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クローン病患者にみられた尿酸アンモニウム

結石症の l例

八尾徳州会総合病院泌尿器科(部長.高寺博史)

藤井孝祐，芝 政宏，高寺博史

A CASE OF AMMONIUM URATE UROLITHIASIS 

WITH CROHN'S DISEASE 

Takahiro FUJII， Masahiro SHIBA and Hiroshi TAKATERA 
From the Urologic Clinic， Yao Tokushukai General Hospital 

A 28・year-oldwoman suffering from Crohn's disease since 15 years of age presented with left back 

pain. She had undergone a colectomy when she was 20 years old and an ileostomy when she was 25 

years old. She had been treated with mesalazine and pernasal nutrition (Elental⑧) UI trasonograghy 

showed left side hydronephrosis and a renal stone in the left renal pelvis. Computed x-ray 

tomography revealed a stone measuring 1.5 X 1.0 cm2 at the ureteropelvic junction， which was 
radiolucent on an abdominal radiograph. The renal stone was successfully treated with 10 exposures 

of extracorporeal shockwave lithotripsy. Ninety eight percent of the passed stone was composed of 

ammonium urate. Crohn's disease-related poor nutrition and dehydration are presumed to have been 

possible induction factors in the forming of the ammonium urate stone in this case. 

(Acta Urol. Jpn. 49: 615-617， 2003) 
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緒 Fコ

尿酸アンモニウム結石は稀な結石であり尿路結石の

0.07-0.2%を占めるにすぎない. しかし東南アジア

などの発展途上国において，小児の下部尿路結石の成

分として比較的多くみられる わが国においても低栄

養状態に伴った発症が報告されている.今回われわれ

は，クローン病に併発した尿酸アンモニウム結石の l

例を経験したので文献的考察を加え報告する.

症 停リ

g/dl， WBC 6，100/μ1， Plt 35.5X 104/μ1， TP 7.8 

g/dl， Alb 3.8 g/dl， AST 34 IU/I， ALT 25 IU/l， 

BUN 15.5 mg/dl， Cr 0.8 mg/dl， UA 5.2 mg/dl， 

Na 136 mEq/1， K 3.8 mEq/1， CI 96 mEq/l， Ca 

9.6 mg/dl， IP 3.6 mg/dl， Mg 2.0 mg/dl.尿検査，

pH5.0，糖(一)，蛋白(J十)，潜血 (3+)， RBC 

8-10/hpf， WBC 2-3/hpf. 

血液検査では，軽度低アルブミン血症を認めた.高

尿酸血症はみられなかった.尿検査では，潜血陽性と

血尿を認めた.

KUBでは結石像は見られず，腹部単純X線 CT検

患者:28歳，女性 査 (Fig.J)で左腎孟の拡張と左腎孟尿管移行部に

主訴:左腰背部描痛 1.5XI.Ocm2の石灰化陰影を認めた.以上より左腎

既往歴 :15歳時にクローン病と診断された. Mesa-

lazineによる投薬療法と Elental⑧による経鼻栄養を

現在に至るまで継続している. 20歳時に結腸切除をう

けさらに25歳時に回腸壌の造設を受けた.

現病歴:2000年 5月21日，全身の脱力感と両下肢痛

を生じた.脱水症と低栄養との診断で 1週間の入院に

よる点滴加療を受けた. 2000年10月頃に尿路感染症

(勝脱炎)を発症したあと左背部痛が出現するように

なった. 2000年12月20日左腰背描痛を訴え，当院泌尿

器科を受診した.腹部エコーにて左水腎症と左腎結石

を認めた.

経過:血液検査所見:RBC 419X 104/μ1， Hb 11.5 

Fig. 1. Abdominal plain x-ray CT reveals left 
hydronephrosis and a 1.5 X 1.0 cm size 
stone in the left PUj. Arrow: stone 
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Fig. 2. Infrared spedrophotometry demonstrated that the stone was com-
posed of 98 % ammonium urate. 

孟尿管移行部結石 (R3)と診断した.

ESWL (体外衝撃波結石破砕術)を左腎孟尿管移

行部結石に対して計10聞施行し，ほぽ完全な砕石をえ

た.排石された結石の成分は赤外線吸収スペクトラム

(Fig. 2) により尿酸アンモニウム98%であった.

考 察

尿酸アンモニウム結石は先進国における尿路結石成

分の0.07-0.2%をしめる稀な結石である. しかし東

南アジアなどの発展途上国において，小児の下部尿路

結石成分として比較的多くみられる l寸) 尿酸アンモ

ニウム結石は，栄養状態の改善した現在，わが国にお

いては比較的稀な結石であるが，潰蕩性大腸炎やク

ローン病などの炎症性腸疾患における回腸痩造設4)

緩下剤の乱用5-8) あるいは神経性食思不振症9.10)が

誘因となった症例の報告がみられる.一方，クローン

病や小腸切除の患者において穫酸カルシウム結石を発

症し易いことが知られている. しかし，尿酸アンモニ

ウム結石はX線透過性結石であり穆酸カルシウム結石

がX線非透過性結石であることから KUBと腹部単

純 CT検査により鑑別は容易であると考える.

尿酸アンモニウム結石の発生メカニズム2.4.6)とし

て二つの要素が考えられている.

1 )低蛋白，低栄養の食事のため尿中燐酸濃度が低

下し，このため水素イオンに対するパッファーが不足

しアンモニウムイオンカf増加する.このため尿酸アン

モニウムが結晶しやすくなる.

2)尿酸が過飽和した尿中に，尿路感染症を生じ細

菌によりアンモニウムイオンが生成され，尿酸アンモ

ニウムの結晶が生成される.

今回の自験例ではクローン病のため回腸療を造設し

ており，また脱水症と低栄養による入院の既往歴が見

られた.患者は慢性的に脱水，低栄養になりやすく尿

中の燐酸濃度が低下していた可能性が考えられる.尿

路感染の既往がみられるが，上部尿路感染はみられず

尿所見も pH5.0で感染尿もみられていない.本結石

は，脱水症と低栄養による低蛋白血症により尿酸アン

モニウム結石を生じたと考えられる.尿酸アンモニウ

ム結石の治療は，尿酸アンモニウムが高い pHで安

定なことから尿酸結石のように尿のアルカリ化による

化学的溶解療法は有効ではない クエン酸製剤の内服

は使用しない方がよいとされる.このためある程度大

きな結石の場合， ESWLや TUL(経尿道的尿管結

石破砕術)が必要となることが多い11) ESWLの施

行は， 10固と比較的多くの回数を必要とした.これ

は，やや大きな結石であったこと，砕石状況が KUB

で確認できないこと，患者の疹痛の訴えにより出力を

抑制したことによると考えられる.

予防には，適度な栄養と水分摂取に注意し，高尿酸

血症がみられる場合 allopurinolの投与が有効であ

る2)

"I<:士
lt口 玉ロ呈-ロ

1) 尿酸アンモニウム結石は，わが国では稀な結石

であり， X線透過性である.

2) 自験例は，クローン病のため回腸療を造設して

おり，慢性的に脱水，低栄養になりやすかった.この

ためアンモニウム塩が形成され尿酸アンモニウム結石

が形成されたと考えられる.

3) 尿酸アンモニウム結石は，尿酸結石と異なり溶

解は難しく ESWL，TULが有用である.

本論文の要旨は第 178回日本泌尿器科学会関西地方会

(2002年，奈良市)で発表した.
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