp/jp-house/1618/）。
この治療方法にご興味をもたれた医療従事者の方ならびに患者様は下記連絡先
まで遠慮なくご連絡ください。

【連絡先】
自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児泌尿器科
中井秀郎、中村 繁
E-mail：naka251148@gmail.com
Tel：0285-58-7716（受 付時間 9 時～ 17 時 医療 関係 者のみ）
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