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〔轡警評議

特．別講演

尿路・結石症．に関する検討
特にカルシウム結石を中．心に．して

近畿大学医学部泌尿器科学教室．（主任：栗田．孝教授）

      八  竹     直

        協 同 研 究 者

      郡   ．健 二 郎

STUD工ES ON CALCIUM UROLITHIASIS

    Sunao YAaHiKu and Kenjiro KoHRi

From疏6 D姻襯翻げこルolog），，1（inkiσ励er吻36乃OO（of’Medicine

        μ）加‘’o霞Pプげ．7■．Kerritaノ

  It is well known that about 90 percent of urinary stones contain calcium as main componen！’．

  We studied calciuni metab61ism in urolithiasis patients frpm endocrinological aspects．

  In patients with primary hyperparathyroidism， which accompanies urin4ry．stones frequently，

positive correlation could be demopstrated betwe¢n excretion． of “rinary cyclic AMP and the serum

parathyroid hormone value（pく0．Ol）． On the other hand， excretion ofthe urinary cyclic AMP in uro－

lithiasis patients without endoc血010gic and metabolic disorders correlated negatively with urinary

・xcr・ゆ・£．・C・1・i・m・Theref・・e in． hyperca1・i・・’i・・t…．f・・nig・s p・「athy・oid func‘ion seem” tQ be

s・mewha亡supPresSedまn c・mparis・n wi亡h the n・rmal．c・n亡r・L

 ・ These． hypercalciuric p4tients exhibited no changes・ ih． cyclic AMP excretion and serum PTH ・・

but an increase in serum calcitonin by calcium loading after fasting．

  According to these results， idiopathic hypercalciuria in thes’e patients seems ・to be absorptive type．

Hewever， as practical problems it is dificult to treat urina’ry stone formers with absorptive hyper－

calciuria by rigid dietary calcium restriction alope． So， recurrent calcium－stone formers were treated

to r¢duce．caleium excretion with thiazide in addition to magnesium oxide， allopurino！ and ortho－

phosphate by cases， During these treatment， recurrent stone for．mers showed a considerable reduc－

t’

奄盾?in stbne formation．

 尿路結石は泌尿器科のみならず，いろいろな領域で

遭遇される罹患頻度の高い疾患であり，近年ますます

その発生頻度は増加の傾向にある．本邦での疫学謝査

によると生涯罹思率は3・96％，すなわちloq人のうち

約4人が一生の間に1度は尿路結石に罹患する．ことに

なるという1）．濠たLjunghall（1977）2）はスカンジナ

ビアでの男子の尿路結石の罹患経験は8．9ないし18・1

％にもおよぶと報告している．これほど多い疾患であ

りながら，尿路結石症の原因の大部分はいまだ解明き

れていない．それゆえ，この疾思の発生機序の解明ζ

治療法の確立はわれわれ泌尿器科医1こと？て不可避の

問題である，

 尿路結石と言っても，構成成分によって数多くの種

類に分けられることは周知のとおりであ．る．．この成分

上の差異はその結石の性格に大きな相違を与え，治療

や予防にもそれぞれの成分に適した方策を選ばねばな

らない・けれども，すでに報告されているように・結

石のおのおのの構成成分とその発生頻度をみると蔭酸

カルシウム結石や燐酸カル．シウム結石なごを中心にし

て，カルシウム（Caと略す）塩が主成分となってい

るものが80ないし90％．にもおよんでいる3）．それゆ

え，尿路結石め発生原因や治療を検討する場合，この
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Ca結石を抜きにしては考えられない．

 また，尿申のCa排津量を非結石症群とGa結石症

群とで比較した場合，その各群の間に多数の症例の重

なりはあるにしても，その平均値は有意にCa結石群

に高いことが観察されている4），

 これらの事柄を考え合わせると，数多くのアプロ 一一

チを持つ尿路結石の研究のうち，Ca代謝の面から検

討することがきわめて重要であろうと思われた．そこ

でCa結石患者のCa代謝について，特にその内分泌

学的見地より検討を加えるとともに，これらの症例の

治療の試みについての結果を述べたい．

1．Ca結石症例のCa代謝と内分泌的変化につ

  いての臨床的観察．

 A．Ca排泄機序について

 尿路結石形成の原因となる尿中Ca排浬に直接関係

をもつのは血申のCaである．この血中Caは上皮小

体ホルモン（PTHと略す）の影響のもと，骨からの

融出，腸管からの吸収，腎よりの再吸収されたもので

ある．血漿中のCaは3つの分画として存在する．第

1に蛋白と結合した部分（46・0％），第2にイオン化

Ca（Ca＋＋と略す）の部分（47．5％）と第3に有機酸

などと結合した複合体の部分（6・5％）から成ってい

る5）、この後2者が濾過性Caと称せられ，糸球体を

通過する．そこで尿中Caについて検討する場合には

当然この濾過性Ca全体を測定したいが，日常検査と

してはCa＋＋以外，測定が繁雑であるし，複合体部分

は濾過性Caの約10％でその比率が小さいこともあっ

 eA

lOO

80

60

40

20

 o
   Ultrafiltrable Urlnary
   Fraction of Calcium
   Serum Calcium

Fig・L 血清中濾過性CaのCa＋＋の
    比率5）と尿中GaのGa＋＋の
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5±3％：

現在のところCa＋＋値を濾過性Caを代表する部分

して用いている．このCa＋＋の測定はorion SS・20．

ode1を使用しており，その利用価値が充分高いこ

については報告している4）．

さて，この糸球体で濾過されたCaは， Goldberg

t al，（1976）6）による．と．50ないし55％が近位尿細管

，20ないし30％がヘンレー係蹄で再吸収され，残り

遠位尿細管および集合管で再吸収され，最終的には

1％前後が尿中に排泄されるといわれる．PTHが

の尿細管での再吸収に強く関与している．

この尿中に排泄されたCaの分画のパターンについ

，16人を検討した結果，その平均はFig． しに示す

うに血漿申の濾過駐Caの分画の比率とは大きく異

り，Ca＋＋の比率が半減する．この現象はCa＋＋が

球体濾過後有機酸と結合したとも考えられるが，

a＋÷に比レCaの複合体部分が再吸収されにくい7）

め尿中Caは結果的にCa＋＋の比率が低下している

のと考えたい．この尿中のCa＋＋率と尿路結石形成

の関係については検討中で結論を得ていない．

この尿中へのCaの排泄量が多い状態，すなわち高

a尿症が尿路結石の形成を容易にしているのは原発

上皮小体機能充進症や遠位性腎尿細管性酸血症など

高Ca尿症が結石を多発しやすいのをみても異論の

いところである．

そこでこの原発性上皮小体機能充進症のCa代謝と

分泌変化について検討し，その結果を一般のCa結

症例のCa代謝検討の礎とした．

B．原発性上皮小体機能充進症

原発性上皮小体機能充進症はほとんどの症例で高

a症尿を呈してくる．しかし先述のようにPTHは

細管でのCaの再吸収を促進するように作用するの

，一見そこには矛盾があるように思われる．けれど

PTHは骨からCaを溶出させるとともに，腎へ

用し活性型ビタミンD3の産生を胃管させる8）こと

より，そのD3の働きによる腸管からのCa吸収

増大させる．さらに尿細管からのCa再吸収増加も

味され，血中のCaとくにCa＋＋は高値となる，そ

で糸球体でのCa濾過量は過剰となり，尿細管での

a再吸収増加にもかかわらず著明な高Ca尿症が惹起

れるもめと理解できる．

この疾患の主役たるPTHは標的臓器の膜のリセプ

ーにおけるadenyl cyclaseを刺激し，このホルモ

のsecond messengerとなるcyclic AMP（c－AMP

略す）の産生を増加させ，本来の作用を生ぜしめ

9）．すなわち腎においてはPTHによって尿中。：

MPの排出が増加してくる1。）． Fig・2．はこの上皮
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Fig．2．原発性．E皮小体機能充進症における血中PTHと尿中cyclic－AMPの関係

小体機能充進症症例におけるPTH濃度とその時点

での尿中。－AMP濃度を示している．両者の間には

相関係数0．767と， 良い相関関係が認められてい

る．なおこのPTHは栄研キットにより， c－AMPは

YAMASAキットにより測定した結果である．また

この疾思における尿中Ca排泄量と尿中。－AMP量

との関係をみるとFig．3のように，緩徐ながらも正

の相関をとる．この両者の結果から原発性上皮小体機

能充進症における高Ca尿症出現の時期には上皮小体

機能が活発化していて，尿中。－AMP排泄量も増加

しているものと理解できる．

 C．尿路カルシウム結石症

 つぎに一般のCa結石について検討するに，先述の

ように，この結石群の尿中Ca排泄量の平均は対照群

よりも高値であり，血中のCaもすでに報告したよう

に，総Ca値， Ca什値ともに正常域ながら，その平

均値は結石群に有意に高い結果を得ている．この事実

からはあたかも結石群においても上皮小体機能が対照

群より充進しているのではないかとの印象をうける。

さらに結石群の血中Ca＋＋値とクレアチニンクレア

ランスを利用して，おおよそのGa糸球体濾過量を

計算し，その値と尿中Ca排泄量の関係を検討した

。”一’
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（Fig・4）．この図からCa糸球体濾過量も高値で，尿

申Ca排泄量も多い右上の小数症例はGaの腸管での

吸収充進があり，その結果としての高Ga尿症群と考

えられた．また，Ca糸球体濾過量に関しては正常域

にあり，撲泄量だけが増加している大部分の高Ca尿

症例は腎尿細管での再吸収障害によりGaが漏出する

ように見える．それゆえ，これらの症例ではこのCa

漏出による二次性上皮小体機能充進症を生じているこ

とが想像きれた．しかしながら，つぎの実験結果はそ

の考えを覆すことになった．すなわち，これらCa結

石症例の尿中。－AMP排泄量と尿申Ca排泄量の関係

をみるとFig．5に示すような結果を得た．これから

わかるように尿中Ca排泄量の多い症例ほど尿中。－

AMPの値は低くなっていて，想像とは逆に上皮小体

機能が抑制されk状態を表わしている．きらに％TR

Ca＋＋と尿中。－AMPの関係を検討してもその状態を

よくあらわしている．％TRCa＋＋の値の低下はCaの

尿細管での再吸収が低下し高Ga尿症を呈することを

意味するが，この疾患群では％TRCa“＋の低下に一

致して尿申。－AMPの排泄も低値を示し，上皮小体

機能が低下している状態を表わしている．これらの事

実からこれらの症例では，何かの原因で血申のCa＋＋
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量が増大し，そのためPTH分泌は抑制される．その

結果，尿細管でのCa再吸収の低下となり高Ca尿症

を生来していると考えざるをえない．

 D．特発性高カルシウム尿症

 上に述べたような一般のCa結石症における特発性

高Ca尿症の発生機序に関しては諸説がある．その代

表的な説であるPalc （1978）11）の分類によると，この疾

患は腸吸収型と腎漏出型に分類され，前者はさらに3

つの型にわけられている． その1（AH－1）はCaの

摂取量の多少にかかわらず高Ca尿症を呈するもの，

その2（AH－2）は，かなり大量のCa負荷で高Ca尿

症を生ずるもの，最後（AH－3）は燐の尿細管での漏

出が先行し，それによって生ずる低燐血症の刺激によ

って腎での1（α）・25（OH）2 D3合成が充進ずる，こ

の作用によって腸管Caの吸収が増加するときれる．

これらの群の決定はGaの制限や負荷試験により行な

われる．

 われわれもPakの方法に準じて，先程来のCa結

石患者を検討した．まずCa制限（200 mg／day以下）

4ないし5日後12時聞の絶食とし，その後Calg

を経口負荷する．そのおのおのの時点で採尿，採血し，

Caやホルモンがどのような変動を示すかを検討し

た．その結果はFig．6に示すように対照群，正常

S－Ca S－Ca一

10．0

〈mg／d2）
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Xi一→くS－Ca
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Ca尿症結石群，高Ca尿症結石群とも，血中Ca，

舩＋＋，尿中Ca排泄：量とも絶食時に比べCa経口負荷

後では増加する．血申では血清Ca値が結石群での上

昇程度が大きい傾向にあり，尿中では高Ca尿症での

Ca排浪増加が大きくなる様子を示す．さらにこの3

群の絶食時，およびC4負荷時のPTH，カルチトニ

ン，尿中。－AMPの変化の様子を見るとFig．7にみ
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 Fast Load Fast Load Fast Load
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        Calciuria calciuria

対照群正常G・尿症結右群高C・．

尿症結石群の絶食時およびCa経口

負荷時の血清CaとCa＋＋値，尿中
Ca排泄濃度の変化．

るような結果となる．すなわちPTHは対照群，正常

Ca尿症結石群ではGa負荷により著明な低下を示す

が，高℃a尿症結石群では有意な低下ではない．こ

れは下段に示した尿中。－AMP排濾量での変化とよ

く一致する．しかしながら，上段の血中カルチトニン

の変化を見ると，高Ca尿症群でのみ有意に上昇し，

他の群では顕著な変化を示していない．これらの変化

をまとめてみるとCa負荷により，対照群と正常Ca

尿症結石群では絶食時にくらべ明らかに上皮小体の低

下を示し，高Ca尿症結石群では日常的に上皮小体の

抑制があるため，Ca負荷に対するこの臓器の機能の

反応性が低下しているものと考えられる．そこで，こ

の高Ca尿症結石群ではCaの大量が体内に吸収され

た時点℃，体内のCaのhomeostasis維持のために

カルチトニンが大量に分泌されるものと推察される．
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この高Ca尿症結石学内でのCaやホルモンなどの動

態は各症例ともほぼ同じであった．少なくとも絶食時

に上皮小体機能充進の状態を示す症例はなく，いわゆ

る原発性の四竹Ca漏出型の高Ca尿症症例は確定

しえなかった．すなわち，全例が腸管型のいわゆる

absorptive hypercalciuriaであると考えられた．腎性

高Ca尿症の存在を否定しえないが，恐らくきわめて

希な疾患と思われる．

ll．再発性Ca結石症例に対する薬物療法の試み

 尿路結石の高Ca尿症はほとんどの場合，腸管での

Caの過剰吸収が主病変となっていることを証明した．

それゆえ，この状態を改善し再発性Ca結石を治療，

予防しようと努力する場合，単純には食餌申のCa含

量を低下させればいいということになる．たとえば入

院中の普通食，これは平均で約600mgのCaを含

んでいるが，．この摂取中でもなお高Ca尿症を呈する

症例も，一日量で約150mgに制限した食事ではほ

とんどが正常値にまで低下することがわかった．しか

し，このような強度のCa摂取制限をすることは日常

われわれが活動している場では恐らく不可能なことと

思われる．日本人の食物中のCa含量の多いものを調

べると，大豆製品に多い．これは当然，味噌や豆腐な

どに大量に含まれることになる．また魚類特に乾物や

練製品，その他卵および乳製品や海草類に多く含まれ

る．これらは日本人の食：生活では重要な位置を占めて

いる．Baker and Mallinson（1979）12）もこのCa制限

食を高Ca尿症に与えて治療することを試みているが，

長続きせず，この方法ではきわめて困難であると報告

している．

 そこで薬剤でこのCa尿症を制御する方法が種々考

えられている．そのなかではセルロース燐酸剤，正燐

酸剤，サイアザイド剤などが代表的なものと思われ
る13）．

 セルロース燐酸剤は文献的には非常に効果的に尿中

Ca排泄を低下せしめるようである14）．しかしこの薬

剤が腸管内Caを吸着するため，穆酸の吸収および回

申排泄を著増させる危険や血申Ca低下による2次性

上皮小体機能充進症の発生に注意されねばならない．

 きらに燐酸剤として正燐酸塩剤が経口投与される．

これの機序は不明ながら尿中Ca排泄は低下し，燐の

排泄は増加する．きらに結石形成防止に有用と考えら

れるピロ燐酸の尿中排泄量を増加させる．また血申燐

の上昇により，1（α）一25（OH）2 D3合成を抑制するこ

とも考えられる11）．しかし一方では無機燐の尿中排甲

州を増加せしめるため，燐酸とCaのイオン積では結

石形成に不利になる恐れもないではない．

 最近では，サイ．アザイド系利尿剤による尿中Ca排

泄低下作用が注目され尿路結石に多用されるようにな

っている16）．その作用機序はNaの動態との連動で説

明されている．すなわち，サイアザイド投与→Na利

尿→体液量減少→近位尿細管Na再吸収増加→近位の

Ca再吸収増加→Ca排泄減少と考えられている17）．

この体液量減少以外にPTHが関与することを推測さ

せる報告もある18）．われわれもこの点に注目し，ラッ

トで上皮小体摘除した．群と対照群にサイアザイドの経

口投与をしてその後経時的に尿中Ca排泄の状態を検

討した．その結果はHg．8に示したとおり，1回の

臨

，tr
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響
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三5
養

8
ぎ
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D 2．5

o

τ与i辮。．・約。．1㎎／1。。、蝿）

Control

PTX，

前  5 16 24   40 時間

Hg・8・上皮小体摘除ラット（PTX）と対照群
    に対するフルイトラン経口投与後の尿

    中Ca排泄量の変化．

サイアザイド投与では両群問のCa排泄のパターンに

変化をみていない．しかしサイアザイドの長期投与で

は変化を生ずることも充分推察されるため現在検討申

である．

 Ca結石の治療に関して，われわれは尿中Caへの

検討だけではなく，他の尿中物質の代謝異常にも注目

している．すなわち，すでに報告したように尿中穆酸

排泄量についてみてもCa結石群と非結石群では排泄

分布上は重なりがあるものの平均値は有意に結石群が

高値となる19）．またCa塩の結晶化阻害に重要と考え

られるクエン酸の尿中排泄も対照群に比較して結石多

発例の男子症例では（〕a排泄量の多少にかかわらず低

下し，女子症例でも高Ca尿症例で低下がみられ，結

石形成を生じやすい状態にあることを報告している20）．
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きらにCa塩，特に蔭酸Caの結石形成の一因として

マグネシウムが関与していると考えられる21）．この尿

中排泄量についてみたところFig．9に示すようにCa

結石群では有意に低下がみられ，その是正の必要性が

考えられる．
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Fig・9．対照群，正常qa尿症結石群，高Ca
    尿症結石群におけるマグネシウム排泄

    量の比較．

 さらにCa塩，主として蔭酸Caの結石形成健進に

尿中尿酸が強く関係しているとの報告が近年多くみら

れる22）．事実，今回検討した結石症例で高Ca尿症を

呈する症例に有意に尿酸の排泄量が多く，結石が形成

しやすい尿環境になっている（Fig．10）．

 以上のような事実にもとついて，われわれは尿中

Caに対する対策だけでなく，他の物質の尿中排泄量

を是正すべく努力している．

 Table 1は現在われわれが再発性または多発性の

Ca結石に対して用いている処方を示している．この

うち正燐酸剤の量についてはなお検討の余地があるも

のと思われる．

 この処方で治療している46歳男子の1例を呈示する

（Fig．11），この症例は頻回に結石の自然排出を繰り返

していた．血液化学，尿化学検査や内分泌検査から内

分泌疾患や代謝性疾思は否定されている．しかしなが

 o
    Control Normo一 Hyper－
          catciuria calcluria

          －STONE FORMER

Fig・10・対照群，正常Ca尿結石群，高Ca尿
    症結石群における尿酸排泄量の比較．

       Table 1

   カルシウム結石に対する処方

1 サイアザイド剤

    フルイトラン⑪    2～4mg／日

  または
    ダイクロトライド08  25～50剛g／臼

ll アロプリノール剤

    ザイロリック⑨またはアロシトールO

              loo－200mg／H
皿 マグネシウム剤

    酸化マグネシウム    600～900mg／日

N 正リン酸剤

    Na2HPOe12H20     200～400mg／日

ら治療前には高Ca尿症，高尿酸尿症が認められると

ともに尿中Mg排泄量は減少している．

 これらは前記の治療により，良く反応しおのおのの

排泄は正常化している．．それに応じて結石の自然排出

は著明に減少し，最近ではほとんど排石を経験しない

までになっている．この症例と同じように尿化学検査

に異常があり，かつ再発性のCa結石症例に対して同

様の治療を行ない，現在も経過観察できているのは

Fig．12に示した12例である．その各症例とも良好な

成績をあげ，再発はごく少数になっていることがわか

る．

 このように尿の状態を結石形成を阻止するように制



716 泌尿紀要 26巻 6号 1980年
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g・12・12例の再発性Ca結石に対するTable 1の薬物治療の効果．

ると非常に良い結果が得られるようであるが，こ

の薬剤を長期間にわたうて投与し，それを服用す

力と副作用の危険性について留意する必要がある

と思う．たとえば，確かに尿申Ca排泄減少には

ではあるが，他の電解質にも大きな影響をおよぼ

イアザイト剤などの薬剤の長期投与には充分慎重

慮が必要である．

上，近畿大学医学部開設後の短い期間に経験した

結石，特にCa結石症にCa代謝と内分泌学的検

行なった．．さらにその結果を再発性Ca結石症の

治療に利用して良好な結果をおさめつつあること

告した．

りに，この研究に多大の御尽力いただいた当教室の各位

から感謝するとともに，御校閲いただいた栗田 孝教授

謝します．なお研究を助けていただいた田中勢津子嬢と

美穂嬢に深く感謝します．
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