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緒 言

近年学校,職 域,地 域住民の健康管理の目的で検

尿の機会 と,そ の重要性 が増加 してい る.集 団検尿

時 に発見 され る無 自覚性蛋 白尿の多 くは一般 的腎機

能検査 では異常 が無 く,ま た尿沈渣で も赤血球,白

血球 が散見 され る程度 で無害性蛋白尿 であるか,腎

疾患 による ものか は臨床的 に鑑別が困難 なこ とが多

い.こ のた め尿蛋 白の質的検討1)や,酵 素学的2)な面

よ りの追求が行なわれて いるがその病態 の解明 まで

には到 ってい ない.著 者 らは,さ きに岡山大学学生

に集 団検尿 を行ない発見 された尿蛋 白陽性者 につ い

て経年 的観察 を行ない,頻 回の検尿 と尿沈渣所見の

重要性 を指摘 した3)が, Levitt4)は35～47年 にわたる

観察 で,腎 炎 と診断 され た場合 はその死亡率 は43%

と高 く,腎 炎 と診断 されない場合 では死亡率20%と

低 い ことよ り早期診 断の確立 とその治療の重要性 を

強調 している.一 方 井上 ら6)は集検時の尿蛋白陽性

者 は再検尿時 には約 その1/3が, Wolman6)は その

47%が 陽性 を示す にす ぎないとしてい る.又 井上 ら

は持続性蛋白尿 は1%以 下 であるとしてい る.又 持

続性尿蛋白陽性者 につ いて最長11年 間の追跡調査で

は年 と共 に尿蛋白の消失す る割合 いが増 え, 11年 目

には57%が 消失す ると云 う報告7)も あ る.こ のよ う

に蛋白尿 の評価 は困難で あるところか ら,著 者 らは

高杉 ら8)の5回 検尿法 を行ない尿蛋白排泄pattern

と尿 中赤血球,既 往歴, Hematocrit値,血 圧,腎

機能検査とを比較することにより蛋白尿の意義につ

いて検索 する こととした.

検索対象並びに検査項目

Table 1　Excretion pattern of urinary protein

Abbreviations: A. a showed negative urinary 

protein in all urine specimen. B. b showed 

positive urinary protein at first examination

 and negative urinary protein at second or th

ird examination, C. c showed positive urinary 

protein in all urine specimen.

岡 山大学津島地区学生6.404名 中,集 団検診 を受 け

た者4.740名(74.0%)の うち,尿 蛋白陽性者 は246

名(5.2%)で あった.そ の うち再検尿 にて尿蛋白陽

性 の68名 を検索対象 とした.尿 蛋 白排泄のpattern

は高杉 らにな らい5回 検尿法(① 検査前 日の就寝前,

② 検査当 日の起床時,③ 保健管理 センター到着時,

④ 仰臥安静1時 間後,⑤ 同2時 間後 の5回 の検尿)

を行ない,尿 蛋 白はsulfosalicylic acid法 で検査

した.そ の蛋白半定量 によ り(表1)の よ うに3群 に

分類 した.既往歴 は蛋 白尿の指摘 を受けたが明らかな
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腎炎 と診 断を受 けた ことのない ものと,蛋白尿 と同時

に過去 に明 らかな急 性腎炎,慢 性腎炎の診 断を受 け

た ことのあ るものとに分類 した.尿 沈渣 中赤血球数 は

5回 の各尿について1,500回 転/分 で5分 間遠 沈 した

後, 400倍 で鏡検 しその最高 値で示 した. Hematocrit値

は高速遠 沈器に よる毛細管法9)(耳朶 血)で測定 した.

その他ASLO値, PSP排 泄試験,血 清尿 素 窒 素

(U-N),血 清Cholesterol,血 清総蛋 白(T. P),

 A/G比 並 びに血圧 を同時に測定 した.ま た一部 には

肝機能検査 としてThymol溷 〓試験(TTT),硫 酸

亜鉛溷 〓試験(TTT), Cephalin-cholesterol架 状

試験(CCLF)や 腎生検法 によ り組織学的検査 も施

行 した.

検 査 成 績

1. 尿蛋 白排泄 の型

表1の 方法 で就寝前 と起床時の2回 の検尿 で とも

に陰性(a),就 寝前 陽性で就寝後 陰性の型 を とる体

位性(b),就 寝前後共 に尿蛋 白陽性の持続性(c)と,

保健管理 セ ンター到着時,仰 臥安静後1時 間,同2

時 間の3回 の検尿 にてすべ て尿蛋 白陰性 の(A),到

着 時陽性であ って仰 臥安静 によ り尿蛋 白が陰性化 す

る体位 性(B),持 続性 にすべて陽性 を示す(C)と に

分 類 し,そ の両 者の組み合わせによ り9群 に分 け相

互の関係 を比較検討 した.そ の成績 は(表2)に 一 括

して示 した.す なわち就寝前 と起床時 の検尿 にて共

に尿蛋 白陰性 の(a)型 は68例 中34名(50%)で,到

着時,仰 臥安静1時 間,同2時 間後共す べて陰性の

(A)型 は23名(33.8%)で あった.体 位 性蛋 白尿 と

判定 され た ものは,就 寝前後 の検 尿によ る(b)型17

名(25%), 2時 間安静 法によ る(B)型33名(48.5

%)で あ った.又 いづ れ の方 法 で も持 続 性 を呈 した

もの は10名(14.7%)で あ った. c-A型 の もの は1

例 も認 め られ な か っ た.

Table 2•@ Cases in each group classified with 

the excretion pattern of urinary protein

Abbreviations: A. a; B. b; C. c are same 

as table 1.

2. 既往歴

表2の 各群で過 去 に蛋 白尿 の指摘 を受 けた者 と,

明 らかに急 性腎炎 と診断 し得 る.ま たは腎炎の既往

歴の ある者 とに分類 し比較検討 した.そ の結果 は(表

3)の 如 く, 5回 のいず れの尿 で も陰性のa-A群 で蛋

白尿の指摘 を受 けた もの は12名 中3名 であ るが,腎

炎の既往歴 はな く,体 位性 をとる ものの中には腎炎

の既往歴 が少数 認め られ た.持 続性 の群 では8名 中

4名 に蛋 白尿 の経験 が あ り,ま たその半数 が腎炎の

既往歴 を有 して いた.

Table 3　Past history

Former number showed the case with past 

history of proteinuria.

 Latter number showed the case with past hi

story of proteinuria and nephritis.

3. 尿 沈渣 中赤血球

Table 4　RBC in urinary sediment

Former number was the case with RBC ra

nged from 0 to 5 in high power field.

Latter number was the case with RBC ran

ged over 6 in high power field.

5回 の尿につ いて(表4)に 示すよ うに1視 野中
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0-5個 の赤血球 の出現例(前 欄)と1視 野中6個

以上 の赤血球数 が認 め られ る者(後 欄)と に分類 し

た. a-A群19名 中4名 は1視 野5個 以下の赤血球 を

認 めにが6個 以上 の出現者 はな く, b-B, c-C群 と

次 第に6個 以上 の尿 沈渣 中赤血球 出現者の全例 に対

す る割合 いが増加 し, c-C群10名 中8名 に尿中赤血

球が認 め られその半数4名 が6個 以上 の赤血球 出現

を見てい る.

4. Hematocrit値

Hematocrit値 は,各 群 におけ る平均値上標準偏

差の値 は正常域 値内にあ り有意 の差 はなかった.

5. ASLO値

ASLO値 は166 Todd単 位以下 を正常値 とした.

異常者 は(表5)の 様 にな り, a群28名 中7名, b群

15名 中8名, c群14名 中5名 が高値 を示 した.(な

お受診時の診察 では感染症,そ の他の病的所見は認

めていな い.)尿 蛋 白排泄型b群 でASLO値 の異常

高値 を示 した8例 中6例 にSigmamycin 1.0g/日

を4回 にわけ1週 間連 日投与 した後のASLO値 は

表8に 示す よ うに全例 に低下が認 められ6例 中4例

は正常値 とな った.又 尿蛋 白排泄 は6例 中4例 に減

少或 いは消失が認 め られ たが,尿 蛋 白の改善が認 め

られ ない例が2例 存在 して いた.

Table 5　ASLO

The upper row showed the cases with abn

ormal high value and the total cases was sh

own in the lower.

6. PSP排 泄試験

PSP 15分 値 と120分 値の成績 は表6お よび表7に

示 したが,何 れ も正常範囲 内の変動 で各群間 に有意

の差 は認 め られ なか った.

7. 血液化学 検査

U-N値, Cholesterol,総 蛋 白量並 びにA/G比

はいずれ も正常範囲 内の動揺 で各群 間に有意の差 は

なか った.尿 蛋 白排泄型b-B, b-A, b-C群15名 中

ASLO値250 Todd単 位以上の高値 を示 したそれぞ

れ4例, 3例, 1例 の計8例 の肝機能検査成績は表

8の ごと くでTTT, ZTT, CCLFで は異常 は認 め

なかった.

Table 6　 PSP (15min.) (%)

(M±SD)

Table 7　 PSP (120min.) (%)

(M±SD)

Table 8　 Liver function test, ASLO and Type

 of Proteinuria

(): ASLO titer after drug administration.

* Proteinuria decreased after drug adminis

tration.

8. 腎生検組織像

c-C群 中の3例 に施行 した.組 織 像では糸球体 の

軽度 の膨大, Mesangiumの 増加等 の急性腎 炎 回 復

期 を示す像 の もの1名,糸 球体 基底膜 の肥厚を主 と

した木下 の亜慢 性腎炎像 が2名 に認め られた.
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9. 血 圧

表9-1の ご と く高 血 圧 は68例 中5名(7.4%),

低血 圧2名(2.9%)で 体位型蛋 白尿群30例 のASLO

値別の成績 は表9-2の ごとくで両群に差は認 め ら

れなか った.

Table 9-1　 Blood Pressure

Table 9-2•@ Minimum Blood Pressure in groups of 

positional proteinuria

総括並 びに考案

集団検診時に認 め られる無 自覚性蛋白尿について,

 Corbies10)は 小学生6931名 の集検で0.19%に 蛋白尿

が陽性であ るとし,又Larsson11)ら は若年者群ほ ど

高令者群よ り尿蛋 白陽性者 が多 いことを認めている.

大学生 では北村 ら12)は3～5%,井 上 ら5)は5～6%,

 Larssonら11)は 病院勤務 の 婦人634名 の うち5.9%

に,著 者の うち近藤が まとめた4年 間 の成績 では4.2

%に 認め られてい る.こ れ ら尿蛋 白陽性者は検 尿を

繰 り返 えす か,血 圧測定,一 般腎機能検査,血 液化

学検査等 を施行 して経年的 に経過 を観察 してい る所

が多いが,そ れ らによって も腎疾患の確定 診断は困

難 な例 が多い.間 歇性蛋 白尿 を示 し機能的には正常

範囲 内にあって も,組 織像 では高度の変化を示す も

のが あることは,高 橋 ら13), Robinsonら14)を 始 め,

諸家の認 むるところで ある.他 方持続性蛋 白尿 を呈

す る者の多 くは長期間の うちには陰性化 す ることも

知 られてい るが5)7), King15)らは持続 性蛋 白尿の場合に

は陰性化は少ない としてい る.こ の点,著 者 ら も頻

回の検尿 と尿沈渣所見の重 要性 を認め既に報告 した

が,今 回は蛋白尿の排泄の型 と一連 の検査 成績 を対

比す ることによ り病態の推測が可能であ るか否 かを

検討 した.尿 蛋 白排泄の型の分類 は高杉 らの方法によ

ったが,群 別の分布状態は高杉 らの報告 と同様c-A

又 はa-C型 は少 な く,著 者 らの例 ではa-C型 はみ

とめなか った.そ の他の型の分布 も高杉 らのそれ と

ほぼ一致 した.既 往歴 では高杉 らは尿蛋 白陽性者の

4%に 蛋 白尿,腎 疾 患 の病 歴が, Larssonら11)は

17.2%に 蛋白尿歴が あった としてい るが,著 者 らは

体位 性型,持 続 性型 の半数 に蛋 白尿の既往歴があ り,

腎疾患の既往歴の頻度 が間歇性,体 位性,持 続性の

順 に増加 す ることを認 めて いる.尿 沈渣 中赤血球に

ついては,尿 蛋 白陰性群で は赤血球 が認 め られて も

す べて1視 野に5個 以下で あった.こ れ に対 して持

続 す る尿蛋 白を呈す る もの は10名 中8名 に赤血球 出

現 を認め, 1視 野に6個 以上の赤血球出現が過半数

を占めてい るので, 1視 野 に6個 以上の赤血球出現

を認め るものは注意 を要す ると思 われた. Hemato

crit, PSP試 験, U-N, Cholesterol, T. P並 びに

A/G比 の異常出現率 は既 に報告 した3)が,こ れら各

項 目について尿 蛋白排泄の型各群間の差異 と有意 の

差 はな く,こ れ らの検査 よ り無害性蛋白尿 と腎疾患

とを鑑別す ることは出来なか った.血 圧 に関 しては

King16)は蛋白尿 を呈す る若年 集団の血圧 について検

討 を加 えてい るがその中で起 立性蛋 白尿者の15%に

90mmHg以 上の拡張期圧の上昇 を認めて いるが,著

者 らの例 では特 に有意の上昇 は認め られなか った.

持 続性c-C群 では腎生検 を施行 した全 例 に糸球 体

や基底膜 の病変が認められ, Larssonら11)の 持続性

蛋 白尿を示 した例は慢性腎盂腎炎で あった と云 う報

告 や, Phillippiら17)の 持続性蛋 白尿の74%に 糸球体

変化 を認めた と云 う報告に類す ると思われた.又 間

歇性型あ るいは一過性蛋白尿型 はその経過が良好 と

思 われ, Larssonら18)は4年 間の経年観察で間歇型

蛋 白尿の4/5が 陰性化したとの報告 や, Robinson19)

の5年 の観察では腎機能障害 はな く, 10%程 度に腎

組 織変化 が認め られ るにす ぎないとの報告 とよく一

致 した.体 位性蛋白尿 につ いて は,山 本 ら20)は学童

では21%に 認め られて お り,鈴 木21)は腰部牽引時に

尿蛋 白陽性 とな る例 を11%程 度 に認 めて お り,そ の

ことよ り体位性蛋白尿 は血行動態 の変化 と関係があ

るで あろ うと報告 して いる.ま た就床 によ る腎血流

量 の増加 による尿量の増大 によ り比較的に尿蛋 白濃

度 が減少 す ること も考 えられ るし,逆 に運動時 には

尿蛋白が陽性 にな り易 い ことや,内 分泌機能や感情

的要因に よって尿蛋 白陽性 にな ること も知 られてい

る22).従って体位性蛋 白の発生 原因 を解明す るのは困

難であ る.

ASLO値 は就寝前 後の尿 が蛋 白陰性の群と持続陽

性の群 に比 して体位性 の群 に陽性例 が多 く,後 者で

は半数以上 に異常値 を認めた. ASLO値 は肝疾患,
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ネ フローゼ,結 核性肋膜 炎な どで も上昇す ることが

知 られてお り, cholesterolや β-lipoproteinに よ

る非特異反応 とされてい る23)24)が,検索 した体位型

(b)群 でASLO高 値 を示 した8例 では,肝 機能検

査成績で異常 を示 した例 はな く,ま た間接X線 写 真

で結核性病変 は認 め られなか った し,更 に抗生物質

の投与 によってASLO値 の改 善,尿 蛋白排泄 の減

少 を認 めたこ とか ら,不 顕性の溶連菌 感染 症に基ず

く体位型 の尿蛋 白排泄群 が含 まれてい ることも考 え

られた.こ の体位 型蛋 白尿の排 泄型 がいわゆ る起 立

性蛋 白尿 であるか,腎 炎や腎盂腎炎な どの軽度 あ る

いは回復期 の ものか どうかは今後の追求が必 要 と考

え られるが, ASLO陽 性率はLarssonら18)も 体位

型 で高値 を示す ことが多い としてい るし,楠 ら25)の

先行感染不 明の慢 性腎炎での陽性率12%に 比較 して

高率 であ ることか ら,う 歯,扁 桃腺 炎な どの合併 も

当然考慮 してお くべ き もの と思われた.大 国26)は小

児 ではASLO値 が800 Todd単 位 以上の高値 を示

した例 で も比較 的その上昇の早期に リュウマチ熱や

急性腎炎 を発病 しない限 りは後にな って これ らの疾

患 に進展す る例 は少な く,又 腎炎,リ ュウマチ熱の

ごとく特定 疾患 でない非特定疾患が48.2%も 存在 し

た とい う報告 は,著 者 らの例 と考 えあわせ ると興味

深 い.以上の ことよ り体位性 には種 々の要 因があ り,

その病態 の追求 が望 まれ るが,高 杉 らの5回 検尿法

による群別分類 は有意 義の もの と思 われ,既 往歴,

尿 中赤血球1視 野6個 以上の出現には注意 すべ き も

の と思 われた.

結 語

岡 山大学学生68名 に5回 検尿 を施行 し,そ の尿蛋

自排泄の型 によ り9群 に分類 した.同 時に施行 した

既往歴,尿 沈渣 中赤血球, Hematocrit値, PSP排

泄試験, U-N, T. P等 の検 査結果 が各群間にいかな

る差 を持つか比較検討 し次の結果 を得 た.

1) 就寝前-起 床時の尿 による2回 検尿法 と2時

間安 静法に よる3回 検尿法 との結果 は一致せ ず,検

尿回数 の多い方が有利 と思われ た.検 尿時常 に陰性

を呈す る間歇性蛋白尿者が27.9%に 認 め られ た.

2) 尿蛋白排泄の型 を就寝前-起 床時 と もに尿蛋

白陰性群(a),就 寝前尿蛋 白陽性 で起床時陰性の(b),

両者 ともに陽性(c)と,管 理セ ンター到着 よ り1時 間

2時 間安 静後の検尿にて常に陰性(A),安 静 によ り尿

蛋白が陰性化す る体位性(B),持 続性に陽性群(C)に分

類 し,そ の組み合 わせに よ り9群 に分類す ると,そ

の 頻度 はa-A群27.9%, b-B群17.6%, c-C

群14.7%でa-C群 は0%で あった.

3) 各群 にお ける尿沈渣中赤血球は,陰 性群では

1視 野5個 以内 にとどま り,持 続型では10名 中5名

に赤血球出現が あ り1視 野6個 以上の ものがその半

数 を占めた.

4) 各群 にお ける既往歴で は持続型,体 位型,間

歇型の順 に腎疾患の既往者率 は減少 した.

5) 体位型の過半数 にASLO値 の上昇が認め ら

れ,抗 生剤投与 によ りASLO値 の低下尿蛋 白の改

善が認 め られ,こ の型の尿蛋 白陽性者 には感染症が

何 らかの影響 を与 えて い る可能性が考 え られ た.

6) 各群 にお けるPSP排 泄試験, U-N, chole

sterol, T. P. A/G比 等の検査成績は,い ずれ も正

常範囲内 にあ り有意の差 はなか った.

7) 持続型の3例 の腎生検組織 には腎疾患 の存在

が認 め られ た.

以上集団検尿時 に発見 され る尿蛋 白陽性者 の精密

検査 には5回 検尿,既 往歴,尿 沈渣中赤血球, ASLO

を指標 とす るこ とが有意義 であ ると思 われた.
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Clinical studies on the pattern of urinary protein excretion of 

college student discovered proteinuria by periodical examination.

The first department of internal medicine. Okayama university medical school

(Director: Prof. Kiyowo KOSAKA)

Mamoru HIROHATA, Yutaka WATANABE, Kanji MIYOSHI, 

Kenji SEO and Tadasuke KONDO.

and

Okayama university health service center

(Director: Associate Prof. Takahiro YAMABUKI)

Takahiro YAMABUKI and Tosio TAKANO

Sixty-eight of Okayama university students who discovered by periodical examination was 

investigated by five urine specimen method, and classified in nine groups by the pattern of pro

teinuria. Simultaneously, past history, urinary sediment, hematocrit, PSP, Urea-N and total

 serum protein was investigated and comparative studies among each group was studied. Percen

tage of positive proteinuria discovered by two urine specimen examination (before bed and early

 morning) and three urine specimen examination (on arrival, one hour rest and two hours rest)

 was not coincided, so these results suggest the more urine examination make the better discovery 

of proteinuria, because intermitent proteinuria was 27.4% who showed negative urinary protein 

on the examined day. Type of urinary protein excretion pattern was classified as follows; pro

teinuria was negative both at before bed and in the early morning (a), positive urinary protein 

at before bed and negative in the early morning (b), urinary protein showed positive both at 

before bed and in the early morning (c): proteinuria was negative on arrival at health service 

center, after one hour rest, and after two hours rest, intermitent type (A), urinary protein 
changed from positive to negative by rest, positional type (B), and always positive urinary 

protein, persistent type (C). Nine groups was made by the combination of these types.

Ditribution of groups was 27.9% (a-A group), 17.6% (b-B group), 14.7% (c-C group)

 and 0% (a-C group).

Incidence of red blood cell in the urinary sediment in each group was under five red blood 

cell count in one high power field in negative group, and microhematuria was found in five of ten

 cases of persistent type and three of them showed over six blood cell count in one high power field

Incidence of renal diseases in past hisotry decreased in the order of persistent type, pos

itional type and intermitent type of proteinuria. High ASLO titer was found in over half cases 

of positional type and ASLO titer & proteinuria was decreased after administration of antibiotics

 (Sigmamicin). Possibility of infection influenced on the proteinuria of positional type was sus

pected. Results of PSP, Urea-N, Cholesterol, total protein and A/G ratio were in normal range 
and no signifficant difference among each group. Histological findings by renal biopsy from three 

cases of persistent type elucidated the presence of renal diseases. According to the results, 

examination of five urine specimen, past history, urinary sediment (red blood cell count) and 
ASLO was the important items of the examination of proteinuria discoverd by perioidical exami

nation of college student.


