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尿路結石に対する猪苓湯および葛薬甘草湯の排出促進効果

東京医科歯科大学医学部泌尿器科学教室

鷲塚  誠・山内 昭正・水尾 敏之

   上田 忠和・竹内 弘幸

  CHOREITO AND SHAKUYAKUKANZOTO：
  THEIR EFFECTS ON FACILITATING THE

VOIDING OF STONES IN THE URINARY TRACT

Makoto WAsHizuKA， Akimasa YAMAucHi， Toshiyuki Mizuo， Tadakazu UEDA

              and Hiroyuki TAKEuaHi

  From読θ1）卿7耽6η‘of Urology，：τb砂O Medical and 1）6鷹Zこfniwers吻SchoolげMedicine

  We treated 30 patients having 37 urinary calculi in all， with “Choreito” （5 g／day） and

“Shakuyakukanzoto” （5 gfday） to study whether these medicines hastened spontaneous calculus

excretion． Within 2 months， 910／． ofthe small calculi （5× 5 mm and smaller）， and 330／． ofthe medium－

sized ones （6× IO mm and below） were excreted． These resu1ts were similar to those obtained with

conventional conservative treatment， and suggest that this therapy will be usefu1．

は じ め に

 尿路結石症は激しい疵痛発作をともなうこともさる

ことながら，stone－former という言葉があるごとく

患者の60～70％は再発をまぬがれないから1，2），その

治療にあたっては保存療法がぎわめて重要な意味をも

っている．短径が1cm以下の結石は3ヵ月程度観

察していればほとんどが自然排出するとされている

が3・4），反面このような小結石は強い病痛をともなう

のが常である．手術療法etL一一L挙に両者を解決してくれ

るものの，将来における再発に対しては望ましくない．

したがって薬物療法が主体となり，従来から鎮痙剤と

利尿剤が用いられるところとなっている．しかし，鎮

痙剤の多くは副交感神経遮断作用が表に出て口渇，動

悸あるいは排尿困難をともない連用しがたい．また利

尿剤は一般に作用が一過性で強く適量の使用がむずか

しい．こうした点から単に水分摂取：量を増やすのみで

よいという立場も出てくる．われわれは，漢方薬の緩

徐な作用に着目し，鎮痙作用のある葛薬甘草湯と利尿

作用のある猪苓湯を併用して，その尿路結石に対する

自然排出促進作用を検討してみた．

対象と方法
 1980年6月より翌年5月までの問に東京医科歯科大

学医学部泌尿器科において扱った30例の尿路結石症患

者を対象とした（Table 1）．男子20名，女子10名であ

った．平均年齢は男子，女子ともに42±11歳であった．

腎結石は16個，尿管結石は21個であった．同一症例に

おける最：多個数は腎2個，尿管2個，計4個の1例で，

そのほか3個が2例，2個が2例であった。これらは

それぞれ各個の結石について薬物効果を検討すること

とした・結石の大きさは，長径7．4±4．Omm，短径4．6

±1．8mmであった．結石の大きさをレ線フィルム上

から，5×5mm以下を小結石，6×エO mmまでを中

結石，それ以上を大結石とすると，上記の順にH，21，

5個であった．

 薬剤の投与は以下の方法によった．有薬甘草：湯（ツ

ムラ漢方68番）5g，および猪苓湯（ツムラ漢方40番）

5gを1日量として朝夕の食前に2分服用させた．以

上を結石の排出あるまで，あるいは3ヵ月以上の投薬

後排石不能と判定するまで連日投与した．ほかの薬剤

の投与はおこなわなかった．
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Table 1．検索対象

性別 症例数  年 齢  腎結石 尿管結石  長  径  短  径

男20名42±1．1歳12個

女1042±H4
13個    7．4±4．7mm  4．4＝ヒ1．8m俄

8 7．4±2．3 5．［±1．6

合計  30  42土tl  l6 21 7．4±4，0 4．6±1．8

Table 2．結石の大きさと自然排出までの期間
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Table 3．結石の部位と排出までの期間
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成 績

 37個の結石のうち23個（62％）は自然に排出された．

その排出までの所要期間は，1カ月以内10個（27％），

1～2ヵ月7個（19％），2～3ヵ月0個， 3～4カ

月2個（5％），4～5ヵ月1個（3％），5～6ヵ月

0個，6ヵ月以上3個（8％）であり，平均所要日数

は65±55日であった．自然排出不能と判定された結石

は14個で，判定までの期間は4ヵ月以内6個，4～5

カ月5個，．5～6ヵ月2個，6ヵ月以上1個で，平均

観察期間は121±57日であった．

1）結石の大きさと自然排出までの期間：結石の大き

さを大，中，小に分けた場合の自然排出あるいは排出

不能と判定された期間の関係をTable 2．に示した．

ll個の小結石のうち10個（91％）は2ヵ月以内に自然

排出した．21個の中結石では，7個（33％）が2ヵ月

以内に，9個（43％）が4ヵ月以内に排出した．小中

結石を合わせると32個のうち17個（53％）が3ヵ月以

内に自然排出した．5個の大結石で｝X 3ヵ月以内に自

然排出したものはなく，6ヵ月以上を経て2個排出し

ているが，残りの3個についてはそれ以前に排出不能

と判定されており，観察期聞が長期におよべば自然排

出の可能性があることが示されていた．

2）結石の部位と自然排出までの期間．（Table 3）：

16個の腎結石は，2個が1ヵ月以内に，．各1個がそれ

ぞれ1～2ヵ月，3～4ヵ月，6ヵ月以上に，．計5個

（31％）が排出された．うち2ヵ月以内は3個（19％）

であった．21個の尿管結石では，8個が1ヵ月以内，

6個が1～2ヵ月，各1個が3～4カ月と4～5カ月

に，2個が6ヵ月以上，計18個（86％）が排出された

うち2ヵ月以内は14個（67％）であった．腎結石より

尿管結石が自然排出しやすいという成績であった．

3）結石の部位と大きさの関係（Table 4）：腎結石

は，大結石5個のうち4個（80％）， 中結石21個のう

ち8個口38％），小結石11個のうち4個（36％）を占

Table 4・結石の部位と大きさ

大結石  中結石  小結石  ．計

腎 結 石   4

．尿管結石   1

8

13

4

7

16

2［

合  計 5 21 11 37
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Table 5．自然排出と排出不能な結石の比較

結石の数 年 齢  男：女  長  径  短  径 観察期間 腎：尿管

自然排出  23個  43±10歳 17：6名 6．3±2．5mm 4，0±1．2mm 65±55日 5：18個

排出不能  14  45±10 8：6 9．3±5．3 5．6±2．I I21±57 11：3

計 37 44±10   25：12   7，4±4，0   4．6＝ヒL8    86土62   16：21

め，大結石は腎（80％）に，中小結石は尿管（63％）

に多く存在した．これが尿管結石が腎結石に比較して

早期にかつ高率に自然排出する理由と知れた．

4）自然排出する結石と排出不能な結石の比較＝自然

排出した23個の結石と排出不能と判定された14個の結

石の症例を比較した成績をTable 5に示した．両群

の年齢分布には差はなかったが，男女比では男子の占

める割合が自然排出群では23例中17例（74％）である

のに対し，排出不能群では14例中8例（57％）と大き

な差があった．結石の長径では前者が6．3±2．5mmで

あるのに対し，後者は9．3±5・3mmと大きく，短径

でも・1．0±1．2mmと5．6±2．1 mmで後者がやや大き

く，大きい石は自然排出しがたいという当然の成績で

あった．しかし，短径の差は意外に小さかった．結石

の部位については前述のごとく，腎結石は排出しがた

く，尿管結石は排出しやすく，その理由は前者は大き

く後者は小さいためであった．

5） 自覚症状：痂痛および鈍痛を自覚症状の指標とし

て，本療法施行中の消長をみると，服薬中に疵痛発作

の再現した例は1例もなく鈍痛が持続するものが3倒

あった．うち2例は2ヵ月でそれも消失し，ほかの1

例は3ヵ月間持続した．

6）副作用：血液一般検査，血液化学検査上に変化の

あらわれた症例はなかったが，服薬中に手足のシビレ

感を訴えた症例が1例あった．薬剤との関係はあきら

かでなかったが3ヵ月後投薬を中止した．

考 察

 漢方薬の尿路結石症に対する治療効果はいまだあき

らかでなく，1978年以来臨床治験が開始されたところ

である5、7）．その集大成である栗田ら5）の報告にみる結

石の自然排出を2ヵ月を規準にすると猪苓湯と筍薬甘

草湯を併用した場合，小結石では上部尿路のそれが58

％，下部尿路のそれが90％，平均78％である。われわ

れの成績は91％とやや良好となっている．同様中結石

についてみると，前者の成績は上部尿路＝34％，下部

尿路：60％，平均47％である。われわれのそれは33％

と，この場合はやや不良である．小中結石を合わせる

と前者は62％，後者は53％となりほぼ平均する．以上

を総括すると6×10m皿以下の結石であれば，猪苓湯

および荷薬甘草湯を投与した場合，1ヵ月以内に50％，

2ヵ月以内に60％，3ヵ月以内に70％程度は自然排出

が期待できるということになる．この成績は従来の保

存療法とまったく同じで3，8），排出率に関しては改善

したとはいえない．しかし，逆に従来の治療法と同等

の効果は期待できるということで，あとは薬剤の安全

性にかかわってくる．この点に関しては，われわれの

試験でも，調査でも5）特記すべき副作用を認めていな

い．安心して連用できるといえよう。

結 語

 30症例，37個の尿路結石に対し猪苓湯（1日59）

および葛薬甘草湯（1日5g）を投与して，その自然

排出促進作用を検討したところ，小結石 （5×5mm

以下）では91％が2カ月以内に，中結石（6×10mm

以下）では33％が同じく2ヵ月以内に排出するという

成績であった，この成績は従来の保存療法に匹敵し，

有用な治療法といえた．
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性内科疾患に
： ・。 ■グリチルリチン製剤

：… 争三里力ネオミ／7アLゲγγ＿
   ee

●作用

 抗アレルギー作用，抗炎症作用，

解毒作用，インターフェロン誘起作

凧および肝細胞障害抑制・修復促
進作用を有します。

            健保略称 強ミノC

●適応症

 アレルギー性疾患（喘息，薄麻疹，湿疹，

血清病など）。食中毒，薬物中毒，薬物過敏

症，口内炎。

 慢性肝疾患における肝機能異常の改善。

●用法・用量 1日1回，1管（2ml，5ml，または20ml）を皮下または静脈内に注射。

      症状により適宜増瀧
      慢性肝疾患には，1日1回，40m・1を静脈内に注射。
      年齢，症状により適宜増減。

                包装20ml 5管・30管，5ml 5管・50管，2ml le管・100管
                      ※使用上の注意は，製品の添付文書をご参照下さい。

健保適用

    ●内服療法には一三督回7，二号
                       包装                         1000錠，5000錠
嚇難ミノファー・一ゲン製薬本舗（〒160）東京都薪宿区四谷3－2－7




