
　大西　西松先生、腎結石・尿路結石
の診療ということでうかがいます。ま
ず、尿路結石、腎結石の症状、そのあ
たりから教えてください。
　西松　尿路結石といいましても幅広
く、代表的な症状は激しい痛みと血尿
です。外来に初めて患者さんがいらっ
しゃったときは、痛みがあったり、血
尿でたいへんだと思うのですけれども、
まず既往歴や家族歴という問診は非常
に重要です。
　また、血尿が認められないこともあ
ったり、腎結石や尿管結石でも、長期
間とどまっている場合には無症状のこ
ともあります。ただ、ひとたび、急激
な尿路通過障害を起こしますと、激し
い背部痛や疝痛発作を起こしたり、消
化器症状として悪心、嘔吐などをきた
すことがあります。
　あと、下部尿路結石では残尿感、排
尿障害を主訴に受診される患者さんも
います。高齢化が進んでいるため、最
近は感染尿を伴う高齢者の尿路結石も
多く、注意が必要だと思います。

　大西　次に、尿路結石がどうしてで
きるのか、その機序を教えていただけ
ますか。
　西松　機序は、尿の濃縮過程におけ
る尿中物質の過飽和状態が一因です。
皆さんご存じのように、尿酸などはご
く微量しか水には溶けません。こうい
った過飽和状態と、尿の流れの停滞に
よって結石ができるといわれています。
　特に、重要な物質はカルシウム、あ
とはシュウ酸、先ほど申し上げたよう
な尿酸です。クエン酸がどれぐらい尿
中に排泄されるかも重要でして、尿路
結石の患者さんでは尿中のカルシウム
やシュウ酸、尿酸が高いことが知られ
ていますが、その一方で、クエン酸や
マグネシウムの排泄量が少ないことも
知られていまして、これは尿中のクエ
ン酸排泄量が正常ですと、尿中カルシ
ウムと結合してカルシウム塩の結晶化
を阻害して尿路結石の生成を阻害する
ためです。このほかにも副甲状腺機能
亢進症や代謝性疾患、消化器疾患、長
期の薬剤服用も尿路結石の原因になる

といわれています。
　大西　それでは次に疫学的なことを
教えていただきたいのですけれども、
患者さんの数は増えてきているのでし
ょうか。
　西松　最近の全国集計では、発症率
は男性も女性も一昔前に比べて約３倍
に増えていまして、生涯罹患率、つま
り年間の罹患率と平均寿命で換算しま
すと、男性では約15％、女性では約７
％の方が生涯の間に尿路結石という疾
患にかかるということになります。
　大西　多いですね。
　西松　男女ともに30～50代に発症の
ピークがあり、増加しています。
　大西　尿路結石の部位ですが、それ
もいろいろ特徴があるのですか。
　西松　上部尿路結石といわれる腎結
石、尿管結石が96％といわれていまし
て、排尿障害に関連する下部尿路結石、
膀胱結石が４％といわれています。い
ずれも男女ともに肥満傾向やメタボリ
ック症候群といったものと密接に関連
しているといわれています。
　大西　次に診断のプロセスを教えて
いただけますか。
　西松　まず尿路結石症の初期評価は、
先ほどお話ししましたように、診察と
病歴、あと尿検査や炎症反応を含めた
採血、腎機能のチェックが必要だと思
われます。再発例では、私どもは副甲
状腺ホルモンを一度はチェックするよ
うにしています。レントゲン撮影や超

音波は簡便にできるので、ガイドライ
ンでは推奨されています。しかし結石
の存在の診断は、レントゲン撮影で７
割、超音波では３割程度の診断率で、
決して満足できるものではありません。
　実際には血管や腸管膜などの石灰化
陰影が尿路結石と紛らわしかったり、
水腎症に関しては超音波でも充分に診
断できるのですけれども、結石以外の
疾病の除外診断ということを考えます
と、先ほどもお話ししたような尿路感
染による敗血症の頻度が高齢の方で増
加しているので、我々は結石の疑いが
ある患者さんには、１回の検査で多く
の情報が得られる単純CT検査を勧め
ています。
　大西　今、高齢者の方が増えていま
すけれども、気をつけなければいけな
いということですね。敗血症までいっ
てしまうのですね。
　西松　そうですね。
　大西　次に、治療法もいろいろある
かと思うのですけれども、まず保存的
な治療法から教えていただけますか。
　西松　まず、激しい痛みで来院した
患者さんには、第一に痛みを取ってあ
げなければいけないということで、非
ステロイド系の抗炎症薬をはじめとし
た鎮痛薬が必要となる場合が多いと思
います。尿管結石という疾患は、６割
は自然に排石されますので、排石促進
剤としてはフロプロピオンなどの鎮痙
剤といわれるものが代表的ですが、最

腎・尿路疾患診療の最新情報（Ⅴ）

同愛記念病院泌尿器科部長
西　松　寛　明

（聞き手　大西　真）

腎結石・尿路結石の診療

ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016） （917）  3736 （916） ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016）

1612本文.indd   36-37 16/11/14   9:46



　大西　西松先生、腎結石・尿路結石
の診療ということでうかがいます。ま
ず、尿路結石、腎結石の症状、そのあ
たりから教えてください。
　西松　尿路結石といいましても幅広
く、代表的な症状は激しい痛みと血尿
です。外来に初めて患者さんがいらっ
しゃったときは、痛みがあったり、血
尿でたいへんだと思うのですけれども、
まず既往歴や家族歴という問診は非常
に重要です。
　また、血尿が認められないこともあ
ったり、腎結石や尿管結石でも、長期
間とどまっている場合には無症状のこ
ともあります。ただ、ひとたび、急激
な尿路通過障害を起こしますと、激し
い背部痛や疝痛発作を起こしたり、消
化器症状として悪心、嘔吐などをきた
すことがあります。
　あと、下部尿路結石では残尿感、排
尿障害を主訴に受診される患者さんも
います。高齢化が進んでいるため、最
近は感染尿を伴う高齢者の尿路結石も
多く、注意が必要だと思います。

　大西　次に、尿路結石がどうしてで
きるのか、その機序を教えていただけ
ますか。
　西松　機序は、尿の濃縮過程におけ
る尿中物質の過飽和状態が一因です。
皆さんご存じのように、尿酸などはご
く微量しか水には溶けません。こうい
った過飽和状態と、尿の流れの停滞に
よって結石ができるといわれています。
　特に、重要な物質はカルシウム、あ
とはシュウ酸、先ほど申し上げたよう
な尿酸です。クエン酸がどれぐらい尿
中に排泄されるかも重要でして、尿路
結石の患者さんでは尿中のカルシウム
やシュウ酸、尿酸が高いことが知られ
ていますが、その一方で、クエン酸や
マグネシウムの排泄量が少ないことも
知られていまして、これは尿中のクエ
ン酸排泄量が正常ですと、尿中カルシ
ウムと結合してカルシウム塩の結晶化
を阻害して尿路結石の生成を阻害する
ためです。このほかにも副甲状腺機能
亢進症や代謝性疾患、消化器疾患、長
期の薬剤服用も尿路結石の原因になる

といわれています。
　大西　それでは次に疫学的なことを
教えていただきたいのですけれども、
患者さんの数は増えてきているのでし
ょうか。
　西松　最近の全国集計では、発症率
は男性も女性も一昔前に比べて約３倍
に増えていまして、生涯罹患率、つま
り年間の罹患率と平均寿命で換算しま
すと、男性では約15％、女性では約７
％の方が生涯の間に尿路結石という疾
患にかかるということになります。
　大西　多いですね。
　西松　男女ともに30～50代に発症の
ピークがあり、増加しています。
　大西　尿路結石の部位ですが、それ
もいろいろ特徴があるのですか。
　西松　上部尿路結石といわれる腎結
石、尿管結石が96％といわれていまし
て、排尿障害に関連する下部尿路結石、
膀胱結石が４％といわれています。い
ずれも男女ともに肥満傾向やメタボリ
ック症候群といったものと密接に関連
しているといわれています。
　大西　次に診断のプロセスを教えて
いただけますか。
　西松　まず尿路結石症の初期評価は、
先ほどお話ししましたように、診察と
病歴、あと尿検査や炎症反応を含めた
採血、腎機能のチェックが必要だと思
われます。再発例では、私どもは副甲
状腺ホルモンを一度はチェックするよ
うにしています。レントゲン撮影や超

音波は簡便にできるので、ガイドライ
ンでは推奨されています。しかし結石
の存在の診断は、レントゲン撮影で７
割、超音波では３割程度の診断率で、
決して満足できるものではありません。
　実際には血管や腸管膜などの石灰化
陰影が尿路結石と紛らわしかったり、
水腎症に関しては超音波でも充分に診
断できるのですけれども、結石以外の
疾病の除外診断ということを考えます
と、先ほどもお話ししたような尿路感
染による敗血症の頻度が高齢の方で増
加しているので、我々は結石の疑いが
ある患者さんには、１回の検査で多く
の情報が得られる単純CT検査を勧め
ています。
　大西　今、高齢者の方が増えていま
すけれども、気をつけなければいけな
いということですね。敗血症までいっ
てしまうのですね。
　西松　そうですね。
　大西　次に、治療法もいろいろある
かと思うのですけれども、まず保存的
な治療法から教えていただけますか。
　西松　まず、激しい痛みで来院した
患者さんには、第一に痛みを取ってあ
げなければいけないということで、非
ステロイド系の抗炎症薬をはじめとし
た鎮痛薬が必要となる場合が多いと思
います。尿管結石という疾患は、６割
は自然に排石されますので、排石促進
剤としてはフロプロピオンなどの鎮痙
剤といわれるものが代表的ですが、最
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近では降圧剤のCa拮抗薬や、前立腺肥
大症の治療として使われるα1受容体遮
断薬が自然排石を促進するのではない
かと考えられています。
　大西　激しい痛みの方が多いと思い
ますし、なかなか普通の鎮痛薬だと効
かない場合もあるかと思うのですけれ
ども、何か一工夫ありますか。以前は
坐薬のほうが効くという話も聞いたこ
とがあるのですけれども。
　西松　まず痛みを取ることは、私も
尿路結石経験者ですので、大切な初期
治療だと痛感しています。吐き気を伴
っている場合は坐薬がいいでしょうし、
ペンタゾシンなどの点滴も即効性があ
ると思います。
　大西　石を溶かすような薬を使う場
合もあるかと思いますけれども、その
あたりの有効性はいかがでしょうか。
　西松　幾つかエビデンスが出ていま
すが、尿路閉塞のない場合では尿酸結
石、シスチン結石はクエン酸やチオプ
ロニンによって溶解できます。また再
発予防としても尿のアルカリ化が非常
に有効であると考えられます。カルシ
ウム含有結石などは溶けないですけれ
ども、クエン酸には、尿中カルシウム
をキレートする効果があるために、再
発予防として有効であると考えられて
います。
　大西　それでは次に、外科的な治療
法について教えていただけますか。
　西松　患者さんの立場ですと、でき

るだけ手術は避けたいので自然排石を
試みます。外科的手術の適応としては、
①持続する尿路閉塞で腎機能が低下す
る場合、②長径が10㎜を超えるような
結石の場合、③尿路感染の合併や、あ
とは免疫力が低下している患者さんで
敗血症などに移行することが懸念され
る場合や、④疼痛発作が再発性である
という場合、あと、⑤無症状であって
も、尿路閉塞により腎機能を障害する
ような場合は積極的な手術介入が必要
だと考えられます。
　大西　ESWLもよく行われると思い
ますけれども、何か適応などはありま
すか。
　西松　全国集計としては、９割が体
外衝撃波で治療されています。最近は
結石を破砕するだけではなく、排石ま
できちんと行うほうが治療の成績が良
いことがわかっています。具体的に経
尿道的に尿路結石をレーザーで破砕し
た後に、バスケット鉗子で抽石まで行
う手術が標準的であるというのが最近
のトレンドだと思います。
　大西　内視鏡手術はいかがですか。
　西松　内視鏡のアプローチは、先ほ
どお話しした経尿道的なものと、あと
大きい腎結石の場合は経皮的に、腎瘻
を立てて破砕する手術、PNLといわれ
ているものですけれども、そういった
ものが全体の10％以上を占めるように
なってきまして、増加傾向にあります。
　大西　それでは予後ですが、結石は

どのようになっていくのでしょうか。
　西松　尿路結石症自体は良性疾患で
すから、適切に管理されれば生命予後
のよい疾患なのですけれども、ひとた
び腎機能を障害するような病態になり
ますと、慢性化して、治療は困難にな
ります。尿路結石症の患者さんは、２
人に１人が再発するといわれています
ので、飲水や食事などの生活習慣を改
善することで高い予防効果が得られる
ため、生活や食事の指導も行う必要が
あると考えています。
　大西　先生は具体的に日常生活はど
のようにとご指導されていますか。
　西松　とりあえずは、生活習慣病を
合併されている方が多いものですから、
肥満は非常にリスクになりますし、結
石は夜つくられるともいわれています。
水分摂取を１日２リットルを目安に指
導しています。あとは、食事指導が非

常に有効でして、尿をアルカリ化して
くれる食品やカルシウムの積極的な摂
取、また尿酸値が高い方はプリン体の
摂取制限が効果的といわれています。
　大西　ご高齢の方はいかがですか。
　西松　メタボ対策、時にはサルコペ
ニア等にも配慮した総合的な食事指導
と適切な運動を指導しています。
　大西　最新の話題といいますか、治
療のトピックスはありますか。
　西松　手術分野で非常に進捗があり
まして、腎瘻もできるだけ負担の少な
い細い径の内視鏡での治療が可能とな
っています。また経皮的治療と経尿道
的治療を併用したり、ホルミウムヤグ
レーザーが非常に普及しており、内視
鏡による結石破砕治療は、低侵襲でま
すます有効な治療となっています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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近では降圧剤のCa拮抗薬や、前立腺肥
大症の治療として使われるα1受容体遮
断薬が自然排石を促進するのではない
かと考えられています。
　大西　激しい痛みの方が多いと思い
ますし、なかなか普通の鎮痛薬だと効
かない場合もあるかと思うのですけれ
ども、何か一工夫ありますか。以前は
坐薬のほうが効くという話も聞いたこ
とがあるのですけれども。
　西松　まず痛みを取ることは、私も
尿路結石経験者ですので、大切な初期
治療だと痛感しています。吐き気を伴
っている場合は坐薬がいいでしょうし、
ペンタゾシンなどの点滴も即効性があ
ると思います。
　大西　石を溶かすような薬を使う場
合もあるかと思いますけれども、その
あたりの有効性はいかがでしょうか。
　西松　幾つかエビデンスが出ていま
すが、尿路閉塞のない場合では尿酸結
石、シスチン結石はクエン酸やチオプ
ロニンによって溶解できます。また再
発予防としても尿のアルカリ化が非常
に有効であると考えられます。カルシ
ウム含有結石などは溶けないですけれ
ども、クエン酸には、尿中カルシウム
をキレートする効果があるために、再
発予防として有効であると考えられて
います。
　大西　それでは次に、外科的な治療
法について教えていただけますか。
　西松　患者さんの立場ですと、でき

るだけ手術は避けたいので自然排石を
試みます。外科的手術の適応としては、
①持続する尿路閉塞で腎機能が低下す
る場合、②長径が10㎜を超えるような
結石の場合、③尿路感染の合併や、あ
とは免疫力が低下している患者さんで
敗血症などに移行することが懸念され
る場合や、④疼痛発作が再発性である
という場合、あと、⑤無症状であって
も、尿路閉塞により腎機能を障害する
ような場合は積極的な手術介入が必要
だと考えられます。
　大西　ESWLもよく行われると思い
ますけれども、何か適応などはありま
すか。
　西松　全国集計としては、９割が体
外衝撃波で治療されています。最近は
結石を破砕するだけではなく、排石ま
できちんと行うほうが治療の成績が良
いことがわかっています。具体的に経
尿道的に尿路結石をレーザーで破砕し
た後に、バスケット鉗子で抽石まで行
う手術が標準的であるというのが最近
のトレンドだと思います。
　大西　内視鏡手術はいかがですか。
　西松　内視鏡のアプローチは、先ほ
どお話しした経尿道的なものと、あと
大きい腎結石の場合は経皮的に、腎瘻
を立てて破砕する手術、PNLといわれ
ているものですけれども、そういった
ものが全体の10％以上を占めるように
なってきまして、増加傾向にあります。
　大西　それでは予後ですが、結石は

どのようになっていくのでしょうか。
　西松　尿路結石症自体は良性疾患で
すから、適切に管理されれば生命予後
のよい疾患なのですけれども、ひとた
び腎機能を障害するような病態になり
ますと、慢性化して、治療は困難にな
ります。尿路結石症の患者さんは、２
人に１人が再発するといわれています
ので、飲水や食事などの生活習慣を改
善することで高い予防効果が得られる
ため、生活や食事の指導も行う必要が
あると考えています。
　大西　先生は具体的に日常生活はど
のようにとご指導されていますか。
　西松　とりあえずは、生活習慣病を
合併されている方が多いものですから、
肥満は非常にリスクになりますし、結
石は夜つくられるともいわれています。
水分摂取を１日２リットルを目安に指
導しています。あとは、食事指導が非

常に有効でして、尿をアルカリ化して
くれる食品やカルシウムの積極的な摂
取、また尿酸値が高い方はプリン体の
摂取制限が効果的といわれています。
　大西　ご高齢の方はいかがですか。
　西松　メタボ対策、時にはサルコペ
ニア等にも配慮した総合的な食事指導
と適切な運動を指導しています。
　大西　最新の話題といいますか、治
療のトピックスはありますか。
　西松　手術分野で非常に進捗があり
まして、腎瘻もできるだけ負担の少な
い細い径の内視鏡での治療が可能とな
っています。また経皮的治療と経尿道
的治療を併用したり、ホルミウムヤグ
レーザーが非常に普及しており、内視
鏡による結石破砕治療は、低侵襲でま
すます有効な治療となっています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016） （919）  3938 （918） ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016）

1612本文.indd   38-39 16/11/14   9:46


	02-0018-1
	02-0018-2
	02-0019-1
	02-0019-2



