
千葉大学医学部附属病院泌尿器科講師
坂　本　信　一

（聞き手　山内俊一）

　尿路結石についてご教示ください。
　１．尿路結石の原因について、またどんな種類があるのか。
　２．  尿路結石の予防について。例えば、尿酸結石は尿をアルカリ性に近づけ

れば結石ができにくいとのことですが、他の結石もすべてアルカリ性が
いいのか。シュウ酸結石はむしろ酸性尿がいいのではないか。

　３．  高尿酸血症は血管に影響が及ぶとのこと。腎ではどの部位に一番影響を
及ぼす可能性があるのか。輸入に、糸球体に、輸出に、それ以降？　ま
た、グリコカリックスを障害する可能性は？

 ＜鹿児島県開業医＞

尿路結石

　山内　坂本先生、まず尿路結石の原
因についてですが、なかなか難しそう
です。いかがでしょうか。
　坂本　基本的に結晶と結石とは違う
のです。結晶というのは、飽和して融
解、溶解できなくなってしまった塊が
結晶です。尿中など、検査すると結晶
を認めて、基本的には例えば検査の担
当者が、結晶の形によって、これはシ
ュウ酸の結晶とかシスチンの結晶とか
いうのです。
　結晶は無機質ですが、それにマトリ
ックス成分などの有機物質がくっつい

て結石になります。ですので、結晶が
あったとしても、例えば試験管の中で
結石をつくろうと思っても、結石は絶
対にできません。体の中で結晶が腎臓
内にできた場合、その周辺からまた結
晶が組織を傷害したり、あるいはサイ
トカインやケモカインなどを出して、
そこからマトリックスみたいなものが
だんだんできて、そのマトリックスと
融合して、無機質と有機物質が融合し
て結石になります。
　ですので、結石ができるというメカ
ニズムは非常に複雑です。基本的には

そのような有機物質と無機質のインタ
ーラクションです。
　山内　結合みたいなものですね。
　坂本　結合でできます。
　山内　次に種類ですが、ある程度種
類別の頻度のようなものがあるかと思
います。このあたりをご紹介願えます
か。
　坂本　ちょうど自分が事務局になり
まして、2015年に日本全国の疫学調査
という尿路結石の調査を行いました。
その結果ですが、一番頻度が高いのが
シュウ酸カルシウム結石で８割ぐらい
です。その次に多いのが尿酸的な結石
で3.4％。その次に遺伝性の結石のシス
チン結石が１％です。
　以前は非常に多かった感染性の結石
ですが、例えば1965年の調査のときは
だいたい7.5％で２番目に多い結石だっ
たのですが、2015年の疫学調査では0.7
％と過去50年間で日本では感染性結石
が1/10ぐらいに減っています。だいた
いそのような内訳となります。
　山内　尿酸結石というのは意外に少
ないものなのですね。
　坂本　1960年代ぐらいから、５％前
後で推移したのですが、今回の調査で
は３％に下がっています。今回の結石
の調査で特徴的なのは、50年間ずっと
連続していた結石の増加率が、今回初
めて飽和したというか、少し下がった
のです。ですので、それがもしかした
ら尿酸結石が下がった一つの原因でも

あるかもしれません。
　尿酸結石というのは、皆さんご存じ
のように、体質、メタボリックと関係
するといわれていますので、日本人に
ついては過去の10年間でメタボリック
に対する認知度が上がった、あるいは
食生活が以前より改善されて尿酸結石
になりやすいような因子が減った可能
性もあるかと推測しています。
　山内　次の質問ですが、尿路結石の
予防についてまずメタボ体質を改善す
ることが出てくるのですね。
　坂本　おっしゃるとおりだと思いま
す。メタボリックな体質はシュウ酸カ
ルシウム結石などに影響します。先ほ
ど尿酸結石の話もありましたが、シュ
ウ酸と尿酸はメタボリックによって非
常に大きく変わってくるといわれてい
ますので、その影響は大きいと思いま
す。
　山内　これに絡むかもしれませんが、
食事のタイミングなども含めて、食習
慣との関連についてはいかがですか。
　坂本　食習慣は非常に大事だと思い
ます。プリン体の多いものとして、肉
類とか、ホウレンソウも多いといわれ
ていますが、ビールもある意味プリン
体が多いです。そのようなものを摂取
するとシュウ酸の濃度は明らかに上が
ります。
　先ほどタイミングとおっしゃいまし
たけれども、結石ができやすいタイミ
ングというのは、だいたい夜寝ている
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千葉大学医学部附属病院泌尿器科講師
坂　本　信　一

（聞き手　山内俊一）

　尿路結石についてご教示ください。
　１．尿路結石の原因について、またどんな種類があるのか。
　２．  尿路結石の予防について。例えば、尿酸結石は尿をアルカリ性に近づけ

れば結石ができにくいとのことですが、他の結石もすべてアルカリ性が
いいのか。シュウ酸結石はむしろ酸性尿がいいのではないか。

　３．  高尿酸血症は血管に影響が及ぶとのこと。腎ではどの部位に一番影響を
及ぼす可能性があるのか。輸入に、糸球体に、輸出に、それ以降？　ま
た、グリコカリックスを障害する可能性は？

 ＜鹿児島県開業医＞

尿路結石

　山内　坂本先生、まず尿路結石の原
因についてですが、なかなか難しそう
です。いかがでしょうか。
　坂本　基本的に結晶と結石とは違う
のです。結晶というのは、飽和して融
解、溶解できなくなってしまった塊が
結晶です。尿中など、検査すると結晶
を認めて、基本的には例えば検査の担
当者が、結晶の形によって、これはシ
ュウ酸の結晶とかシスチンの結晶とか
いうのです。
　結晶は無機質ですが、それにマトリ
ックス成分などの有機物質がくっつい

て結石になります。ですので、結晶が
あったとしても、例えば試験管の中で
結石をつくろうと思っても、結石は絶
対にできません。体の中で結晶が腎臓
内にできた場合、その周辺からまた結
晶が組織を傷害したり、あるいはサイ
トカインやケモカインなどを出して、
そこからマトリックスみたいなものが
だんだんできて、そのマトリックスと
融合して、無機質と有機物質が融合し
て結石になります。
　ですので、結石ができるというメカ
ニズムは非常に複雑です。基本的には

そのような有機物質と無機質のインタ
ーラクションです。
　山内　結合みたいなものですね。
　坂本　結合でできます。
　山内　次に種類ですが、ある程度種
類別の頻度のようなものがあるかと思
います。このあたりをご紹介願えます
か。
　坂本　ちょうど自分が事務局になり
まして、2015年に日本全国の疫学調査
という尿路結石の調査を行いました。
その結果ですが、一番頻度が高いのが
シュウ酸カルシウム結石で８割ぐらい
です。その次に多いのが尿酸的な結石
で3.4％。その次に遺伝性の結石のシス
チン結石が１％です。
　以前は非常に多かった感染性の結石
ですが、例えば1965年の調査のときは
だいたい7.5％で２番目に多い結石だっ
たのですが、2015年の疫学調査では0.7
％と過去50年間で日本では感染性結石
が1/10ぐらいに減っています。だいた
いそのような内訳となります。
　山内　尿酸結石というのは意外に少
ないものなのですね。
　坂本　1960年代ぐらいから、５％前
後で推移したのですが、今回の調査で
は３％に下がっています。今回の結石
の調査で特徴的なのは、50年間ずっと
連続していた結石の増加率が、今回初
めて飽和したというか、少し下がった
のです。ですので、それがもしかした
ら尿酸結石が下がった一つの原因でも

あるかもしれません。
　尿酸結石というのは、皆さんご存じ
のように、体質、メタボリックと関係
するといわれていますので、日本人に
ついては過去の10年間でメタボリック
に対する認知度が上がった、あるいは
食生活が以前より改善されて尿酸結石
になりやすいような因子が減った可能
性もあるかと推測しています。
　山内　次の質問ですが、尿路結石の
予防についてまずメタボ体質を改善す
ることが出てくるのですね。
　坂本　おっしゃるとおりだと思いま
す。メタボリックな体質はシュウ酸カ
ルシウム結石などに影響します。先ほ
ど尿酸結石の話もありましたが、シュ
ウ酸と尿酸はメタボリックによって非
常に大きく変わってくるといわれてい
ますので、その影響は大きいと思いま
す。
　山内　これに絡むかもしれませんが、
食事のタイミングなども含めて、食習
慣との関連についてはいかがですか。
　坂本　食習慣は非常に大事だと思い
ます。プリン体の多いものとして、肉
類とか、ホウレンソウも多いといわれ
ていますが、ビールもある意味プリン
体が多いです。そのようなものを摂取
するとシュウ酸の濃度は明らかに上が
ります。
　先ほどタイミングとおっしゃいまし
たけれども、結石ができやすいタイミ
ングというのは、だいたい夜寝ている
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ときなのです。寝ているときは水の補
充がないですし、汗をかきます。です
ので、特に夜、例えばビールを飲んで、
焼き肉を食べて、のどが渇いた状況で
寝ると、尿中のシュウ酸濃度は非常に
上がります。そういうことからシュウ
酸カルシウムの予防という意味ではや
らないほうがいいと言えるかもしれま
せん。
　山内　夜寝ている間にできやすいと
いうことですか。そんなに短期間にで
きるものなのでしょうか。
　坂本　非常に重要な点だと思うので
すが、結石の患者さんは夏を過ぎたぐ
らい、９月とか10月ぐらいに非常に増
えるのです。逆に冬の間は比較的少な
いです。そういうことを考えると、１
年間でリズムがありますので、おそら
く夏の間に結石をつくって、９月に発
症するということを考えると、基本的
には１カ月とか、もしかしたら週単位
という短い期間でできるかと私は思っ
ています。
　山内　それは初めて聞きました。何
となくイメージとしては長い間かけて
できるという気がしますが、そうでも
ないのですね。
　坂本　そうかもしれません。
　山内　少し話を戻しますが、尿酸結
石自体は少ないようですが、尿酸とシ
ュウ酸との何らかの相互作用で石がで
きやすいことも事実としてあるのでし
ょうか。

　坂本　文献などによりますと、基本
的には例えば高尿酸血症を伴う人、痛
風患者さんに多いと思うのですが、痛
風患者さんで明らかに増える結石とい
うのは、尿酸結石よりむしろシュウ酸
結石といわれています。そのメカニズ
ムの一つとしては、尿酸の濃度が上が
るとシュウ酸の飽和度といいますか、
溶解度が少し下がってしまって、結晶
化しやすいという話もあります。尿酸
値が高い方は、尿酸結石はもちろん気
をつけなければいけないですが、シュ
ウ酸結石にも十分気をつける必要があ
ると言えると思います。
　山内　予防として、昔から水をよく
飲めというのがありますが、それでよ
いのでしょうね。
　坂本　基本的にはだいたい1.5～２L
飲むべきだといわれています。例えば
自分が以前、船橋クリニックという結
石の専門クリニックで働いた時のこと
ですが、患者さんに１日1.5L飲んでく
ださいと言うと明らかに減る、と院長
が言っていました。尿の基本は薄める
ことですから、例えばシュウ酸が高く
ても２倍飲んで、もしかしたら1/2ぐ
らいになれば濃度が減ります。一番簡
単な予防としては水を飲むということ
が言えると思います。
　山内　昔、ビールを飲んで出すとい
う話がありましたが、どうなのでしょ
うか。
　坂本　正直な話、自分が研修医のと

きはよく先生が「ビール飲んで出すん
だよ」と言っていた時代もありました
が、ビールは、まずプリン体が非常に
高いです。アルコールの中でも抜群に
高いですので、シュウ酸結石のリスク
になります。もう一つは利尿効果があ
るので、脱水になります。ビールを飲
むのが朝で、飲んで水を補えばいいで
すが、だいたい皆さん、夜に飲みます。
そうするとビールを飲んでそのまま寝
る。すると利尿効果によって脱水にな
って、尿の濃度が上がってシュウ酸濃
度が上がる。
　そう考えると、やはりビールを飲む
のは、今の泌尿器科の中では推奨しな
い。むしろやめたほうがいいというこ
とになっています。
　山内　治療方針ですが、我々はよく
超音波で何㎜の石がありますといった
ときに、これをどうしようかと考える
のですが、いかがですか。
　坂本　結石に関しては、以前からあ
るのが体外衝撃波です。体外衝撃波の
適応はだいたい１㎝より小さい石とい
われています。小さい石であれば体外
衝撃波で割ってもいいと思うのですが、
硬性鏡という尿管にある結石を割る内
視鏡が以前からありました。それに加
えて最近は軟性鏡という、いわゆる気
管支鏡みたいな、軟らかい、曲げるこ
とができる内視鏡で治療ができます。
　例えば腎臓の石を体外衝撃波で割っ
たとしても、石が出たかどうかは、次

の日にレントゲンで見て、「ああ、石
が出たみたいだね」とか「まだ残って
るね」と言われたものです。今は軟性
鏡で手術すると、目の前で「取れたよ」
といって、手術が終わったときには 
「これが石だよ」と見せることができ
ます。非常に結果がわかりやすいので、
どんどん軟性鏡の手術が増えているの
が現状です。
　山内　むしろ衝撃波は減ってきてい
る。かなり痛いという話もありました
が、これも絡むのでしょうか。
　坂本　体外衝撃波の場合、日帰りで
行う場合もありますので、そうすると
麻酔薬も限界があります。坐薬などで
対処すると、痛みがどうしても出てし
まいます。そういう意味でも体外衝撃
波の痛みはリスクがあると思います。
　山内　内視鏡のほうが確実に取れる
のでしょうね。だんだん内視鏡の時代
になってきたということですね。
　坂本　そうですね。ただ、例えば合
併症が多い方だと体外衝撃波ももちろ
ん大事ですので、全身状態を含めた考
えもあるかと思います。
　山内　３㎜とか４㎜とか小さいもの
はいかがでしょうか。
　坂本　そういう石ですと、症状があ
れば治療したり、あるいはステントと
いう、わきを通るような管を入れたり
しますが、基本的には症状がなければ
経過観察で見ることが多いです。
　尿管を拡張する作用としてα１ブロ
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ときなのです。寝ているときは水の補
充がないですし、汗をかきます。です
ので、特に夜、例えばビールを飲んで、
焼き肉を食べて、のどが渇いた状況で
寝ると、尿中のシュウ酸濃度は非常に
上がります。そういうことからシュウ
酸カルシウムの予防という意味ではや
らないほうがいいと言えるかもしれま
せん。
　山内　夜寝ている間にできやすいと
いうことですか。そんなに短期間にで
きるものなのでしょうか。
　坂本　非常に重要な点だと思うので
すが、結石の患者さんは夏を過ぎたぐ
らい、９月とか10月ぐらいに非常に増
えるのです。逆に冬の間は比較的少な
いです。そういうことを考えると、１
年間でリズムがありますので、おそら
く夏の間に結石をつくって、９月に発
症するということを考えると、基本的
には１カ月とか、もしかしたら週単位
という短い期間でできるかと私は思っ
ています。
　山内　それは初めて聞きました。何
となくイメージとしては長い間かけて
できるという気がしますが、そうでも
ないのですね。
　坂本　そうかもしれません。
　山内　少し話を戻しますが、尿酸結
石自体は少ないようですが、尿酸とシ
ュウ酸との何らかの相互作用で石がで
きやすいことも事実としてあるのでし
ょうか。

　坂本　文献などによりますと、基本
的には例えば高尿酸血症を伴う人、痛
風患者さんに多いと思うのですが、痛
風患者さんで明らかに増える結石とい
うのは、尿酸結石よりむしろシュウ酸
結石といわれています。そのメカニズ
ムの一つとしては、尿酸の濃度が上が
るとシュウ酸の飽和度といいますか、
溶解度が少し下がってしまって、結晶
化しやすいという話もあります。尿酸
値が高い方は、尿酸結石はもちろん気
をつけなければいけないですが、シュ
ウ酸結石にも十分気をつける必要があ
ると言えると思います。
　山内　予防として、昔から水をよく
飲めというのがありますが、それでよ
いのでしょうね。
　坂本　基本的にはだいたい1.5～２L
飲むべきだといわれています。例えば
自分が以前、船橋クリニックという結
石の専門クリニックで働いた時のこと
ですが、患者さんに１日1.5L飲んでく
ださいと言うと明らかに減る、と院長
が言っていました。尿の基本は薄める
ことですから、例えばシュウ酸が高く
ても２倍飲んで、もしかしたら1/2ぐ
らいになれば濃度が減ります。一番簡
単な予防としては水を飲むということ
が言えると思います。
　山内　昔、ビールを飲んで出すとい
う話がありましたが、どうなのでしょ
うか。
　坂本　正直な話、自分が研修医のと

きはよく先生が「ビール飲んで出すん
だよ」と言っていた時代もありました
が、ビールは、まずプリン体が非常に
高いです。アルコールの中でも抜群に
高いですので、シュウ酸結石のリスク
になります。もう一つは利尿効果があ
るので、脱水になります。ビールを飲
むのが朝で、飲んで水を補えばいいで
すが、だいたい皆さん、夜に飲みます。
そうするとビールを飲んでそのまま寝
る。すると利尿効果によって脱水にな
って、尿の濃度が上がってシュウ酸濃
度が上がる。
　そう考えると、やはりビールを飲む
のは、今の泌尿器科の中では推奨しな
い。むしろやめたほうがいいというこ
とになっています。
　山内　治療方針ですが、我々はよく
超音波で何㎜の石がありますといった
ときに、これをどうしようかと考える
のですが、いかがですか。
　坂本　結石に関しては、以前からあ
るのが体外衝撃波です。体外衝撃波の
適応はだいたい１㎝より小さい石とい
われています。小さい石であれば体外
衝撃波で割ってもいいと思うのですが、
硬性鏡という尿管にある結石を割る内
視鏡が以前からありました。それに加
えて最近は軟性鏡という、いわゆる気
管支鏡みたいな、軟らかい、曲げるこ
とができる内視鏡で治療ができます。
　例えば腎臓の石を体外衝撃波で割っ
たとしても、石が出たかどうかは、次

の日にレントゲンで見て、「ああ、石
が出たみたいだね」とか「まだ残って
るね」と言われたものです。今は軟性
鏡で手術すると、目の前で「取れたよ」
といって、手術が終わったときには 
「これが石だよ」と見せることができ
ます。非常に結果がわかりやすいので、
どんどん軟性鏡の手術が増えているの
が現状です。
　山内　むしろ衝撃波は減ってきてい
る。かなり痛いという話もありました
が、これも絡むのでしょうか。
　坂本　体外衝撃波の場合、日帰りで
行う場合もありますので、そうすると
麻酔薬も限界があります。坐薬などで
対処すると、痛みがどうしても出てし
まいます。そういう意味でも体外衝撃
波の痛みはリスクがあると思います。
　山内　内視鏡のほうが確実に取れる
のでしょうね。だんだん内視鏡の時代
になってきたということですね。
　坂本　そうですね。ただ、例えば合
併症が多い方だと体外衝撃波ももちろ
ん大事ですので、全身状態を含めた考
えもあるかと思います。
　山内　３㎜とか４㎜とか小さいもの
はいかがでしょうか。
　坂本　そういう石ですと、症状があ
れば治療したり、あるいはステントと
いう、わきを通るような管を入れたり
しますが、基本的には症状がなければ
経過観察で見ることが多いです。
　尿管を拡張する作用としてα１ブロ
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ッカーという薬が比較的使えますが、
承認外になりますので、その点は注意
が必要です。そのような薬が結果とし
て尿管の拡張作用になり、排泄の促進
効果がある可能性があります。特に痛
みに関しては、尿管のけいれんなどを

抑える可能性がある、痛みに関してメ
リットがあるので、内服薬によって経
過を見るという流れが最近は多いかも
しれません。
　山内　どうもありがとうございまし
た。 日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科教授

大　島　猛　史
（聞き手　山内俊一）

　耳鳴りについて、治療方法、悪化しないための生活上の注意（予防がもしあ
ればそれを含めて）をご教示ください。
 ＜三重県開業医＞

耳鳴り

　山内　そもそも耳鳴りというのは耳
の局所で起こっているものなのか、脳
が絡むのかといったあたりから教えて
いただきたいのですが。
　大島　耳鳴りは、その起源について
はいろいろ言われているのですが、最
近は耳自体よりも、むしろ中枢が起源
ではないかという考えが主流だと思い
ます。
　耳鳴りのメカニズムはまだ完全にわ
かっているわけではありませんが、耳
鳴りの多くの方は難聴を伴っています。
蝸牛からの聴力の信号が中枢に伝わる。
それがかなり小さくなる、あるいは途
絶する。そうすると、中枢聴覚部の抑
制系の活動がかえって低下して、それ
によって中枢の神経に過剰な興奮が生
じるといわれています。これが耳鳴り
のメカニズムです。つまり、耳鳴りは

耳ではなくて、むしろ脳に起源がある
と考えられています。
　山内　さて、その耳鳴りですが、非
常に漠然とした訴えも多いので、もう
少し症状を客観化できないかと思うの
ですが、何か新しい方法はあるのでし
ょうか。
　大島　耳鳴りは、患者さん自身にし
かわからない音の感覚で、患者さんの
訴えも非常に千差万別になります。ま
ずは問診票で、どのような音なのかを
聞き取る試みが広くなされています。
患者さんは、ジーッ、キーン、あるい
はセミの鳴くような音とか、いろいろ
な表現をされるのですが、そういった
ものを患者さんの言葉で聞き取ること
をします。
　あと、なるべく客観的に患者さんの
耳鳴りを評価する方法として、ピッチ
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