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小児の尿路感染症における

超音波検査



fUTIのおける超音波検査の意義

➢fUTIの診断のため？

＊診断は「尿培養での有意菌の検出」による

＊超音波検査は感度・特異度ともに低く、

fUTIの診断における意義は限定的

fUTIにおける超音波検査の意義は？

＊fUTI：有熱性尿路感染症



fUTIの早期診断・治療 →超音波は診断が苦手

fUTIの反復を防ぐ

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

感染症の重症化を防ぐ

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

外科的治療無しでは重症化しうる
閉塞性疾患や膿瘍形成の検出

もともと腎機能が悪い低形成・異形成腎の検出

fUTIの発症リスクになる先天性腎尿路異常の検出

VURやfUTIと関連する下部尿路機能障害の検出

急性期

慢性期



fUTIの早期診断・治療 →超音波は診断が苦手

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

感染症の重症化を防ぐ

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

外科的治療無しでは重症化しうる
閉塞性疾患や膿瘍形成の検出
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fUTI急性期の超音波検査

➢腎盂腎炎

➢急性巣状細菌性腎炎



fUTI急性期の超音波検査

➢腎盂腎炎

➢急性巣状細菌性腎炎



fUTI急性期の超音波検査 –腎盂腎炎-

➢腎腫大

➢腎実質の輝度上昇

➢皮髄境界の不明瞭化

➢腎局所の血流低下



Jpn J Med Ultrasonics. 2019; Vol.46: No.5

腎局所の血流低下

腎盂腎炎



fUTI急性期の超音波検査 –腎盂腎炎-

➢腎腫大

➢腎実質の輝度上昇

➢皮髄境界の不明瞭化

➢腎局所の血流低下

➢腎盂壁の肥厚



Jpn J Med Ultrasonics. 2017; Vol. 44: No.6

腎盂壁の肥厚

腎盂腎炎



fUTI急性期の超音波検査 –腎盂腎炎-

➢腎腫大

➢腎実質の輝度上昇

➢皮髄境界の不明瞭化

➢腎局所の血流低下

➢腎盂壁の肥厚

エコー所見の感度・特異度は低い



fUTI急性期の超音波検査

➢腎盂腎炎

➢急性巣状細菌性腎炎



fUTI急性期の超音波検査 –AFBN-

➢AFBNの疾患概念

限局した腎感染症による（≒腎盂腎炎の一型）

画像上、膿性病変を伴わず（＝腎膿瘍でない）

腫瘤性病変を呈するもの

（急性巣状細菌性腎炎）

「画像上の特徴」で分類された概念



fUTI急性期の超音波検査 –AFBN-

➢境界不明瞭な低/高輝度の腫瘤



Emerge Radiol. 2020 Aug; 27(4):405-412.

境界不明瞭な低/高輝度の腫瘤

AFBN



fUTI急性期の超音波検査 –AFBN-

➢境界不明瞭な低/高輝度の腫瘤

➢局所的な皮髄境界不明瞭



Emerge Radiol. 2020 Aug; 27(4):405-412.

局所的な皮髄境界不明瞭

AFBN



fUTI急性期の超音波検査 –AFBN-

➢境界不明瞭な低/高輝度の腫瘤

➢局所的な皮髄境界不明瞭

➢腫瘤領域の血流低下



Jpn J Med Ultrasonics 2019; 46: 409-423.

腫瘤領域の血流低下

AFBN



fUTI急性期の超音波検査 –AFBN-

➢境界不明瞭な低/高輝度の腫瘤

➢局所的な皮髄境界不明瞭

➢腫瘤領域の血流低下

エコー所見の感度は高くない

診断は造影CT（全例には不要）



fUTI急性期の超音波検査

➢腎盂腎炎

➢急性巣状細菌性腎炎

エコーはfUTIの診断が苦手



fUTIの早期診断・治療 →超音波は診断が苦手

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

感染症の重症化を防ぐ

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

外科的治療無しでは重症化しうる
閉塞性疾患や膿瘍形成の検出

急性期



外科的治療を要しうる疾患

➢腎膿瘍

➢膿腎症



外科的治療を要しうる疾患

➢腎膿瘍

➢膿腎症



外科的治療を要しうる疾患 –腎膿瘍-

➢腎膿瘍

＊通常は上行性

＊腎盂腎炎による激しい炎症反応の結果、

液化壊死を起こし、病巣内に膿が貯留した状態

＊外科的治療が必要になり得る



外科的治療を要しうる疾患 –腎膿瘍-

➢腎膿瘍のエコー所見

＊初期は高輝度、次第に低輝度、

最終的に類円形の無エコー域
Jpn J Med Ultrasonics. 2017; Vol. 44: No.6



類円形の不均一な高エコー域

腎膿瘍



類円形の低エコー域

腎膿瘍



外科的治療を要しうる疾患 –腎膿瘍-

➢腎膿瘍のエコー所見

＊初期は高輝度、次第に低輝度、

最終的に類円形の無エコー域
Jpn J Med Ultrasonics. 2017; Vol. 44: No.6

＊腎嚢胞との鑑別が困難な時もある

迷ったら造影CT



軽度増強されるリング状構造（膿瘍壁）

腎膿瘍



外科的治療を要しうる疾患 –腎膿瘍-

➢腎膿瘍の外科的治療の適応

3.0cmを超える場合、経皮的ドレナージを考慮
J Pediatr Urol. 2016 Apr;12(2):99.e1-5.

実際には総合的な判断が必要

迷ったら外科的治療が可能な施設へ相談を



外科的治療を要しうる疾患

➢腎膿瘍

➢膿腎症



➢膿腎症

＊「閉塞性尿路異常」＋「感染」

→膿が腎盂腎杯内に貯留

＊腎盂内が高圧になりやすいため、敗血症に移行しやすい

＊原則、外科的治療（腎瘻造設など）が必要

外科的治療を要しうる疾患 –膿腎症-

速やかに外科的治療が可能な施設へ相談を



拡張した腎盂腎杯内のdebris

膿腎症



外科的治療を要しうる疾患

➢巨大尿管とfUTI

＊尿管内にdebrisを認めた場合、

外科的治療が必要になり得る

＊生後6ヶ月頃まで根治術が困難

速やかに外科的治療が可能な施設へ相談を



拡張した尿管内のdebrisによる液面形成



外科的治療を要しうる疾患

➢尿管瘤とfUTI

＊尿管内にdebrisを認めた場合、

経尿道的尿管瘤切開術が必要になり得る

＊膀胱留置カテーテルによるドレナージを考慮

速やかに外科的治療が可能な施設へ相談を



尿管瘤及び拡張した尿管内のdebris



外科的治療を要しうる疾患

➢fUTI時、いつエコーするか？（AAPガイドラインより）

＊ 2-24ヶ月の初発fUTI全例に腎膀胱エコーを行うべき

＊ エコーのタイミングは臨床状況によって異なる

＊「重症」または「治療抵抗性」の場合は、

可能な限り早く実施すべき

Pediatrics 2011, 128 (3) 595-610.



fUTIの早期診断・治療 →超音波は診断が苦手

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

感染症の重症化を防ぐ

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

外科的治療無しでは重症化しうる
閉塞性疾患や膿瘍形成の検出

急性期 重症例や治療抵抗例では可能な限り早くエコーを



fUTIの早期診断・治療 →超音波は診断が苦手

fUTIの反復を防ぐ

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

感染症の重症化を防ぐ

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

外科的治療無しでは重症化しうる
閉塞性疾患や膿瘍形成の検出

もともと腎機能が悪い低形成・異形成腎の検出

VURやfUTIと関連する下部尿路機能障害の検出

急性期

慢性期

重症例や治療抵抗例では可能な限り早くエコーを

fUTIの発症リスクになる先天性腎尿路異常の検出
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fUTIの反復を防ぐ

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

もともと腎機能が悪い低形成・異形成腎の検出

慢性期



fUTIを契機に見つかる疾患 –低形成・異形成腎-

➢低形成・異形成腎とfUTI

＊低形成腎：ネフロン数が少ない

＊異形成腎：組織学的に異形成構造あり

→両者の多くは混在し、低形成・異形成腎と呼ぶ

＊先天性腎尿路異常のうち、末期腎不全の原疾患として最多

＊末期腎不全に至った低形成・異形成腎の患者は、

小児期発症のfUTI既往が多い
日児誌 2007;111:1045-1051.

fUTIは低形成・異形成腎の発見契機として重要



fUTIを契機に見つかる疾患 –低形成・異形成腎-

➢低形成・異形成腎のエコー所見

＊腎長径 -2SD未満（矮小腎）

＊腎輝度の上昇

＊皮髄境界の不明瞭 など

➢腎長径の基準値（予測腎長径）

予測腎長径 ＝ 身長（m）× 5 ＋ 2（cm）

-2SD 〜130cm 予測腎長径 × 0.85（cm）

130cm〜 設定無し



fUTIを契機に見つかる疾患 –低形成・異形成腎-

➢低形成・異形成腎のエコーのタイミング

＊fUTI急性期は感染による腎腫大で長径が修飾される

＊急性期エコーは低形成・異形成腎スクリーニングに有用でない

遠隔期エコーが重要
日児誌 2020;124:31-37



fUTIの反復を防ぐ

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

もともと腎機能が悪い低形成・異形成腎の検出

VURやfUTIと関連する下部尿路機能障害の検出

慢性期

fUTIの発症リスクになる先天性腎尿路異常の検出



fUTIの反復を防ぐ

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

慢性期

fUTIの発症リスクになる先天性腎尿路異常の検出



fUTIを契機に見つかる疾患 –VUR-

➢VUR 「逆流防止機構の破綻」

＊原発性 先天的な逆流防止機構自体の異常による

＊続発性 下部尿路の機能的・器質的な障害に伴う

➢VURの標準的な画像検査はVCUG

➢VURはエコーで検出可能か？

＊VUR：膀胱尿管逆流



fUTIを契機に見つかる疾患 –VUR-

➢VURのエコー所見

＊VURが高度なほど尿管口jetは垂直方向になると仮定

＊尿管口jetはカラードプラ法で検出可能

日本逆流性腎症フォーラム記録集 26回 Page 12-14



日本逆流性腎症フォーラム記録集 26回 Page 12-14

尿管口からのjet

尿管口からのjetの角度＞55度



fUTIを契機に見つかる疾患 –VUR-

➢VURのエコー所見

＊VURが高度なほど尿管口jetは垂直方向になると仮定

＊尿管口jetはカラードプラ法で検出可能

日本逆流性腎症フォーラム記録集 26回 Page 12-14

VURの標準的な画像検査はVCUG



fUTIの発症リスクになるCAKUT

➢MCDK

➢閉塞性尿路異常

（先天性腎尿路異常）

➢水腎症

➢巨大尿管

➢尿管瘤

➢後部尿道弁

（多嚢胞性異形成腎）



fUTIの発症リスクになるCAKUT

➢MCDK

➢閉塞性尿路異常

（先天性腎尿路異常）

➢水腎症

➢巨大尿管

➢尿管瘤

➢後部尿道弁

（多嚢胞性異形成腎）



fUTIの発症リスクになるCAKUT  –MCDK-

➢MCDK

＊胎生期の尿管芽と後腎の癒合不全が原因

➢患側腎（MCDK側）の特徴

＊エコーで腎実質内に大小多数の嚢胞

＊時間経過で消退

＊正常な腎実質が観察されず、基本的に無機能



腎実質内に大小多数の嚢胞

MCDK



➢対側腎（非MCDK側）の特徴

＊腎尿路異常

1/3に腎尿路異常を認め、VURが最多

＊代償性肥大

急性期は腎腫大で長径が修飾されうる

VCUGに繋げる

遠隔期エコーが重要

fUTIの発症リスクになるCAKUT  –MCDK-



fUTIの発症リスクになるCAKUT

➢MCDK

➢閉塞性尿路異常

➢水腎症

➢巨大尿管

➢尿管瘤

➢後部尿道弁



fUTIの発症リスクになるCAKUT  –水腎症-

➢水腎症

＊腎盂内圧の上昇による腎盂腎杯の拡張（広義）

＊UPJOによる腎盂腎杯の拡張（狭義）
＊UPJO＝腎盂尿管移行部通過障害



➢水腎症のgrade（SFU分類）

a：Grade 0＝拡張無し

b：Grade 1＝腎盂拡張のみ（腎杯拡張無し）

c：Grade 2＝腎盂拡張＋拡張した腎杯が数個確認

d：Grade 3＝全ての腎杯が拡張

e：Grade 4＝全ての腎杯が拡張＋腎実質の菲薄化を伴う

fUTIの発症リスクになるCAKUT  –水腎症-



UPJOの合併奇形（A：患側、B：対側）

➢UPJOは50%に合併奇形を認める

fUTIの発症リスクになるCAKUT  –水腎症-



➢UPJOとfUTI

＊VURの合併は患側で10%、対側で5%

＊水腎症単独（VUR合併無し）でもfUTIのリスクあり

→水腎症のgradeが高いほどfUTIのリスクは上がる

G4 40% G3 33% G2 14% G1 4%
J Urol 179:1524-1528, 2008

VCUGに繋げる

fUTIの発症リスクになるCAKUT  –水腎症-



➢UPJOとfUTI

＊動物実験（サル）で、急性感染時に、

大腸菌のエンドトキシンによる腎盂腎杯の拡張が見られた

急性期は水腎症と混同する可能性がある
Invest Urol. 1975 Sep; 13(2): 117-20.

＊ただし、ヒトでこの事実は確認されていない

遠隔期エコーの方がいいかも

fUTIの発症リスクになるCAKUT  –水腎症-



fUTIの発症リスクになるCAKUT

➢MCDK

➢閉塞性尿路異常

➢水腎症

➢巨大尿管

➢尿管瘤

➢後部尿道弁



➢巨大尿管

＊尿管が拡張した状態（尿管径 7〜10mm以上）

＊病因により以下に分類

・逆流性（VUR）逆流防止機構自体の異常

・閉塞性（尿管膀胱移行部通過障害）尿管筋層の形成異常

・逆流性閉塞性（上記の組み合わせ）

・非逆流性非閉塞性（Prune belly症候群など）

鑑別にはVCUGやレノグラム（DTPA等）が必要

VURを合併しやすいCAKUT –巨大尿管-



➢巨大尿管のエコー所見

＊尿管の拡張（膀胱の背側に）

＊腎盂の拡張

→腎盂まで拡張している場合、腎機能障害に注意

＊膀胱内に瘤形成が無いか？

→尿管瘤の除外

VURを合併しやすいCAKUT –巨大尿管-



両側巨大尿管

膀胱背側に下部尿管の拡張あり



fUTIの発症リスクになるCAKUT

➢MCDK

➢閉塞性尿路異常

➢水腎症

➢巨大尿管

➢尿管瘤

➢後部尿道弁



➢尿管瘤

＊尿管の末端が嚢胞状に拡張し、水腎水尿管症を呈する

＊尿管瘤の80％は重複腎盂尿管の上腎由来

・尿管瘤をみたら重複腎盂尿管を疑うことが重要

・同側下腎の60〜70%、対側腎の20〜40%にVUR合併

＊排尿時の尿道閉塞の有無が腎予後を左右する

fUTIの発症リスクになるCAKUT –尿管瘤-

外科的治療が可能な施設へ相談を



膀胱内部の嚢胞状エコー

尿管瘤



fUTIの発症リスクになるCAKUT

➢MCDK

➢閉塞性尿路異常

➢水腎症

➢巨大尿管

➢尿管瘤

➢後部尿道弁



➢後部尿道弁

＊男児の最も頻度の高い閉塞性下部尿路疾患

＊軽症から重症まで幅広いスペクトラムを有する

＊エコーで両側水腎水尿管、膀胱壁の肥厚

後部尿道の拡張（key hole sign）

＊治療は尿のドレナージ → 内視鏡的弁切開術

fUTIの発症リスクになるCAKUT –後部尿道弁-

速やかに外科的治療が可能な施設へ相談を



後部尿道の拡張（Key hole sign）

後部尿道弁



fUTIの早期診断・治療 →超音波は診断が苦手

fUTIの反復を防ぐ

超音波検査の意義

外科的治療無しでは重症化しうる
閉塞性疾患や膿瘍形成の検出

もともと腎機能が悪い低形成・異形成腎の検出

VURやfUTIと関連する下部尿路機能障害の検出

急性期

慢性期

fUTIの発症リスクになる先天性腎尿路異常の検出

後部尿道弁

➢閉塞性疾患

➢異形成腎の合併

➢VURの合併

➢下部尿路機能障害



➢fUTI時、いつエコーするか？（AAPガイドラインより）

＊2-24ヶ月の初発fUTI全例に腎膀胱エコーを行うべき

＊エコーのタイミングは臨床状況によって異なる

＊通常の経過であれば、

急性期の修飾を避けるため、遠隔期に実施すべき

Pediatrics 2011, 128 (3) 595-610.

＊遠隔期の明確な定義は無く、文献的には「治療終了後1ヶ月以降」

fUTIの発症リスクになるCAKUT

日児誌 2020;124:31-37



➢AAPガイドライン

＊「重症」または「治療抵抗性」の場合、可能な限り早く実施すべき

＊ 通常の経過であれば、急性期の修飾を避けるため、遠隔期に実施すべき

Pediatrics 2011, 128 (3) 595-610.

fUTI時、いつエコーするか？

➢当グループの考え

＊通常の経過でも、VCUGや予防内服の適応を判断するため、

急性期に実施すべき

通常の経過であれば、急性期にエコーしなくていいの？



fUTIの反復を防ぐ

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

もともと腎機能が悪い低形成・異形成腎の検出

VURやfUTIと関連する下部尿路機能障害の検出

慢性期 急性期の修飾を避けるため、遠隔期にもエコーを

fUTIの発症リスクになる先天性腎尿路異常の検出



fUTIの反復を防ぐ

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

VURやfUTIと関連する下部尿路機能障害の検出

慢性期 急性期の修飾を避けるため、遠隔期にもエコーを



fUTIを契機に見つかる疾患 –下部尿路機能障害-

➢下部尿路機能障害

＊下部尿路機能障害はVURの原因となる

＊器質的：後部尿道弁、尿道狭窄など

＊機能的：神経因性膀胱、非神経因性下部尿路機能障害

下部尿路機能障害の管理はVUR管理において重要



fUTIを契機に見つかる疾患 –下部尿路機能障害-

➢下部尿路機能障害のエコー所見

＊膀胱壁の不規則な肥厚

＊下部尿管拡張



膀胱壁の不規則な肥厚（膀胱壁＞3.0mm）

下部尿路機能障害



下部尿路機能障害

膀胱背側に下部尿管の拡張あり



fUTIを契機に見つかる疾患 –下部尿路機能異常-

➢BBD（bladder and bowel dysfunction）

＊下部尿路機能障害と排便機能障害が、

互いに負の影響を及ぼし合って悪影響を形成し、

それぞれの機能の正常化を阻害している病態

下部尿路機能障害 排便機能障害



fUTIを契機に見つかる疾患 –下部尿路機能異常-

➢BBD（bladder and bowel dysfunction）

＊エコーで膀胱を見る時は、一緒に腸管も見る

＊下部尿路機能異常の管理として、排便コントロールも重要



排便機能障害

直腸横径＞30mm



fUTIの早期診断・治療 →超音波は診断が苦手

fUTIの反復を防ぐ

fUTI 診断・治療の目標

将来の腎機能を守る

感染症の重症化を防ぐ

腎瘢痕の形成を防ぐ

腎機能低下・高血圧を防ぐ

超音波検査の意義

外科的治療無しでは重症化しうる
閉塞性疾患や膿瘍形成の検出

もともと腎機能が悪い低形成・異形成腎の検出

VURやfUTIと関連する下部尿路機能障害の検出

急性期

慢性期 急性期の修飾を避けるため、遠隔期にもエコーを

重症例や治療抵抗例では可能な限り早くエコーを

fUTIの発症リスクになる先天性腎尿路異常の検出


