
【先天性水腎症】 

後腹膜鏡併用小切開腎盂形成術 

先天性水腎症の多くは生後の経過観察中に自然に治ります。しかしながら、な

かには経過観察中に腎臓の機能が悪化する場合や発熱、血尿、腹痛、腰部痛など

の症状が出現する場合があり、そのような場合には手術が必要になります。 
手術の方法は腎盂形成術と呼ばれ、狭い部分を切除した後、腎臓の腎盂（尿が

集まる漏斗状の部分）と尿管を新たに吻合し直す方法です。腎盂形成術には開

腹手術、鏡視下（腹腔鏡）手術およびロボット支援下手術がありますが、当科

では、開腹手術による直視下の正確かつ精密な腎盂形成術が小児では最も確実

であると考えているため、開院以来開腹手術を行っています。従来は 4 歳以下

の患者さんで 3cm、5-12 歳で 5cm 前後のおキズで手術を行っていましたが、

2015 年からはあらゆる年齢層の小児の患者さんに対して開腹手術と鏡視下手

術を組み合わせた 2cm のおキズで行う後腹膜鏡併用小切開腎盂形成術を開始

し、安全性と身体的負担軽減の両立を図っています。この内容に関する当科の

論文は国際医学雑誌の掲載に向けて現在作成中です。 
入院期間は 4 日から 7 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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