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尿 中 飽 和 度 測 定 の 変 革

森田 展代，森山 学，宮澤 克人

田中 達朗，鈴木 孝治

金沢医科大学泌尿器科学講座

EVOLUTION OF STRATEGY TO MEASURE URINARY SUPERSATURATION

Nobuyo Morita, Manabu Moriyama, Katsuhito Miyazawa,

Tatsuro Tanaka and Koji Suzuki

The Department of Urology, Kanazawa Medical University

Urinary stones have an estimated lifetime morbidity of 15.1% in males and 6.1% in females ; in other

words, one out of seven males and one out of fifteen females are affected with this disease at least once in their

life. Previously, we reported a simple and easy method using microplates to measure the metastable limit

(ML), which indicate the upper limit of supersaturation dissolution. In this study, we examined the usability

of this microplate method. We confirmed that ML is correlated with the urinary calcium concentration in

healthy subjects, single stone formers (SF), and recurrent stone formers (RSF). There was no significant

difference between healthy subjects and RSF in urinary magnesium concentration, and ML was found to be

correlated with urinary the concentration of oxalate and citrate acid in healthy subjects only. These results

suggest that ML is a simple and easy way to measure the urinary calcium level and that ML could be a useful

test item in outpatient settings as a convenient indicator for preventing recurrence of urinary stones in the

future.

(Hinyokika Kiyo 57: 35-38, 2011)
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緒 言

尿路結石の再発回数は半数が 1回の再発だが， 6％

に 6∼12回という高頻度での再発が認められる1)．現

在は結石を治療することに診療の重点をおいている

が，今後は新しく結石を作らせないという予防を重視

することも大切である．結石形成の第一段階は結晶核

の形成であり，今回，われわれが注目したMetastable

limt (ML) は，結晶核形成の評価として用い，1985年

に Ryall らが測定方法を報告2)し，1989年にわれわれ

は簡便法を報告した3)．今回，その有用性について検

討したので報告する．

対象および方法

対象は20∼65歳の正常人男性100人，初発シュウ酸

カルシウム結石患者40人，再発性シュウ酸カルシウム

結石患者40人とし，外来スポット尿を用いた．

1）Microplate 法を用いた ML 測定

Microplate (BD Falcon REF353912 Flexible Plate，96

Well，Flat Bottom，USA) 内に尿 200 μl とシュウ酸ナ

トリウムを最終添加濃度 0∼150 mmol/l になるように

micropipet を用いて 10 μl 添加し，37°C 20分間放置，

倒立顕微鏡にてシュウ酸カルシウム結晶が明らかに生

成される最小シュウ酸添加量 (mmol/l) をMLと決定

した．

2）尿の飽和度測定方法

尿の飽和度測定方法は約30年前より報告されてい

る．Marshall-Robertson のノモグラム4)や Finlayson が

考案した EQUIL プログラム5)が始まりであり，現在

まで改良され，さまざまな飽和度測定が報告されてい

る．なかでも 1985年に Werness PG らが発表した

EQUIL2 プログラム6)による計算が gold standard と考

泌57,01,8-1

Fig. 1. Correlation between ML and Ogawa index
(r＝0.76360, p＜0.001).
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Fig. 2. Correlation between ML and calcium (A :

nomal r＝0. 74377, p＜ 0. 001, B : single
stone former r＝0. 63356, p＜ 0. 001, C :
recurrence stone former r＝0. 72746, p＜
0.001).

えられている．しかし，そのソフトを持っていないと

計算できない．1994年に小川らが提唱した Ogawa

index7) は尿中のカルシウム (Ca)・マグネシウム

(Mg)・シュウ酸・クエン酸濃度より求めることが可

能で，EQUIL2 と相関している．よって，microplate

法を用いた ML 測定と Ogawa index を用いて，

イ）Ogawa index と ML の相関

泌57,01,8-3A
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Fig. 3. Correlation between ML and oxalate (A :

nomal r＝0. 47958, p＜ 0. 001, B : single
stone former r＝0. 19596, p＝0. 047, C :
recurrence stone former r＝0. 27331, p＝
0.2521).

ロ）結石形成促進因子 (Ca，シュウ酸)・抑制因子

（クエン酸・Mg) との相関

ハ）24時間尿とスポット尿との相関

の 3点について検討した．

結 果

1）Ogawa index と ML の相関

Ogawa index は AP (CaOx) index EQ2＝APCaOx＝
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Fig. 4. Correlation between ML and citric acid (A :

nomal r＝0. 36318, p＝0. 0001, B : single
stone former r＝0. 33196, p＝0. 3506, C :
recurrence stone former r＝0. 09695, p＝
0.048).

1.496×[Ca]0.78×[Mg]−0.30×[Ox]0.91×[Cit]−0.17 と

いう式で示され，Fig. 1 に示すように Ogawa index と

ML の間には統計学的に有意な相関を認めた (r＝

0.76360，p＜0.001）．

2）結石形成促進因子 (Ca，シュウ酸濃度)・抑制因

子（クエン酸濃度，Mg) との相関

結石形成促進因子である Ca は正常人，初発・再発

泌57,01,8-5A
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Fig. 5. Correlation between ML and magnesium

(A : nomal r＝0.28036, p＝0.004, B : single
stone former r＝0. 53609, p＝0. 003, C :
recurrence stone former r＝0. 46872, p＝
0.0008).

結石症患者ともに ML との間に相関を認めた (Fig.

2）．シュウ酸は正常人でのみ相関を認めた (Fig. 3）．

抑制因子であるクエン酸は正常人においてのみ相関を

認めた (Fig. 4）．Mg は正常人と初発患者において相

関を認めた (Fig. 5）．

3）24時間尿とスポット尿との相関

24時間尿とスポット尿を得られた16症例について検

討し，24時間尿とスポット尿との ML 間には相関を

認めた (Fig. 6）．
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泌57,01,8-6

Fig. 6. Correlation between ML of spot urine and
24 hr-urine samples (r＝0.95561, p＜0.001).

考 察

尿路結石は，尿中の結石成分が高濃度となり，結晶

を形成し，小さな結晶が凝集し，大きく成長すること

で形成される．尿中に結晶が発生するためには一定期

間，結石成分が過飽和状態になることが不可欠であ

る．すなわち，尿が過飽和な状態でなければ結石は発

生しない．尿量や尿中低分子物質の変動により，過飽

和溶解の上限である ML を超えることで結晶核が形

成される．この結晶核ができてしまうと，結晶生成が

始まる．結石症患者では結晶の凝集により大きな塊を

作るようになり，尿中の高分子物質が inhibitor や pro-

moter として関与し，結石芽形成，結石化へと進んで

いく8)．約30年前より，尿中飽和度測定は報告されて

いるが，計算が複雑で専用のソフトが必要なこと，保

険適応外の検査項目が必要なこと，検査結果を報告す

るまでに時間がかかる点などから実際の臨床の現場で

は使用されていない．今回，ML はスポット尿で測定

でき，短時間で結果報告が可能であることが，改めて

明らかになった．また，尿中の Ca 値と相関してお

り，尿中 Ca を簡易的に測定している方法であると考

えられた．

結 語

ML 測定は簡便であり，再発予防の指導に有効な検

査の 1つと考えられる．しかし，利尿剤やカルシウム

やマグネシウム製剤の内服による変化や食事・飲水

量・飲水内容により，影響をうけるかどうかなど，検

討しなければならない．また，日内変動や季節変動の

影響を伴うとの報告9,10)もあり，さらなる検討が必要

と考える．また，現在簡便になったとはいえ，キット

化にするなど，さらに簡便化することが必要である．

ML を用いた適切な再発予防指導によって，結石再発

患者が減少していくことが望まれる．
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