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緒 言

腎石症 及び尿管石症 においては,そ の主要

症状の一 つに疝痛発作が挙げられてい るこ と

で も明かな よ うに,か な りの頻度に疝痛発作

が見 られる ものであ る.そ の際 に尿量及び尿

比重に変化 の来 るこ とも先人の報告に も見 ら

れ るところである.か ゝる疝痛発作時 におけ

る腎機能の研究は排泄性腎盂撮影法の出現 と

共 に臨床実験が見 らるよ うにな り,造 影剤の

排泄の遅速に よつ て疝痛側 の腎機能 と反対 側

のそれ との比較がな されてい る.し か し腎石

症及び尿管石症におけ る疝痛発作の水試験に

及ぼす影響についての研究,報 告は未だ見 当

らない.わ た くしは腎石症及び尿管石症 にお

け る腎機能の研究の一端 として,本 編 では疝

痛発作時の腎機能について,発 作時 の尿量 と

尿比重の変化,特 に水試験 の水分排泄能 及び

濃縮能に及ぼす影響を研究 した.大 方諸賢の

御批判を乞 う次第であ る.

第2章　 実 験 の 方 法

(1)　岡山大学 医学部皮膚科泌 尿器科教室に

入院 した腎 石症 及び尿管 石症 患者 で水試験実

施 中に,あ るいは実施前か ら引き続 き水試験

中 も疝痛発 作のあつた患 者7例 について,そ

の水試験の成績を検討 した.

(2)　入院 中に疝痛 発作を起 し,そ の後に自

然排出を見 た腎石症 及び尿管石症患者10例 に

ついて発作 前 と発作 当日の尿量を比較検討 し

た.入 院後1週 ない し10日 間 の尿量の平均を

平均1日 尿量 とした.

(3)　水試験はVolhard氏 の方 法 に 従い,

水分排泄試験 と濃縮試験を連続 して行つた.

水分摂取量は微温湯を1l飲 用 させ,飲 水直

前に排尿 させ て膀胱を空虚に し,そ の尿比重

を測つ て飲水前の尿比重 とした.そ の成績 の

判定は水分飲用後4時 間の総排尿量が飲用量

以上に達 し,し か も続 く8時 間 の濃縮期の尿

量の合計が4時 間量の1/3以 内 の場合 は優,

4時 間尿量がた とえ飲用量を越 えて も,濃 縮

期8時 間の 尿量合計が4時 間尿量の1/3を 越

え るときは良,同 様に して80%以 上 の ものを

良, 50%か ら79%の ものを可, 49%以 下及

び50～79%の 間の もので も濃縮期8時 間の

尿量合計が4時 間尿量を越え るときは不良 と

した.な ほ稀釈試験におけ る最低比重 と濃縮

期におけ る最高比重 との比重差を もつて濃縮

能 を表わ し,比 重差21以 上を優, 16か ら19

までを良, 11以 上15ま でを可, 10以 下を不

良 とした.そ して水分排泄能において も,ま

た濃縮能において も優及び良の ものを正常値

とし,可 及び不良の ものを障碍のあ るもの と

した.

(4)　インジゴカル ミン排泄試験は0.4%の

ものを静注 し,注 射に要 した時間 も考慮に 入

れた.判 定は5分 以内に全 く排泄がないか,

 5分 以 内に排泄があつ ても7分 までに濃青 と

な らない ものを障碍のあ るもの とした.

(5)　フェノール ・スル フ ォン ・フタレイン

(以 下P. S. P.と 略 記 す る)試 験 は0.6%溶

液 を静注 し,注 射直前に排 尿を命 じて膀胱 を

完全に空虚に してお き,注 射後30分 及 び1時

間 の尿についてDunningの 比色計を 用いて
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比色判定 した.判 定は45%以 下の排泄を示 し

た ものを障碍 のあ るもの とした.

(6)　結石 の大 きさを便宜上3種 に分け,短

径1.0cm以 上の ものを大, 0.6cm以 上の も

のを 中, 0.5cm以 下を小 とした.

(7)　疝痛発作の強 さは鎮痛,鎮 痙剤の注射

を行わなければ耐え得なかつた ものを強度,

湿布等の局所の処置だけで耐えられた ものを

中等度,な ん ら処置を施 さな くても済 んだ も

のを軽度 とした.

自 験 例

(症 例1)門 田, 32才,男.左 尿管石症,

結石 自然排 出,結 石の大 きさは小,イ ンジゴ

カル ミン排泄試験　 右初発3分,濃 青3分41

秒,左10分 未発, P. S. P.試 験80%,水 試

験成績(第1図):　 水試験 当日午 前3時 頃 よ

り左側腹部,特 に左腎部から膀 胱部へ放 射す

る中等度 の疝痛発作があ り,温 湿布に よつ て

疼痛 は約2時 間で寛解 した ので午前5時56分

よ り4分 間で微温湯1lを 飲用 して水試験 を

行つた.第1図 に見 られ るように,水 分排泄

試験においては第1か ら第4時 間尿までいず

れ も80cc前 後の排尿 を見ただけで, 4時 間

総 排尿 量は325cc (32.5%)と 高度の障碍が

見 られた.従 つ て比重 も1012ま で下降 したの

みで,比 重曲線 も平坦型を示 した.こ れは飲

水前 の疝痛 の影響に よる もの と考えられ る.

また濃縮期に入つてか ら第6時 間尿の終(午

前10時)に 再び左 腎部に中等度の疝痛を起 し,

約40分 持続 して消失 したが,午 前11時 「第6

時間尿採尿直前)に 三度 同一場所 に軽度の疝

痛発作があ り,約1時 間持続 して消退 した.

その結果第8時 間尿量は減少 して第10時 間尿

量に再び増尿を見たが,比 重は どちら も1018

で変化を表 わ さなかつた.最 高比重は1022,

最低比重1012で 比重差10と な り,濃 縮能は

不良であつた.

第1図　 門 田

(症例2)馬 場, 40才,男,左 尿管石症,

結石の大 さ中,尿 管截石術を施 行,イ ンジゴ

カル ミン排泄試験:　右初発2分43秒,濃 青3

分30秒,左10分 未発, P. S. P.試 験:　47%,

水試験成績(第2図):　 午前5時 か ら10分 間で

微温湯1lを 飲用,水 分排泄試験では全 く異

常 な く.4時 間総排 尿量1345cc(134.5%)で

優,比 重 も1004ま で下降 した.濃 縮試験に入

つてか ら第6時 間尿の採尿 直前午前11時 に中

等度の疝痛発作を起 し約30分 持続 して消退 し

たが,第10時 間尿 の中間(午 後2時)で 再

び軽 度の疝痛があ り,約15分 で消退 した.以

上 の2回 の疝痛発作のため第8時 間尿に著明

な減尿を来 し,比 重 も急激に上昇 したが,第

10時 間尿は再び増 量してい る.し か しこの時

も再び疝痛の影響を受けて比重は第8時 間尿

と同高の1019に 止つているが,第12時 間尿

の ときは疝痛が去つ て更に尿量は増 し比重 も

再び1010へ 低下 してい る.本 例 では 最低比

重1004,最 高比重1019で 比重差15と な り,

濃縮能は可であつた.

第2図　 馬 場

(症 例3)吉 田, 23才,男,右 尿 管 石症,

結 石 の大 さ小,自 然排 出,イ ン ジ ゴカ ル ミン

排泄 試 験:　右 初 発6分10秒, 8分 未 濃,左 初
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発4分45秒,濃 青5分6秒,注 射時間3秒,

 P. S. P.試 験1時 間25%,水 試験成績(第3

図):　 飲水前 よ り左腎部 に鈍痛があつたが,

午前5時35分 よ り15分 間で微温湯1lを 飲

用,飲 水後約2時 間,午 前8時 頃か ら中等度

の疝痛発作 を来 し,次 第 に寛解 しつ ゝ約4時

間持続 した.そ のため水分排泄試験では4時

間総排尿量540cc(54%)で 不 良,尿 比重は

しか し1003ま で下降 した.濃 縮期に 入 つ て

からの第6時 間尿は水分排泄試験の遅延 の影

響を受けてそ の延長 と思われる排 尿が あつた

が,比 重は1006か ら1009へ 上昇 した.爾 後

次第 に尿量を減 じ,比 重 も上昇を示 し,比 重

差は12で あつた.

第3図　 吉 田

(症 例4)岸 旗, 23才,男,左 腎石 症

結 石 の大 さ大,腎 盂 截 石術 施 行,イ ン ジゴ

カル ミン排 泄 試験　 右 初発3分16秒,濃 青4

分30秒,左10分 未 発,注 射時 間4秒, P. S. P.

試験　 75%,水 試 験成 績(第4図):　 午 前6

時55分 か ら5分 間 で微 温 湯1lを 飲 用,水 分

排泄 能 は4時 間総 排 尿 量1015cc (101.5%)

で優,尿 比重 も1000ま で下 つ た.濃 縮期に

入つて午後2時 頃に左側腹部に軽度の疝痛発

作があ り,約20分 間持続 して消退 した.す な

わち第8時 間尿には減尿 と思われ る結果は表

れず,比 重 も急激な上昇はなかつたが,続 く

第10時 間尿に再増尿が見 られ,疝 痛発作 の

影響が第8時 間尿にあつた もの と考 えられる

が,比 重は1012か ら1016へ と上昇 した.そ

して比重差は18で 良であつた.

第4図　 岸 本

(症 例5)坪 井, 24才,男,右 腎石症

結石 の大 さ大,腎 盂 截石術施行,イ ンジゴ

カル ミン排泄試験　 右8分 未発,左 初発2分

42秒,濃 青3分58秒,注 射時間8秒, P. S. P

試験75%,水 試験成績(第5図):　 午前4時

55分 か ら5分 間で微温湯1l飲 用, 4時 間総

排尿量1070cc(107%)で 水分排泄能は優,

比重 も1002ま で下降 した.濃 縮期 に入つて午

前9時30分 頃右腎部 に軽度の疝痛が あ り約

20分 間持続 して消退 した.す なわち第6時 間

尿の前半に発作があ り,疼 痛消退後の第8時

間尿に増尿が見 られたが,第6時 間尿には著

しい減尿は見 られなかつた.し か し第6時 間

尿の比重は1008か ら1017へ と急激 な上昇を

示 し,第8時 間尿 で 再び1015へ 下降 し た.

比重差は15で 濃縮能は可であつた.

第5図　 坪 井

(症 例6)太 田,41才,男,左 腎石症

結石の大 さ中,左 腎盂截石術施行,イ ンジ

ゴカル ミン排泄試験:　右初発不明.濃 青6分

55秒,左10分 未発,注 射時間2秒, P. S. P.

試験75%,水 試験成績(第6図):　 午前5時

25分 か ら5分 間で微 温湯1l飲 用,水 分排泄
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試験は4時 間総排尿 量1440cc (144%)で 優,

尿比重 も1002ま で下降 した.濃 縮期 に 人 つ

て第8時 間尿の始め午前12時 に中等度の疝痛

発作が起 り,約40分 間持続 して 消退 した.

そ して第8時 間尿量は前回の130ccか ら95cc

に減少 し,尿 比重は1014か ら1020へ 急激 な

上昇を示 したが,続 く第10時 間尿は再び増加

して150ccと な り,比 重は1012へ 下降 した

が第12時 間尿は70ccと 減少 し,比 重 も1021

へ上昇 した.比 重差19で 良であつた.

第6図　 太 田

(症 例7)佐 々木, 71才,女,右 腎石症及

び左尿管石症,結 石 の大 さはいずれ も中,左

尿管截石術施行,イ ン ジ ゴ カル ミン排泄試

験:　右初発5分10秒,濃 青6分30秒,左8

分30秒 未発,注 射時間5秒, P. S. P.試 験:

　55%,水 試験成績(第7回).水 試験の前 日

のタ方か ら左腸骨窩部に持続性の鈍痛を訴 え

た.微 温湯880ccを 午前5時 か ら13分 間で

飲用 したが,飲 用後30分 で左腸骨窩部 に強度

の 疝痛発作が起 きたのでア ドポン1cc注 射を

行つたが爾後 なお1時 間毎に間歇的に発作 を

起 し,約3時 間持続 して寛解 したが,そ の後

も終 目その部 に鈍 痛を訴 えた.水 分排泄能は

疝痛 のため極度に障碍 され4時 間総 排尿量僅

か に80cc (9.1%)と 言 う乏尿 で,特 に第4

時間尿は全 く無尿であつた.比 重 も非常 に高

く1015に 止 つた.濃 縮試験 に木つ て か らは

水分排 泄試験の影響でかえつて尿量は増加 し,

あたか も稀釈試験を思わせ る曲線 を描 いた.

す なわち尿量は第6時 間尿170cc,第8時 間

尿210cc,第10時 間尿240ccと 暫増 し,第12

時間尿で70ccに 下つた.従 つて比重 も1012,

 1010, 1006と 下 り, 10時 間尿で1010に 上つ

た.比 重差12で 濃縮能可であつた.

第7図　 佐 々 木

以上 は疝痛発作 の水試験 へ の影響 で あ る

が, 24時 間の尿量に及ぼす変化を見 ると第1

表 に示 した ように, 10例 中9例 までは多少 と

も減尿を示 した.そ の減量率は70%か ら20

%の 間で, 50%以 上の減尿を見た ものが4例

で, 30%か ら60%ま でのものが 大部分であ

つた.ま た疝痛 の強 さと減尿率 との間には一

定 の関係は見 られ なかつた.ま た永試験に よ

る総腎機能成績 と減尿率 との間にも認むべき

関係は見 られなかつたが,疝 痛発作 の持続時

間 と減尿率の関係を見 る と,減 尿率 の高いも

のは持続時間の長い もので, 24時 間尿量に対

しては,疝 痛発作の強 さよ つもその持続時間

の長短 の方が影響が大 きかつた.す なわち発

作持続時間1時 間までのものは,減 尿率最高

30%,最 低20%で, 1時 間以上2時 間 まで

のものは最高69%,最 低35%, 3時 間以上

のものは最高70%,最 低52%の 減尿率を示

した.第4例 の増尿を示 した1例 は疝痛発作

の軽微 なもので,持 続時間 も30分 程度 であつ

たが,そ の後に鈍痛が3時 間持続 した もので

あつた.因 みに結 石の大 さと疝痛発作 の発生

頻度を見 ると,小5例,中4例,大1例 とな

つた.
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第1表

自 験 例 の 概 括

水試験 中に疝痛発作を起 した もの,あ るい

は水試験実施 前か らすでに疝痛発作を起 して

いた7症 例 について,そ の水試験成績の尿量

及び尿比重の描 く曲線はいずれか一方 に,あ

るいは時 として両方に正常腎機能を有す るも

のの描 く曲線 とは変つた ものが得 られた.す

なわち疝痛発作 直後 の尿量は7例 いずれ も乏

尿を来 し,比 重 もそれにつれて高位 に止まつ

てい る.特 に水分排泄試験中に疝痛発作を招

来 した症例では乏尿が非常 に明確 に表 れた.

そ して発作消退後は疝痛発作に よる減尿の影

響を受けて一時増 尿を来 し.比 重 も中には一

度上昇 した ものが下るのが見 られた.し か し

症例1の よ うに水試験実施前2時 間に中等度

の疝痛発作があ り,水 試験の開始時には疼痛

は一応消退 したに もか ゝわらず,水 分排泄試

験で乏尿の状態 を示 した もの もあつた.ま た

症例3の ように水試験開始時は全 く疼痛はな

く,第3時 間尿の時 に発作 を起 したに もか ゝ

わ らず,第1,第2時 間尿の排 泄の少 ない も

のもあつた.症 例7の 如きは水分排泄試験 の

間絶えず疝痛が持続 して尿排泄が極度 に障碍

され,濃 縮期 に入つて疝痛が緩快 して次第 に

尿量が増加 し,尿 比重 の下降した もの,す な

わち稀釈試験 と濃縮試験の逆になつた ような

感を呈す るもの も見 られた.疝 痛発作直後の

乏 尿の程度は疝痛の強 さに大体比例す るよう

であつた.ま た疝痛発作 の腎機能への影響,

なかんず く排泄能 への影響 の消失す る時期,

すなわち腎機能の恢復の遅速は疝痛 の強 さに

よらないで,そ の持続時間の長短 に よると見

られた.症 例1の ように疝痛発作消退後 も暫

くはその影響に よる乏尿が持続 している と考

えられるものも見られた.し か し発作消退後

間 もな く正常機能に復 した と見 られる症例が

多かつた.な お結石の大 さと乏尿 との間には

特定 な関係は見られ なかつた.

疝痛発作 当日の24時 間尿 量におい て も減

尿を来 したものが10例 中9例(90%)で あ

つたが1例(10%)増 尿を来 した ものがあつ

た.減 尿の程度は疝痛の強 さよりもその持続

時間に影響 され,持 続時間 の長い もの程減尿

率 も高かつた.

考 按

腎石症及び 尿管石症では疝 痛発作はほ とん

ど必発 の症状 と見做され,疼 痛 の部位,性 状,

強 度等種々 の型のものが あることが知られて

い るに もか ゝわ らず,未 だ にその疝痛発作 の

発生及び伝達機転については不明 な点が多 い.
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なお発作時 の腎機能の状態に関 して も詳 しい

研究は 見られない.

上部 尿路の疝痛 の発生機転に関 して従 来か

ら見られた ものに,1)上 部尿路内圧上昇 に

よる腎 盂の過度な拡張,2)上 部 尿路平滑筋

の攣縮,3)腎 内圧上 昇に よる腎被膜の過度

な緊張,の3つ が あ り,こ れが主要原因 と見

做 され,疝 痛発作を起すためにはいずれ もそ

の過程が急激に起ることが必要 であ るとされ

ていた.こ の他 に4)腎 被膜の炎症性硬化変

性 も時 に疝痛の原因 にな り得 ると考え る人 も

あ る.

しか し 大多数の疝痛は1)及 び2)に よつ

て起 る と考 えられ,人 に よつては3)及 び

4)に 対 しては否定的態 度を とる人 も多い

1)及 び2)に よつて惹起されろ疝痛 も通

常2者 が平行 して認められ るもので,い ずれ

が直接疝痛発作の発現の起点になつているか

と言 うことを決定す るのは困難である. Levy

氏1)も 上部 尿路結石症におけ る疼痛発作は結

石移動 から来 る機械的刺戟によるものでは な

く,結 石が 移動 して新たな位置を占め ること

に よつて腎 盂,尿 管の閉塞 を起 し,こ の閉塞

か ら来 る腎盂,腎 杯 の急激な拡張,ひ いては

その内圧 の上 昇が主因である と述べてい る.

す なわち腎石症 及び尿管石症が最 も尿管の通

過障碍を起 し易い疾患 であ り,従 つて上述の

1)及 び2)の 状態に最 も陥 り易い ことは言

うまで もない.辻 氏2)の 腎 ・尿管疝痛 の発 生

頻度に関す る報告中に も,全 疝痛発作例中尿

管石に よる もの38%(原 因不明例を除 くと49

%),腎 石 によ る もの8.6%(原 因不明例を

除 くと11%)と 半数を占めてい る.

か ゝる腎石症及び尿管石症の急性疝痛発作

時におけ る腎機能の問題 に関 しては古 くか ら

排 泄性腎盂撮影法に よる腎盂像 及び腎影像の

濃淡に よつて健腎 と比較対照するこ とが説か

れて来 た. Dourmashkin3), Braasch-Doss4),

 Woodruff-Lewis等 の入々 は 疝痛発作時に排

泄性腎盂撮影術を施行 して患側は健 側に比 し

て著 し く排泄が遅延 し,腎 影像が濃厚 であつ

た と述べている.こ れは腎の造影剤排泄能 力

は保 たれているが,腎 盂,腎 杯への排 出が障

碍 されてい るためであ ると説明 してい る.ま

た高橋,土 屋,石 津氏6)は 同様発作時に腎盂

撮影術 を 行い,発 作時以外 の写真 と比較 し

て,造 影剤の停止を認めてい るが,腎 影像 の

濃厚化 については疑問を呈 してい る.さ らに

辻氏2)も 腎影像の濃厚化 を認めた と報告 して

い るが,こ れは少 くとも腎分泌能 の保持 され

てい ることを示す確実な証拠であ り,看 過す

ることの出来な い所 見 で あろ う と述 べ てい

る.

以上の人々の報告を見て も,み な疝痛発作

時 に患側腎の排泄機能の停止 あるいは遅延の

あ ることは知 られ るが,そ の総腎機能への影

響 は全 く報告 されてい ない.患 側腎の分泌能

の停止 ない しは遅 延が起れば 当然水試験の成

績 に表れ るはずであつ て,わ た くしの症例 に

おいては7例 中7例 が疝痛発作時 の乏尿を来

している.し か し疝痛発作の消退 した後の分

泌能の恢復は比較的速 く,い ずれ も消退後間

もな く正常排泄が見 られた.こ の事は疝痛発

作 のあつた次の採 尿時間には,そ れが濃縮期

においてでさえ も尿量の増加が見 られた こと

で明かである.ま た乏 尿の程 度は疝痛発作の

強 さと,そ の持続時間に影響 される ことも明

となつた.

疝痛発作時 の腎機能で水試験の尿量を問題

にす る場 合は,患 側 の障碍ばか りでな く,疝

痛発作の健 側への影響 も考慮 に入れる必要が

生 じて来 る.す なわ ち腎 ・腎反射あるいは尿

管 ・腎反射 現象の影響 も併せて考えなければ

ならない.

腎 ・腎反射あ るいは尿管 ・腎反射 の成立の

可能性については以前か ら賛否両論があ り,

 Blatt氏7)は 家 兎の偏 腎にクロール・エ チール

を噴射 して対側腎の容積 の増加を見, Farell

氏8)は 犬の偏側腎盂 に食塩水を注入 して加圧

し対側腎の容積増加 につ ゞいて尿停滞 による

容積の減少を認めた.ま たSpingorum氏9)は

犬及び家兎の偏腎の緊握お るいは腎茎の索引

を行つて,対 側腎に刺戟後1分 以 内に減尿ま

たは無尿を証明 している.



腎石症及び尿管石症におけ る腎機能 の研究　 1891

わが邦で も北村氏10)は家兎の偏腎を緊握 し

て対側尿管 よりの排尿遅延を認 めたが,試 獣

の興奮 による排尿の乱調を考慮に入れて速断

を避けてお り,ま た伊藤氏11)は家兎の偏側腎

盂内へ流動パ ラフ ィンあるいは生理的食塩水

の注入を行つて腎盂内圧を あげ,対 側腎の無

尿状態を認めてい る.

Lichtenstern12), Lichtwitz, Warthard等

は腎 ・腎反射を起すにはなんらかの成立の条

件が必要で,被 反射腎が多少 とも病的 でなけ

ればならない としてい る.

他 方Pflaumer13), Gmelin14)等 は偏 側に種

々な刺戟を加 えて も対側腎には なんら影響を

見 なかつた と報告 してい る.

以上は総 て動物 実験であるが,国 分氏15)は

人体 におい て両側尿管に尿管 カテーテルを挿

人 して,冷 温刺戟,化 学 的刺戟,圧 刺戟の3

種の刺戟を加 え,対 側尿管内のカテーテルか

ら滴下す る尿量,比 重,食 塩量等を測定 し,

健腎の対 側健腎への影響,健 腎の対側病腎へ

の影響,病 腎の対側健 腎への影響を観察 して

いる.そ れによると両側健 腎の場合は減尿が

18%,増 尿が1.5%で,大 多数は刺戟後30秒

以内に始 り,後1分 以内に極期に達 し,直 ち

に恢復 に向つた.健 腎 の対 側病腎への影響は

減尿36%で,健 腎の場合 よ り も高度 にかつ

速かに開始 し,病 腎刺戟 の対側健 腎への影響

は最 も少 く,減 尿が15%で,軽 度 で か つ短

かかつた と述べてい る.

この ような腎 ・腎反射及び尿管 ・腎反射を

考慮に入れ ると,水 試験中の疝痛発作 の場合

の患側 よりの減尿の程度は疝痛発作 の強 さに

比例 して も,尿 量全体は対側腎へ の影響 の多

少によつて異 る.す なわち腎 ・腎反射 あるい

は尿管 ・腎反射 の発 現の強弱 に左右 され,疝

痛発作の強い もので も減尿率の低かつた もの

は,こ の反射の発現の見 られ なかつた もので

あ り,比 較的軽度 の疝痛 で も減尿の著明な も

のは反射による対側腎の排泄遅延 の影響 と解

される.症 例1及 び7で は,患 側腎はほ とん

ど完全な機能停止 に近い状態にあつて,し か

も対側腎 も腎 ・腎反射及び尿管 ・腎反射 の影

響を うけて排泄が遅延 してい るもの と想像 さ

れ る.ま た症例2, 3, 4. 5, 6は 水試験 の尿

量 と比重の曲線から,患 側には排泄遅延があ

るが,対 側腎へは反射の影響がな く,正 常 な

排泄が行われてい るもの と解 した.

要す るに疝痛発作時の減尿の程度は,水 試

験 においては疝痛 の強 さにお ゝむね比例 し,

強い もの程減尿率 も高かつた.ま た分泌能恢

復 の遅速は発作の強 さよりも,そ の持続時間

の長短に左右 され,持 続時間の長い ものほど

恢復 も遅かつた.な お24時 間尿量の変化につ

いて見て も,減 尿率は持続時間に大体比例 し

ていた.こ の場合は発作 中の減 尿率 よりも,

発作消退後 の排泄能恢復 の遅速が尿量の上 に

大き く影響 して重要な要素であ り,矢 張 り持

続時間の長い ものほ ど恢復が遅れ, 24時 間尿

量ではそれが減尿 となつ て表われた.

結 語

(1)　腎石症3例,尿 管石症3例,腎 及び尿

管石症1例 について疝痛発作 の水試験成績に

及ぼす影響について検討 した.

(2)　疝痛発作の腎機能への影響は排泄能障

碍 として表われ,減 尿が全例 に見 られ,減 尿

の程度は疝痛の強弱 に左右 され,疝 痛の強い

ものほ ど減尿率は高かつた.

(3)　疝痛発作消退後 の排泄能の恢復は比較

的速かに行われ,恢 復 の遅速は疝痛 の強 さよ

りもむ しろその持続時間 の影響を受けた.す

なわち持続時間の長い ものほ ど恢復 も遅 れた.

(4)　腎石症2例,尿 管石症8例 について,

疝痛発作の24時 間尿量への影響を検討 した.

その結果,減 尿を見た もの9例,増 尿を来 し

た もの1例 を認めた.こ の減尿率は疝痛発作

の強 さ よりもその持続時間 の長短に左右 され,

持 続時間の長い ものほ ど減 尿の程度 も大 きか

つた.

(5)　インジ ゴ カ ル ミン排泄試験, P. S. P.

試験 及び結 石の大きさ と減尿の程度には なん

ら認むべ き因果関係は見 られなかつた.

(擱筆するに臨み終始御懇篤な御指導と御校閲を賜

つた恩師根岸敎授に深甚な謝意を捧げる)
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Okayama University, Okayama.

(Director Prof. H. Negishi)

As a colic attack is mentioned as one of the most important symptoms of the renal and 

ureteral calculus, it appears considerably frequent in them, but studies on renal function 

during the colic attack, especially on the influence of colic upon the fluid test, could not 

be found. So. as a part of the studies on renal function in renal and ureteral calculus, here 

in this Part IV, I made some researches on this problem, and examined the variation of 

the quantity and specific gravity of urine during the colic attack, so as to investigate the 

influence of the colic upon excretion and concentration abilities. Besides, the daily urinary 

quantity on which the colic broke out was also studied and the following results were ob

tained

(1) The materials for the study on fluid test during the colic attack were 3 cases of 

renal calculus, 3 cases of ureteral calculus and 1 case of both renal and ureteral calculus.

(2) The influence of colic attack upon renal function appeared as a hindrance of ex
cretory ability, and all of the 7 cases showed decrease of urinary excretion. The extentt

 of the urinary decrease depended on the severity of the colic. i.e., when stronger the 

colic the higher the rate of decrease.

(3) The improvement of the excretory hindrance was comparatively rapid, and the 
time needed for improvement depended on the duration of the colic rather than the 

severity of it, so the longer the duration the slower the improvement.

(4) Concerning the influence of the colic attack upon the daily urinary quantity in 2 
cases of renal and 8 cases of ureteral calculus, 9 cases showed decrease of the daily 
urinary quantity and one showed increase. The extent of the decrease in urinary excreiton 

depended on the duration rather than the severity of the colic, and the longer the duration 

the higherthe extent of urinary decrease.

(5) No special relation could be found between the size of the stone, indigocarmin 
and phenolsulfonphthalein excretion and the decrease of urinary quantity.


