【内尿道括約筋不全（神経因性膀胱／膀胱外反症など）に伴う難治
性尿失禁】
下部尿路再建術
二分脊椎などの神経学的な尿道の機能異常や膀胱外反症などの解剖学的な尿道
の構造異常に伴う内尿道括約筋不全は難治性尿失禁を来すことが少なくありま
せん。就学以降も尿失禁のためオムツを着用することは患者様の QOL（生活
の質）を著しく損ないます。その尿失禁の手術治療には膀胱の出口を強化する
膀胱頸部再建術、腸管などを利用して膀胱のサイズを大きくする膀胱拡大術、
ならびに膀胱と腹壁をつなぐ導尿経路を確保するための腹壁導尿路作成術があ
ります。当科では開院以来 2018 年までに 35 人の患者様に下部尿路再建術を
行っており（図）、高いオムツ脱却率が得られています。この内容に関する当
科の論文は国際医学雑誌（Journal of Urology）に 2015 年に掲載されていま
す（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26055826/）。
入院期間は 1 ヵ月前後です。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/jphouse/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。

【図】

【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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月 26 日．（日児誌 122：839, 2018）
・川合志奈：アフタヌーンセミナー「尿流動態評価の実際－症例呈示を含めて－」．第 28 回日本
夜尿症学会学術集会，旭川，2017 年 7 月 15 日．（プログラム・抄録集:27, 2017）
・福田朝美，佐々木綾香，松本美佳，小森望未，関由希，神田貴代，中井秀郎，川合志奈，日向
泰樹，五味玲：職種による二分脊椎カンファレンスを活かした病棟での排尿指導．第 46 回日本小
児神経外科学会，東京，2018 年 6 月 8 日．（小児の脳神 43: 292, 2018）
・五味 玲，小熊啓文，川合志奈，日向泰樹，中村 繁，渡邉英明，吉川 一郎，中井秀郎：脊髄係
留症候群 手術適応と合併症回避 脊髄係留症候群の手術適応と治療成績．第 46 回日本小児
神経外科学会，東京，2018 年 6 月 9 日．（小児の脳神 43: 237, 2018）
・日向泰樹，中村 繁，川合志奈，中井秀郎：腹壁導尿路造設術の長期成績．第 106 回日本泌尿

器科学会総会，京都，2018 年 4 月 21 日．（日泌会総会 106 回：PP3-277, 2018)
・川合志奈，日向泰樹，中村 繁，中井秀郎：小児二分脊椎症例に対する間欠的自己導尿指導の
開始時期と配慮すべきポイント．第 27 回日本小児泌尿器科学会・学術集会，金沢，2018 年 6 月
27 日．（日小児泌会誌 27：222, 2018)
・川合志奈，田辺和也，日向泰樹，中村 繁，中井秀郎：小児に対する間欠的自己導尿指導の開
始時期と配慮すべきポイント．第 32 回日本小児ストーマ・排泄・創傷管理研究会，東京，2018 年
6 月 30 日．
・中井秀郎，日向泰樹，川合志奈，人見浩介，田辺和也，中村 繁：私と小児医療:思い出の症例
下部尿路再建と失禁防止手術に携わって 思い出の症例、忘れ得ぬ症例．第 27 回日本小児泌
尿器科学会・学術集会，金沢，2018 年 6 月 28 日．（日小児泌会誌 27: 187, 2018)
・田辺和也：二分脊椎患者における腹壁導尿路造設術の長期成績．第 29 回日本夜尿症学会学
術集会，横浜，2018 年 7 月 14 日
・中井秀郎, 井口智生, 田辺和也, 川合志奈, 中村 繁, 小野 滋：機能温存を目指した尿路形
成・再建 膀胱拡大術・膀胱頸部形成術・腹壁導尿路造設術の 3 術式を組み合わせる尿失禁の
外科的治療の経験．第 56 回日本小児外科学会学術集会，久留米，2019 年 5 月 24 日．（日本
小児外科学会雑誌 55：488, 2019)
・中村 繁, 田辺和也, 井口智生, 川合志奈, 中井秀郎：片側逆流性巨大尿管における複数回の
膀胱尿管新吻合術を失敗した低容量膀胱症例に対する loop ureterocystoplasty の経験．第 16
回泌尿器科再建再生研究会，川崎，2019 年 6 月 8 日．
・中村 繁, 田辺和也, 井口智生, 日向泰樹, 川合志奈, 中井秀郎：シンポジウム 8 AYA 世代の
下部尿路機能障害 小児期に尿失禁防止手術(下部尿路再建術)を受けた AYA 世代の現況．第
26 回日本排尿機能学会，東京，2019 年 9 月 14 日．（日本排尿機能学会誌 30：144, 2019)
・中村 繁, 田辺和也, 井口智生, 日向泰樹, 川合志奈, 中井秀郎：シンポジウム 2
「小児泌尿器科手術はどこに向かうのか カッティングエッジの実像と将来像」
膀胱再建（下部尿路再建術）．第 84 回日本泌尿器科学会東部総会，東京，2019 年 10 月 4 日．
・田辺和也, 中村 繁, 井口智生, 川合志奈, 中井秀郎：二分脊椎症患者における排泄管理の現
況．第 36 回日本二分脊椎研究会，宮城，2019 年 7 月 13 日．
・Kawai, S.：Bladder Neck Dysfunction, urethral valve and other surgical conditions ．AsiaPacific Enuresis School, Taipei, TAIWAN，19 May, 2019.

