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尿路結石再発に関する臨床的検討
(5)結 石組成 と尿pH日 内変動および結石構成物質の

尿中排泄の関係について

国立相模原病院泌尿器科(部 長:田 口裕功)

村 山 鉄 郎,田 口 裕 功

CLINICAL STUDIES ON THE RECURRENCE OF UROLITHIASIS 

 (5) DIURNAL VARIATION IN URINARY pH AND STONE COMPOSITIONS

   Tetsuo MURAYAMA and Hirokazu TAGUCHI 

From the Department of Urology, Sagamihara National Hospital 

 (Chief  : Dr. H. Taguchi)

   Correlation of the composition of the urinary calculi with urine pH, especially of diurnal 
variation, and composition of urinary excretion was studied. Urine pH in the patients with 
uric acid stones was constantly low and urinary pH in the patients with apatite and struvite 
stones was always high. Diurnal variation was not observed. In patients with pure calcium oxala-
te stones, however, urinary pH was low in the early morning, increased during the daytime, and 
was lowered at night. In the patients with mixed calcium oxalate-phosphate stones, a similar 
diurnal variation in urinary pH was found, but the urinary pH in the early morning was 
significantly higher in the patients with mixed calcium oxalate-phosphate stones than in those with 

pure calcium oxalate stones. Urinary tract infection did not influence these differences in urinary 
pH. 
   Urinary excretion of calcium in the patients with mixed calcium oxalate-phosphate stones was 
significantly higher than that in those with pure calcium oxalate stones. No other correlations 
were observed between composition of the urinary calculi and urinary excretion of calcium, oxa-
late, uric acid, phosphate or magnesium. 

   From these findings we conclude that urinary pH and urinary calcium are the most impor-
tant factors determining the composition of the urinary calculi. 

                                                (Acta Urol. Jpn. 34: 1711-1715, 1988)

Key words: Diurnal variation of urinary pH, Stone compositions

緒 言

尿路結石の組成が どのような機序で決定され るかに

ついてはいまだ詳細不 明である.し か し,結 石構成物

質の尿中飽和度が これ らの尿中濃度や 尿pHに よ り

影響され ることから1),結 石構成物質の尿中排泄状態

や尿のpHは 結石組成 の決定に影 響を与える要因の1

つと考えられ る.ま た尿pHに は 日内変動のあるこ

とが知 られて お り2),こ の変動が結石組成に何 らかの

影響を与える可能性が考え られ る.し か し,こ の点に

ついてはこれまで検討がなされていない.

今回われわれは,結 石組成 と尿pHの 日内変動の

関係,結 石構成物質の尿中排泄 と結石組成の関係につ

いて検討 した.

対 象 と 方 法

(1)結 石組成 の明らか な入院結石症例58例(男43例,

女15例)を 対象 と し,尿pHを24時 間排尿 ごとに測

定 して尿pHの 日内変動 を調べ た.1日 を午前0時

か ら午前6時(早 朝),午 前6時 か ら正午(午 前),正

午か ら午後6時(午 後),午 後6時 か ら午後12時 まで

(夜間)に4分 割 し,そ れぞれ の時間帯内に排 尿され

た尿pHの 平均値をその時間帯 の尿pHと し尿pH

の 日内変動を図式化 した.そ して結石組成 と尿pH

日内変動の関係を検討 した.次 にこれ ら結石症例を入

院時の 尿検査所見 よ り,白 血球5個 以下/1視 野,白

血球5～20個11視 野,白 血球20個 以上11視 野の3群

に分類 し,尿 路感染 の程度 と尿pHの 関係について
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Tablei.結 石組 成 と尿pH日 内変 動

時間帯0 ～6,00結石組織 6.00～1z.0012.00～1a.0018.00-24・00

確 酸ce

(n=9)

確 酸Ca・ リ ン酸Ca

(n=39)

リン酸Ca,リン醒Mgアンモニウム

(n=5)

尿 酸

(n=5)

5.3±0.4

5.8±0.6

6.0±0.4

5.610.5

6.0±0.9

≪・6.0±0.6

6.3±0.4

5.3±0.4

s.2to.s

6.1±0.5

6.1±0.7

5.5±0.5

5.8±0.5

s.o±o.s

6.1tO.5

5.8±1.2

※Pく0.05※ ※Pく0.01

尿pH

7.O

6.0

5.0

レニ〉
r

↑LJ

T 1

篠 醒C8結 石r-
(旧9)

_尿 酸 結 石
r-一 (n=5)

花 酸Ca一 リ ン酸Ca

i'一 属態3萄

r-ll裟 島夢 舞 功 ム

餐託,)

0.00^-6.00 6.00^-12.00 12.00^-18.00 18.0024.00

Fig.1.結 石組 成 と尿pH日 内変 動

検討 した.

(2)結 石組成の 明 らか』な入院結石症例158例(男105

例,女53例)を 対象とし,尿 中Ca,蔭 酸,尿 酸,P,

Mgの1日 排 泄量を入院普通食下 で測定 した,こ れ ら

の排泄量は性差を補正す るための単位 クレアチ ニソク

リアランス当 りの排泄量で表わ し,結 石組成の違 いに

より結石構成物質の尿中排泄に差がみ られ るか どうか

検討 した.

なお,結 石組成は赤外分光分析法に よ り測定 し,尿

pHはpH測 定用試験紙(BMテ ス ト,3-II,山 之

内製薬社製)に より測定 した.結 石構成物質の尿中濃

度 は既報3)と同様に測定 した.統 計処理はStudenゼs

t・testにより行 った。

結

か ら午後にかけて尿pHは 上昇 し,夜 間尿pHが 再

び低下す る傾 向が認め られた.蔭 酸Ca・ リン酸Ca

混合結石症例 では早朝の尿pHは 蔭酸Ca結 石症例

よ り有意に高 く,午 前か ら午後 に かけて 尿pHは 上

昇 し,夜 間に も尿pHは 下降 しなか った。 リン酸Ca

Table2. 結石組成と尿路感染および早朝尿pH
の関係

尿路感染症 感染 なし
結石繊 軽度 高度

果

篠 酸C8

(n=9)

葎 酸Ca。 リン酸Ca

(n=39)

リン酸C■1リンrMaア ンモニウム

(n=5)

尿 酸

(n=5)

5.3±0.5

(n旨5)

5.6±0.5

(n昌7)

5.5±0.7

(n詔2)

5.3±0.3

(n呂3)

5.6±0.7

(n=14)

6.2±0.3

(n冨3)

5.6±0.5

(n電3)

5.5

5.8±0.6

(n雷18)

5.8±0.4

(n雷2)

(1)結 石組成 と尿pHの 日内変動について

蔭酸Ca結 石症例 では早朝の尿pHは 低 く,午 前

感染なし:尿 中血自球5個 以下/視 野

軽度:〃5-20個/視 野

高度:・20個 以上/視 野
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Table3.結 石組成 と結石構成物質の尿中排泄量

尿中排泄量

結石組戒
Ca 篠酸 尿酸 P Mg

篠酸Ce

n=33

篠酸Ca>リ ン酸Ca

n旨73

篠酸Ca<リ ン酸Ca

n呂30

リン酸Ca

n昌9

リン儀M言 アンモニウム

n=8

尿 酸

n=6

1.64tO.78-

2.36±1.161・

2.25t1.24一

0.48±0.266.9112.887.6312.160.7810.52

0.53±0.23
瞬顧

o.w±o.zz

6.91f1.737.9212.740.86±0.53

6.77±1.736.91±2.300.88±0.58

2.3011.210.86±0.847.9214.328.6413.741.1710.66

i.73±O.690。76±0.78ア.20±3.897,ア8±3.460.62±0.62

1.糾 ±0.630,39±0,177.20±1,158.64ヨ ヒ3,170.98±0.58

非結石例

n=52
1.87±0.780.48±0.236.19±i,736.19±1.730.9ア ±0.39

尿 中Cq藷 臨 尿 臨P排 泄 量:-mp/deyCcr(eQ/min)一

尿 中M醐 泄 量 ・g/deyCcr(m1/mir一 ×io-'

崇P<0.of,※ ※P〈0.05

および リン酸Mgア ンモニウム結石症例 では早朝の

尿pHは 蔭酸Ca・ リン酸Ca混 合結石症例 よ りさ

らを高 く,午 前,午 後,夜 間 とも尿pHは 上昇 した

ままであった.尿 酸結石症例ではこれに反 して早朝 よ

り夜間まで尿pHは 常に低か った.

また,蔭 酸Ca結 石症例や尿酸結石症例 に 比較 し

て蔭酸Ca・ リン酸Ca混 合結石症例,リ ン酸Ca結 石

症例,リ ン酸Mgア ンモニウム結石症例 で は 尿路感

染のみ られ る症例 が多 く,早 朝の尿pHも 尿路感染

を有する症例の方が有意差はないが高い傾 向がみ られ

た.し か し,尿 路感染の ない蔭酸Ca結 石症例 の早

朝の尿pHは 尿路感染の な い 蔭酸Ca・ リン酸Ca

混合結石症例の早朝 の尿pHよ り低か った.

(2)結 石組成 と結石構成物質 の尿中排 泄量 に つ い て

蔭酸Ca・ リン酸Caの 混合結石症例では蔭酸Ca

結石症例 よ りも有意 に尿中Ga排 泄量が 高か った.

しか しそれ以外には結石組成の差に よ り結石構成物質

の尿中排泄量に有意差のみられ るものはなか った.

考 察

尿路結石は尿中V`発生 した結 晶が凝集 し増大 して発

生するものと考 えられる.し たが って,結 石の組成は

尿中結晶の発生とその凝集の仕方に より決定され るも

のと考えられる.

尿中結 晶はその構成物質が尿中で過飽和になると初

めて発生する.そ して多 くの場合尿の過飽和状態 は結

晶構成物質の濃度 と尿pHの 影響を受け る といわれ

るD.す なわち,尿 中尿酸はその濃度が高いほど,ま

た尿pHが 低いほど過飽和 とな りやす く,リ ン酸Ca

は尿中CaやP濃 度が 高い ほ ど,ま た 尿pHが 高

いほ ど,リ ソ酸Mgア ンモ ニウムは尿中P,Mg,ア

ンモ ニウム濃度が高 く尿pHが 高い ほ ど過飽和 とな

りやすい といわれ る.一 方,蔭 酸Caの 尿中過飽和

状態は尿中Caと 蔭酸濃度 に よ り決定され,尿pH

の影響は うけない といわれ る.し か し実際には蔭酸

Ca結 晶は尿pHが 低いとき発生 しや すい ことが知

られ ているA).そ して この原因 として,尿pHが 上昇

すると尿中の有機酸が負荷電状態 とな り蔭酸イオ ンと

競合す るため蔭酸Ca結 晶が発生 しに くいこと5),蔭

酸Ca結 晶の形成を阻止す る物質の活性が尿pHの

上昇に よ り充進すること6)な どが考 えられている.こ

の よ うに,結 石構成物質の尿中濃度や尿pHは 結石

発生 の第一歩である尿中結晶の発生に関与す るため,

その後 これ らの結晶が どの ように凝集 し増大す るかに

ついてはいまだに不 明である として も,結 石組成の決

定に何 らかの影響を及ぼす ものと推定される.

腎は生体 内の酸塩基平衡を調節す るため 尿pHを

4.6～7.8と 巾広 く変動させ る といわれ る.ま た,尿

pHに は 日内変動が み られ,早 朝の尿pHは 低 く,

日中は上昇 し,夜 間再び低下す るといわれ る.こ の原

因は食事に よる胃酸分泌充進 のため体液の一時的アル

カリ化が生 じるため といわれ,postprandialalkaline

tideと 呼ばれる2).こ のよ うな尿pHの 日内変動は

当然尿路結石発生に何 らかの影響を及ぼす可能性が考

xら れ るが,わ れわれ の知る限 りでは この点に関す る

報告はみあた らない.
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今回のわれわれの検討 では,尿 酸結石症例の尿pH

は常に低 く,リ ン酸Caや リン酸Mgア ンモニゥム

結石症例 の尿pHは 常に高 く,と もに 明らか な日内

変動が認め られ なか った.し か し蔭酸Ca結 石症例

では早朝 の尿pHは 低 く,午 前,午 後の尿pHは 上

昇 し,夜 間の尿pHは 再び低下する とい う典型的な

日内変動がみられた.ま た穆酸Ca・ リン酸Ca混 合

結石症例 では蔭酸Ca結 石症例 より早朝の尿pHが

高 く,夜 間の尿pH低 下 もみ られず,穆 酸Ca結 石

症例 とリン酸Caや リン酸Mgア ンモニウム結石症

例の中間のパターンを示 した,

尿酸結石症例 で は 尿中 アンモニア排泄の減少や滴

定酸排泄の増加が あ る こ とが報告されて お りの,尿

pHが 常に低 く日内変動 のみ られ ない こともこのため

か も知れない.

一方,尿 路感染症が尿pHに 影響を お よぼ す こと

が知 られてお り,尿 路感染に よる尿のアルカ リ化が リ

ン酸Ca結 石や リン酸Mgア ンモニウム結石の 原因

となることが指摘 され ているA)自 験例において も蔭

酸Ca結 石症例では尿路感染を 有 す る 症例の頻度 は

少 なく,蔭 酸Ca・ リン酸Ca混 合結石症例では尿路

感染の頻度が多 くな り,リ ン酸Caや リン酸Mgア

ンモニウム結石症例では全例o:.尿路感染症が認め られ

た.こ の事実は蔭酸Ca結 石,蔭 酸Ca・ リン酸Ca

混合結石,リ ン酸Caお よび リン酸Mgア ンモ ニゥ

ム結石 の順に尿pHお よび そ の 日内変動が アルカ リ

側に移行することと合致 し,あ たかもその原因が尿路

感染にあ ることを示唆するよ うに もみxる.し か し,

尿路感染のない蔭酸Ca結 石症例と蔭酸Ca・ リン酸

Ca混 合結石症例 の早朝の尿pHを 比較す るとやは り

後者 の尿pHは 前者 よ り高 く,尿 路感染が結石組成

の差に伴 う尿pH動 態の差の原因『とは 考えに くか っ

た.恐 ら く蔭酸Ca結 石症例に尿路感染症が少 ない

のは単に この結石が小さい場合 が多い ことに起 因する

ものと考xら れる.し たが って,結 石組成が異 なる結

石症例には尿pHの 調節機構 に何 らかの 本質的な差

が存在す るものと推定され る.

次に,自 験例 で結石組成別に尿中結石構成物質の排

泄状態を検討 す る と,蔭 酸Ca結 石症例 に くらぺ蔭

酸Ca・ リン酸Ca混 合結石症例 で は尿中Ca排 泄

が有意に多い ことが判明した.他 の結石構成物質の尿

中排泄には差がみ られなか った.

これらのことか ら結石組成の決定機序を考察 してみ

ると,蔭 酸Ca結 石症例 では早朝 および夜間の尿pH

が低いとき蔭酸Ca成 分が作 られ,日 中は尿pHの

上昇によ り蔭酸Ca成 分は作 られず,さ らに尿中Ca

が少ないため リン酸Ca成 分 も作 られ に くく,結 局

蔭酸Ca成 分のみの結石が発生 す る もの と推定 され

る.一 方,穆 酸Ca・ リン酸Ca混 合結石症例 では,

早朝 の尿pHが 比較的低い時に蔭酸Ca成 分が作 ら

れ,日 中お よび夜間の尿pHの 高 い時,尿 中Caも

多いため リン酸Ca成 分が 作 られ る と推定 される.

また,リ ン酸Ca結 石症例では常 に尿pHが 高いた

め蔭酸Ca成 分 は発生 しえ ず リン酸Ca成 分のみ と

なるものと推定 され る.

しか し,尿 酸結石症例では尿pHが 低 い に もかか

わ らず何故蔭酸Ca結 石が発生 しな い のかについて

は明 らかではない.

結石組成の決定 に は 尿pHや 尿中結石構成物質 の

他に,結 晶の形成やその凝 集を阻止 または促進する物

質が関与する こと9),結 晶の面 と面の類似性の問題10》

な ども考慮 され るぺ きであ り,そ の全容の解明には今

後の検討が必要 なことはい うまで もない.

結 語

結石組成 と尿pHの 日内変動 お よび 結石構成物質

の尿中排 泄量の関係を検討 した.

尿酸結石症例で は 尿pHは 常 に低 く,リ ン酸Ca

や リン酸Mgア ンモニウム結石症例で は尿pHは 常

に高 くともに 日内変動は認め られなか った.こ れに反

して蔭酸Ca結 石症例 では 早朝の尿pHは 低 く,日

中の尿pHは 上昇 し,夜 間再 び低下 す る とい う典型

的な 日内変動がみられた.穆 酸Ca・ リン酸Ca混 合

結石症例 では早朝 の尿pHは 修酸Ca結 石症例 より

高 く,日 中は同様 に尿pHが 上昇す るが,夜 間尿pH

は低下 しなか った.

一方
,荏 酸Ca・ リン酸Ca混 合結石症例 では蔭酸

Ca結 石症例 よ り有意 に尿中Ca排 泄 が 高か ったが,

それ以外には結石組成の差に より尿中結石構成物質排

泄量に違いがみ られなか った.

以上 よ り,尿pHの 日内変動 と尿中Caは 結石組

成 の決定に際 し重要な役割を果たす可能性が示唆 され

た.

なお,本 論文 の要 旨は昭和61年io月3日 第51回 日本泌尿器

科 学会東部総会 において発表 した.
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