
　山内　水腎症といいますと、我々で
すと、結石の重症化みたいなイメージ
が強いのですが、実際にはどんなもの
なのでしょうか。
　大家　水腎症というのは病名ではな
く、病態を表しています。腎臓という
のは、お小水をつくる腎実質の部分と、
それがたまる腎盂という部分に分かれ
ます。そして、お小水は腎盂から尿管
に移行して、膀胱にたまってきます。
膀胱が収縮することによって尿道から
お小水が出るのですけれども、腎盂が
膨れ上がって風船のように見える病態
を水腎症といいます。ですから、病名
ではなくて病態を示しているのであっ
て、水腎症が見られたときは、原因の
病気が何かを探さなければなりません。
　山内　原因疾患はたくさんあるので
しょうか。
　大家　非常にたくさんあります。

　山内　普通に理解されているよりも
はるかに多くの疾患が絡んでくるので
すね。
　大家　そうです。頻度から言います
と、尿管結石とか、あとは怖い病気な
のですけれども、腎盂や尿管にできる
がんがありますし、場合によっては、
がんが浸潤してきて尿管をふさいでし
まい、水腎症になる場合もあります。
これは子宮頸がんが多いです。
　山内　そうしますと、泌尿器の専門
家の先生が水腎症を見られた場合、ど
うやって鑑別していくかから始まるの
ですね。
　大家　そうなのです。泌尿器科医の
腕の見せどころでもあるのです。疾患
がいっぱいありますので、まずどこに
原因があるかを見つけていかなければ
なりません。
　ポイントとしては、水腎症は尿路の

閉塞であると置き換える必要がありま
す。尿は、お小水が腎臓でできて、腎
盂にたまって、尿管を通って膀胱に注
ぎ込んで、そして尿道から出ます。こ
の全体を尿路というのですけれども、
そのどこかに通過障害がある。その結
果として水腎症が見られるのです。こ
れをまず理解しなければなりません。
原因は腎盂の場合も、尿管の場合も、
膀胱の場合も、尿道の場合も、すべて
に可能性があるのです。
　山内　膀胱のような下部尿路が原因
でもくるのですね。
　大家　そうです。下部尿路と上部尿
路はどこで分けるかというと、尿管口
で分けます。尿管と膀胱の接続部を尿
管口というのですけれども、ここより
も上部だと上部尿路、ここ以下、つま
り膀胱、前立腺、尿道が下部尿路です。
下部尿路に通過障害があると、水腎症
は右の腎臓も左の腎臓もくるのです。
　山内　確かにそうですね。
　大家　考えてみると簡単です。です
から、両側の水腎症を見た場合は、我々
は下部尿路障害がないかどうかを見る
のです。下部尿路障害として一番多い
のは神経因性膀胱という病態で、お小
水が常に出きらない。これは前立腺肥
大における尿閉の場合にも起こってく
る病態なのです。常にお小水が膀胱に
たまって、ぱんぱんになっていても、
慢性的に起こったために、ご本人はそ
んなに苦しくなく経過している場合が

あります。両側に水腎症がきています。
　山内　神経因性膀胱でもきてしまう
のですね。
　大家　きてしまいます。
　山内　本当にいろいろな病気が混ざ
ってくるのですね。
　大家　はい。
　山内　上部で多いのは、どんなもの
でしょうか。
　大家　上部の場合は通常、片側です。
我々はどう考えているかというと、内
因性か外因性かを区別します。内因性
では、そもそもお小水が流れてくる腎
盂、尿管の中の部分が詰まっている場
合、先ほどお話しした結石が一番多く、
あと尿管にできたがんなどがあります。
内因性では中が詰まるのです。
　ところが、先ほどの子宮頸がんにお
ける閉塞とは、尿管自身は何も悪くは
ないのです。がんが尿管にまで浸潤し
て、尿管にお小水が通らない状態です。
子宮頸がん、あるいは大腸がんで頻度
が高いです。これは外因性です。
　山内　やはり多いのは結石ですね。
　大家　もともと結石とは腎臓ででき
るのですけれども、それが落ちてくる
のです。そして、尿管はおしっこが通
る細い管ですから、そこに詰まってし
まう。そうすると、尿が通過障害を起
こして腎臓が腫れる、これが水腎症の
原因として多いものです。
　山内　結石は比較的我々、おなじみ
ではありますが、あまり痛みはないも
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のなのでしょうか。
　大家　患者さんによく話している内
容のひとつに、石の大きさと痛みの関
係があります。患者さんはつらいけれ
ども、痛い石は動いている証拠で小さ
い石が多いのです。そのうち飲水によ
って出ていってしまう。ところが、痛
くなくて自覚症状がなく、健康診断で
見つかってくるような石は大きな石が
多く、完全に閉塞している場合が多い。
ずっと長い間、見つからずに経過して
いるので、腎臓の機能が悪くなってい
るのです。
　山内　痛みがないのですか。
　大家　痛みがない石は要注意です。
痛みがない石のほうが、患者さんにと
っては楽かもしれないけれども、見つ
かったときには腎臓の機能が悪くなっ
ている方が多いです。
　山内　石の大きさとか何かが絡むの
でしょうか。
　大家　そうです。石の大きさが、通
常５㎜程度までですと出ることが多い
のですけれども、それ以上のものが詰
まって、症状がなく経過してしまうと、
なかなか自然に排石、つまり体の外に
出るのが難しいです。
　山内　それにしても、腎盂のあたり
はあまり痛覚が発達していないのでし
ょうね。
　大家　いや、痛覚は発達しているの
です。ところが、不思議と気がつかず
に経過されている人がいます。

　山内　今までのお話ですと、大人の
病気という感じがするのですが、お子
さんにはあまり多くないのでしょうか。
　大家　現在では水腎症がお母さんの
おなかの中にいるときに見つかること
もあります。先ほどから話が出ている
腎盂と尿管の移行する部分が生まれつ
き狭い方がいるのです。先天性の水腎
症という病態です。経過を見て乳児の
ときに手術する場合もありますし、重
症の場合は新生児で処置をする場合も
あります。
　山内　そうしますと、原因が様々で、
例えば石もあるけれども、がんもある
ということから、原因疾患によっても
予後は大きく違うのですね。
　大家　はい。ですから、予後がどう
だということはいえないのです。
　山内　頻度としては、最近は例えば
いろいろな人間ドックなどで超音波が
普及していますから、比較的増えてき
ているのでしょうか。
　大家　健康診断で腹部超音波検査を
受けていただくと、肝臓も膵臓も、そ
して腎臓もみていただけるので、非常
に情報が多いのです。水腎症の診断は
容易です。
　山内　実際、比較的多いものなので
しょうか。
　大家　多いです。人間ドックを受け
られて我々の泌尿器科に患者さんが紹
介される病態としては多いものの一つ
といえます。

　山内　予後は原因疾患にもよるので
しょうけれども、一般的によく見られ
る、石からくるような水腎症の予後は
いかがなものなのでしょうか。
　大家　先ほども言いましたように、
完全に詰まって時間が経っているもの
は予後が悪いです。
　山内　通過障害を取ってもですか。
　大家　腎臓はいったん悪くなった機
能は元に戻りません。しかし、急性期
ですと戻ります。一時的に詰まってい
ても、例えば石を砕く手術をすれば戻
りますが、経過が長いと腎機能は戻ら
ないといえます。
　山内　結石の方だけに限っての話に

なるかもしれませんが、例えば結石を
頻回に起こすような方というのは、あ
る程度は定期的なチェックが必要なの
でしょうか。
　大家　結石は、一生の間、１回だけ
で済む方のほうが少ないので、やはり
定期的にみてもらうことが大事かと思
います。
　山内　年に１回ぐらいの超音波が勧
められるということですね。
　大家　泌尿器科にかかっていると、
先生がしっかり１年に一度はみると思
います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン60巻６月号（5 . 2016） （427）  2726 （426） ドクターサロン60巻６月号（5 . 2016）

1606本文.indd   26-27 16/05/18   13:29



のなのでしょうか。
　大家　患者さんによく話している内
容のひとつに、石の大きさと痛みの関
係があります。患者さんはつらいけれ
ども、痛い石は動いている証拠で小さ
い石が多いのです。そのうち飲水によ
って出ていってしまう。ところが、痛
くなくて自覚症状がなく、健康診断で
見つかってくるような石は大きな石が
多く、完全に閉塞している場合が多い。
ずっと長い間、見つからずに経過して
いるので、腎臓の機能が悪くなってい
るのです。
　山内　痛みがないのですか。
　大家　痛みがない石は要注意です。
痛みがない石のほうが、患者さんにと
っては楽かもしれないけれども、見つ
かったときには腎臓の機能が悪くなっ
ている方が多いです。
　山内　石の大きさとか何かが絡むの
でしょうか。
　大家　そうです。石の大きさが、通
常５㎜程度までですと出ることが多い
のですけれども、それ以上のものが詰
まって、症状がなく経過してしまうと、
なかなか自然に排石、つまり体の外に
出るのが難しいです。
　山内　それにしても、腎盂のあたり
はあまり痛覚が発達していないのでし
ょうね。
　大家　いや、痛覚は発達しているの
です。ところが、不思議と気がつかず
に経過されている人がいます。

　山内　今までのお話ですと、大人の
病気という感じがするのですが、お子
さんにはあまり多くないのでしょうか。
　大家　現在では水腎症がお母さんの
おなかの中にいるときに見つかること
もあります。先ほどから話が出ている
腎盂と尿管の移行する部分が生まれつ
き狭い方がいるのです。先天性の水腎
症という病態です。経過を見て乳児の
ときに手術する場合もありますし、重
症の場合は新生児で処置をする場合も
あります。
　山内　そうしますと、原因が様々で、
例えば石もあるけれども、がんもある
ということから、原因疾患によっても
予後は大きく違うのですね。
　大家　はい。ですから、予後がどう
だということはいえないのです。
　山内　頻度としては、最近は例えば
いろいろな人間ドックなどで超音波が
普及していますから、比較的増えてき
ているのでしょうか。
　大家　健康診断で腹部超音波検査を
受けていただくと、肝臓も膵臓も、そ
して腎臓もみていただけるので、非常
に情報が多いのです。水腎症の診断は
容易です。
　山内　実際、比較的多いものなので
しょうか。
　大家　多いです。人間ドックを受け
られて我々の泌尿器科に患者さんが紹
介される病態としては多いものの一つ
といえます。

　山内　予後は原因疾患にもよるので
しょうけれども、一般的によく見られ
る、石からくるような水腎症の予後は
いかがなものなのでしょうか。
　大家　先ほども言いましたように、
完全に詰まって時間が経っているもの
は予後が悪いです。
　山内　通過障害を取ってもですか。
　大家　腎臓はいったん悪くなった機
能は元に戻りません。しかし、急性期
ですと戻ります。一時的に詰まってい
ても、例えば石を砕く手術をすれば戻
りますが、経過が長いと腎機能は戻ら
ないといえます。
　山内　結石の方だけに限っての話に

なるかもしれませんが、例えば結石を
頻回に起こすような方というのは、あ
る程度は定期的なチェックが必要なの
でしょうか。
　大家　結石は、一生の間、１回だけ
で済む方のほうが少ないので、やはり
定期的にみてもらうことが大事かと思
います。
　山内　年に１回ぐらいの超音波が勧
められるということですね。
　大家　泌尿器科にかかっていると、
先生がしっかり１年に一度はみると思
います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン60巻６月号（5 . 2016） （427）  2726 （426） ドクターサロン60巻６月号（5 . 2016）

1606本文.indd   26-27 16/05/18   13:29


	02-0012-1
	02-0012-2
	02-0013-1
	02-0013-2



