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ウレアーゼ阻害剤による尿路結石の予防
第ユ報 感染尿とウレアーゼ阻害剤
京都大学医学部泌尿器科学教室（主任：吉田 修教授）
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In vitro effect of nicotinohydroxamic acicl in lowering urine pH was investigated．

1） Nicotinohydroxamic acid marlcedly inhibited elevation of urine pH and crystallization of
phosphate．
2） No anti−micr・obi

al effcct was proved if concentration of hydroxamic acid is lower than

O．70 mgfml．

3） Urine alkalinization was noted only in Proteus group， but not in either of Pseudomonas， Klebsiella
or E． coli group．

4） Precipitation of salt on the balloon cathters was inhibited by nicotinohydroxamic acid．
5） A great possibi1ity was suggested from the study that hydroxamic acicl might be a powerful
medicine in preventing the phosphatg calculi．

緒

言

尿路結石の成因は不明な点が多いが，リン酸塩結
石，とくにリン酸マグネシウムアソモン結石は尿pH
とアンモニア濃度の上昇が重要な要因と考えられてい
る．これはウレアーゼ産生菌の感染により尿素が分解
され，アンモニアが産生されるためである．

したがって，この種の結石の予防には感染抑制が重
＊現大阪赤十字病院泌尿器科部長

要であるが，変形菌・緑膿菌・クレブシェラ等の尿素
分解細菌の感染は化学療法にも抵抗することが多く，

二次感染の場合，原因疾患の根治が困難なことがあ
り，結石除去後も感染が持続して結石再発の主要因と
なっている．また，カテーテル留置をおこなっている
患者においても，たびたび結石の合併，およびカテー
テル周囲の塩類付着が認められ，泌尿器科臨床上：重要
な問題の一つとなっている．

感染に対する治療が完全にできなければ，リン酸塩
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結石の予防としては尿pH上昇をおさえることが重要

尿pH上昇作用とニコチノヒドロキサム酸の阻害効果

となる．尿pH上昇抑制にはこれまで尿酸性化剤の投

および抗菌性について調べた．菌数は105／mlとしニ

与などがおこなわれてきたが，その効果は著しくな

コチノヒドロキサム酸はO．42 mg／ml加えた．

く，種々の問題が残されている．

C）臨床感染尿とニコチノヒドロキサム酸の効果

そこで，われわれはウレアーゼ阻害剤により尿pH

当院尿路感染症の患者より採取した感染尿にニコチ

の上昇を抑制し，結石形成予防の可能性を検討した．

ノヒドロキサム酸を0．42mg！ml加えて37℃24時間

特異的なウレアーゼ阻害剤であるヒドロキサム酸1・2）

保温し尿pHの変化を調べた．すでに菌種の判明して

のうちで，阻害作用の強力なニコチノヒドロキサム

いる患者尿8例について調べた．

酸1・3）を用いて， 1）実験的感染尿に対するニコチノ

ヒドロキサム酸の尿pH上昇抑制効果：尿pH上昇

実験皿．カテーテル結石とその抑制
カテーテル留置患者において，日常よく塩類の付着

抑制，アンモニア産生抑制，塩類析出，抗菌性など，

を認めるが，尿pH上昇を抑えるζと忙より，これが

∬）菌種，二二と尿pH上昇抑制：実験的感染尿と臨

防止されるかどうかをin vitreで調べた．

床感染尿について，皿）カテーテル結石とその抑制，
の項目につき実験的研究をおこなったので報告する．

正常尿中にProteus mirabilis I O7／m1を混入してニコ

チノヒドロキサム酸。．42mg／mlを加え24時間37。c
保温してカテーテル周囲の塩類付着状況を調べた．

実 験 方 法
実 験 結 果

ニコチノヒドロキサム酸（皿p168。）はHacklbyら4）

の方法により富山大学薬学部薬品生物化学教室にて合
成した，種々の細菌は京都大学医学部附属病院泌尿器

科の尿路感染症の患者尿より分離されたものを用い

実験1．実験的感染尿に対する＝コチノヒドロキサ
ム酸￠）尿pH上昇抑制効果

尿pHの変化はFig．1に示すごとく，はじめpH

た．細菌の定量はbrainheart infusion agarを用いた

6・0の尿は6時間後までほとんど変化せず，12時間後

混釈培養法にておこなった．

では対照で7．05±O．34（mean土S． D．）と上昇するも．

尿pHはpHメーター（LABO−MATE II東芝ペ

ニコチノヒドロキサム酸を加えたものではまだ上昇せ

ックマン製）およびToyo pH test paperにて測定

ず，24時聞後では，対照は8．99±O．08と上昇し，

した．アンモニアの定量は直接比色定量法（インドフ

o．07 mg／mlのニコチノヒドロキサム酸を加えたもの

ェノール発色法）5）にておこなった．塩類の分析は光

では7．90±0．16と上昇するが，O．14mg／m1では軽

学顕微鏡による検鏡および赤外線分光分析にておこな

度上昇，O・42 mg／mi以上ではpH上昇はごく軽度で

った．カテーテルは天然ゴムラテヅクス製フォリーカ

ニコチノヒドロキサム酸の効果がじゅうぶんに認めら

テーテル（AMERICAN LATEX GORP製）を用

れた．

いた．

Concentration of nicotino hydroxamic acid

実験1．実験的感染尿に対するニコチノヒドロキサ

ム酸の尿pH上昇抑制効果
健康人の中間尿を採取し， これにProteus mirabilis

lO5／m1混入せしめて感染尿とし，種々の濃度のニコ

〔mg／mけ
10．O

pH

o

9．0

チノヒドロキサム酸を加えて37。Cに保温し，尿P且
・アンモニア量・塩類析出状況・記数などについて，

8，0

O．07

時間的に調べた．同一尿5検体についておこなった．

実験皿。菌種，一二とニコチノヒドロキサム酸の尿

pH上昇抑制
A）菌数と尿pH上昇

7．0

O．G4
0，42

070
6．0

同様の方法にて，正常尿にProteus mirabilis 103／ml，

105／m1，107／m1を混入しニコチノヒドロキサム酸。・42

mg／ml

o

を加えて尿pH上昇抑制の程度について調べ

た．

Fig． 1．

6Time12 24h
Effect of nicotinohydroxamic acid on
alkalinizatin of urine in vitro

B）菌種別の尿pH上昇と抑制
種々の菌種について同様の実験をおこない，細菌の

尿中アンモニア濃度はFig．2に示すごとく，はじ
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め27m9／dl NH3・Nのものがcontrolでは12時間後

Concentration of nicotino hydroxamic acid

（mg／ml）

190十28mg／dl（mcan士S， D．），24時間後には268土

500

20mg／dlと上昇するが，ニコチノヒドロキサム酸0．

o

14 mgfml以上では上昇は軽度であった．

NH，一N
〔mg／dけ

塩類の析出はFig．3に示すごとく，対照において

200
O．07

12時間後ごろよりみられ，24時間後には多量の塩類の
析出を認めたが，ニコチノヒドロキサム酸を加えたも
のではほとんど塩類析出を認めなかった．析出した塩

100
O．14
0．42

0．70

O Tlme12 24h

類はリン酸マグネシウムアンモンおよびリン酸カルシ
ウムであった．

しかし，菌数ははじめ1．5×105／mlであったものは

24時間後にはすべて107／ml以上と増加し，ニコチノ
ヒドロキサム酸の抗菌性はO．70 mg／ml以下では認め

Fig． 2． Effect of nicotinohydroxamic acid on

られなかった．

NH： production in urine

Fig． 3 Alteration of−infected urine after 24 hr incubation
a ： sterile urine

b： without nicotinohydroxamic acid （control）
c ： with O．07 mg，

ml nicotinohydroxamic acid

d ： with O．42 mg，・

ml nicotinohydroxamic acid

実験ll．菌種，並数とニコチノヒドロキサム酸の尿
pH一ト：昇抑制

A）菌数と尿pH上昇
Fig・4に示すごとくProteus mirabilis 10CVml，105／

ml，107／mlと菌数を変えてみると対照において107！

株， ル10rgO

〜8伽1／1 とProteUS群は全例に認められ

たがPseudomona∫3株， E． coti 2株，」Klebsietla l株

にはpH上昇作用が認められなかった．
対照で尿pH上昇が認められた菌株はニコチノヒド
ロキサム酸0．42 mg／mlでじゅうぶんpH上昇が阻止

m1の場合は比較的短時間より尿pHは上昇しはじめ，

されたがいずれの場合も記数は24時間後107／ml以上

12時間後すでに6．5より8。5と上昇，105／ml，103／ml

であり，抗菌性は認められなかった．

の場合は12時間後ではさほど上昇せずも，24時間後に
は3者とも9．0前後と上昇した．しかし，ニコチノヒ

C）臨床感染尿とニコチノヒドロキサム酸の効果
実際の尿路感染症の患者尿の場合Table Iに示す

ドロキサム酸0．42 mg／ml加えたものでは尿pH上昇

ごとく，尿pH．ヒ昇が認められるのはProteus群の

は軽度で7．0〜7．4であり，じゅうぶんにニコチノヒ

感染のあるもので，採尿時より尿pHはアルカリに傾

ドロキサム酸の添加効果が認められた．

いており，比較的短時間で尿pH上昇が認められた

B）菌種別の尿pH上昇と抑制

が，ニコチノヒドロキサム酸を0．42mg／ml加えたも

対照において尿pH上昇が認められたのはPr・teu∫
mirabitis 4／4株， Proteus vutgaric 2／2株， Rett，geretta l／1

のではその上昇がじゅうぶん抑制された．Pseudomonas，
Citrobacter， E。 coli，1（lebsietlaの例は尿pH上昇が認
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Table

1． Effect ot一 nicotinohydroxamic acid on
alkalinization of the infected urine

Urine pH

Case

10．O

pH

Bacteria

O 6hr 24 hr

bacteria／ml
lor

9，0

ri 6s

105

80

S． N Proteus mirabilis

K．A

Proteus vutgaris

4一．一一．．．一＝：；；；二・…＝：二＝＝：：：

io5

T． K

iVorganeila

冒→

G．A

Proteus vutgai

T．］

Pseudomonas

6．0

O 6 12 24

KlebsieUa
is

9．0
（8．0）

7．8

IO6fml

7．6

8，0

8．8

（7．6）

（7．8）

lo6／m］

7．6

8，0

9．0

（7，6）

（7．6）

105／ml
IO7／ml

7．6

8．4

8．8

（7．6）・

（7．8）

lo6fm1，

7．0

（7．0）

＿一＿一一一…一ニニ＝18；

7．0

8，4
（7．8）

107／ml

7．0 i

7．0
（7．0）

1

K．K Citrobacter

lo7fml

5．6

5．6 i

5，8

（5．6＞i

（5．6）

H．Y E． coli

lo7／ml

7．0

6．8

6，8

（6．8）

（6．8）

M．K KlebsieUa

lo6／m1

6．8

6．6

6，6

（6．8）

（6，6）

Time ｛hr）

： without nicotirx） h）rctroxamic ocia
一一一一一一一一 ： with nicotino hydroxamic acid Q42mgiml

Fig． 4． Effect of nicotinohydroxamic acid on
the pH of urine inoculated with P．
mirabilis 103， 105， 107 bacteria per ml

（ ） ： with nicotinohydroxamic acid

a）

c）

b）

Fig． 5 Crystal precipitation on the Foley

s bag catheter

a）， c）： control； b）： nicotinohydroxamic acid added
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昇抑制効果を調べ，じゅうぶんな効果をみた．実験1

められなかった．

実験皿．カテーテル結石とその抑制

において対照では尿pH上昇著明で多量のリン酸塩の

Fig．5は24時間後，試験管よりとりだしたカテーテ

析出をみたが，これはニコチノヒドPキサム酸により

ルを顕微鏡にて調べたものである．対照では塩類の沈

抑制された．しかしO．70 mgfm1以下の濃度では抗菌

殿とともにカテーテル表面に多数の小結石の付着が認

性は認めなかった，アセトヒドロキサム酸に抗菌性が

められるが，Fコチノヒドロキサム酸を加えたもので

報告されているが8），きわめて弱く一般にヒドロキサ

は全く付着しなかった．小結石は主としてリン酸マグ

ム酸基には抗菌作用はほとんどないものと思われる1）・

実験EにおいてPr・teus群はすべて尿pH上昇がみら

ネシウムアンモン結石であった．

察

考

ヒドロキサム酸は尿素と分子構造が類似しており
（Fig．6），特異的なウレアーゼ阻害作用を有すること

れたがPseudomonas， E． coli， Klebsiellaでは認められ

ず，使用した菌株には尿素分解能がないものと考えら
れる．最近われわれの調べたところではPseud・monas，
Klebsiella， E． c・liの一部の株に比較的弱い尿素分解能

により多方面において種々の研究がなされている．例

があることを認めた．また尿素分解細菌の感染症の患

えば肝性昏睡においてそのおもな原因が血中アンモニ

者では採尿時よりpH 7．0以上で，すでに塩類の析出

ア濃度の上昇に基因すると推定されているが，これは

があり，ある程度の尿流停滞が推察される．そして短

主として消化管内ウレアーゼによる尿素分解のため

時間で尿pH上昇がおこっているが，これは尿pHが

で，このウレアーゼ活性をヒドロキサム酸によって阻

ウレアーゼ活性の至適pH付近に達していることによ

害し，アンモニア産生を抑制することにより肝性昏睡

ると思われる．したがって尿素分解細菌の感染症の患

の治療として使われはじめている1・6）．また，尿素を

者で尿流停滞の条件が加われば（尿流停滞のある患者

飼料添加剤として用いた場合の家畜の高アンモニア血

に感染が起こりやすいのであるが），尿pH上昇が急

症の予防と治療について2，3のヒドロキサム酸が有

速に起こり，結石形成の危険が増大するものと思われ

効との報告があり使用されている7），

る．実験皿においてカテーテルの塩類付着防止にもニ

H

H

o

x
／

H

li

／

N−C−N
x

H

コチノヒドPキサム酸は有効であった．これはカテー
テル留置患者において，尿中にヒドロキサム酸が存在
すれば結石形成が予防できるものと思われ，局所的に
利用できる可能性がある．

UREA

Ca−
O
il

OH

H2PO4−

／

R−C−N
x

Mg一

Fig． 6 Molecular structure of urea and

hydroxamic acid

Alkalinlzation

NH4MgPO4

＋H20 X．／

H

HYDROXAMIC ACID

Ca pho＄phate

nyJH2
1

co

． 2NHs十CO2

l

NH2

UreQse

ぐ＝＝＝＝＝コ RCONHOH

T
しかし，尿路結石症において，ウレアーゼ阻害剤に
Bacterla

よる結石形成防止の研究はまだほとんどなされておら

ず，GriMthら8・9）のアセトヒドロキサム酸による結
石形成防止の実験がなされているにすぎない．

リン酸塩結石は主として尿アルカリ性により形成さ
れるが，とくにリソ酸マグシウムアンモン結石は尿素

Fig． 7．

ぐ＝＝＝＝＝＝＝コ Antibiotics

Prevention ef urinary stone formation

以上ニコチノヒドPキサム酸は尿pH上昇抑制効果
がじゅうぶんあることがi・2vitroの実験で判明．した。

現在，各種ヒドロキサム酸について体内代謝，阻害

分解細菌の感染により形成されると考えられており，

力などについて検討中であるが，体内投与にて尿中に

この種の結石の予防には感染抑制と同時に尿pH上昇

活性の型で多量に排泄され，阻害力が強ければ非常に

を抑えることが重要である（Fig．7）．

有用な薬剤となるであろう．

ヒドロキサム酸には種々の誘導体があるが，このう
ち芳香族系列で強力なウレアーゼ阻害作用のあるニコ

チノヒドロキサム酸3）を用いて，in vitroで尿pH上

結

語

ニコチノヒドPキサム酸にて尿pH上昇抑制効果を
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in vitroで調べた．
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本論文訂正

Fig．1，2，4中nicotino hydroxamicを
nicotinohydroxamicに訂正します．

