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講 演

腎 炎 治療 の 方針 に就 て

(大 正15年2月 岡山醫學會線 會講演要 旨)

岡山醫科大學教授　醫學博士

柿 沼 昊 作

腎臟疾患治療 に關 する知見は他の臟器疾患 に於 け るよ りも遙 に遲 れて居 つて其方針

など も十九世紀 の末頃迄 は本疾患の病理論 と同樣 に主 に病理解剖學的變化 を基 として

たて られて居 つたのであ るが近來他の臟器(胃,腸 及び心臟 等)疾 患時 と同樣機能的方

面 の觀察が主に され るや うになつてか らその治療 方針に も幾 多の變遷が起 つて來た.

尚 ほ又水分代謝 に關する幾多の研究,ま た世界大戰時 の幾多の急性腎臟疾患に關 する

經驗,ま た營養問題 の進歩等 のた めに も變更改良を うけた.ま た今迄内科醫者の領分

とばか り思はれ居 た範圍内に外科醫者 の手ののび て來 た ことも見のがす ことの出來 な

い事實 である.今 之等の ことを詳述する ことは時間が許 さないので臨牀的に診療 上常

に問題になる二三の事項 について申述 べて見 る.

さて腎臟 疾患 に對 して,原 因的療 法 としては或特殊の場合,例 へば妊娠時の人工的

流産,又 黴毒性「ネフロ ーゼ」に對す る驅黴療法等は或 る意味 に於 ては原因的療 法の内

に入 るか も知 れ ないが その他には原因的の治療法は ない.從 つて吾 々は腎炎時 にはそ

のために直接或 は間接 に起 る身體 内の變化 を目標 として治療の方針 をたて るより外仕

方がない.而 して食餌 に注意す ることが主 とな ることは申迄 もないが各種疾患 の種類

に應 じて其 ために起 る變化 に も多少 の差があ るので治療 の方針に も亦多少 の特異の點

が出來 てくる筈であ る.故 に今順序 として治療 の根柢 をなす診斷上の ことにっ き簡單

に述べ る.

腎臟疾患は在來 はウィルヒヨウ氏 の病理解剖學的分類,即 ち實質性及び間質性腎炎及

び プライ ト氏 の臨牀的分類,即 ち急性及び慢性腎臟炎及び萎縮腎等 に分類 されて居 た

が,之 等 の分類 は今 日は一般 に用 ひ られず して今 日では病理的變化が腎臟 の細胞或ハ

血管 系統の何れに主であるか又 その攣化が炎症性 てあ るか或 は變性 であ るか等 の こと

が主 な目標 とされて分類 され,形 態的變化 と臨牀上 の所見 とを成 るべ く一致 させや う
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と言 ふ や うに なつて,彼 の フホル ハル ド及 び ファー ル 氏 の分 類 が主 に行 はれ るや うに な

つ た.そ れ は次 に表 記 した如 き もので臨 牀 上 の主徴 な ど も次 にか か げた や うな もの で

あ る.

(一) 「ネ フ ロー ゼ」(急 性及 び慢 性).

通例高度の蛋白尿,腎 型浮腫 あ りて血壓亢進,心 臟肥大,血 中殘餘窒素増

加,眼 底變化等 な きもの.

(二) 腎臟炎.

(イ) 急性症.浮 腫,血 尿,血 壓亢進及び高度の腎臟機能障害あ り.

(ロ) 慢性症.高 度の血壓亢進,心 臟肥 大,腎 臟機 能障害(殘 餘窒素增 加)あ りて

腎型或は心臟型浮腫 を伴ふ ことあ り.

右何 れ も尚 ほ「エク ランプ シー」及び眼底變化を起 す傾向を有す.

(三) 腎硬化症.

主に血壓亢進,心 臟肥大 を起 し通例浮腫は心臟型 を呈す.

併 しこの分類 に も多少の無理が あるので,佛 國 ヴィダールレ氏が解剖的變化 は どうであ

らうと臨牀的に現 はれた腎臟機能障害 を基 として分類 した彼 の窒素型及び浮腫型腎炎

の方 が臨牀 的には却 つて便利 であ ることが あるとも思はれる.何 れ腎臟疾患の分類 に

は變革が繰 り返 され るもの と信ぜ らる.

以上各種腎臟疾患 の診斷には,そ のために起 る直接症状即 ち尿所見,例 へば蛋白尿

圓柱,上 皮細胞,血 液成分等 の排出及び間接 に起 る所 謂腎外症候,例 へば浮腫,血 行

器 の症状,尿 毒症,貧 血 眼底變化等が有 力の根柢 であ り,又 實際之等 が相當 の程度

に現 はれて居 る時には診斷 は困難 ではないが吾人が 日常遭遇す るや うに腎炎 で も蛋白

尿 のない こともあ り,又 蛋白尿があつ てもそれ丈の や うな時には色 々困難 な ことが あ

る.例 へば 日常問題 になる蛋 白尿丈 の意義 について も第 一に蛋 白尿 は腎臟 自己の疾患

のみに限 らす色 々の病的機轉 の時に も現 はれ るので(蛋 白尿出現の諸種の状態 に關す

る表省略)同 時にあ る他 の症状 を成 る可 く探 して眞性の ものか どうか,ま た眞性 とす

れば どの型の疾患 であるか と順次 に考 へて行かねば な らめ,又 第 二に注意すべ きは蛋

白尿 の程度 は必 ず しも疾患の輕重 と常 に平行 しないと言ふ ことである.勿 論各箇の場

合 にその分量の動 搖は多少豫後判定上の賴 りとはな り得 るが絶對的價値 はな く,從 つ

て これには治療 の方針 として重大 の意義 をつけ得 ない.尤 も一般には蛋白の多 い時は

細尿管細胞 の主に侵 され た時に多 いと言ふ ことは多少問題 にし得 る.と にか く蛋白尿

のあ る時には腎臟障害 の一の症状 と考へ られ るが所謂酷酸體及び圓柱等 について も多
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少 の注意 を要 す る.こ れ等は何れ も尿中蛋白體排出の状 態に關 するものであ る.尿 中

蛋 白體 は主に血清「アル ブ ミン」及び「グ ロブリン」で即 ち尿 も一の膠質液に過 ぎないの

であつて只生理的或 は病的腎臟細胞機能の障害あ る時 に增量 し又 は その析出す る状 を

異にす るばか りであ る.從 つて昔「スク レヲアルブ ミソ」と思 はれた所謂酷酸體 もさう

ではな く,正 常時 には尿中 の少量の蛋白體 は酸注 加に よつて沈澱 しないが若 し腎臟に

何等 かの些少 の變化が あつて「ヒヨン ドロイチン」硫酸.「 ヌク レイ ン」酸,又 は「タ ウロ

コール」酸等 が尿中に出て居 ると丁度 蛋白試驗反應 の時 の黄血鹽 のや うに作用 して酸

注加に よつて可溶性 蛋白體が沈澱析出 して來 るのであ る.只 か う言ふ ことが腎炎 の時

に少 く,機 能的蛋白尿例へば起立性蛋白尿の時 などに多 いと言ふ丈 で決 して此雨者 を

確 と医 別す る丈 の根據 とはな らない.例 へば腎炎の時 で も初 め血清「アル ブミン」の少

い時 には酷酸體が出で,「 アル ブミン」が多 くな るこな くな り,又 蛋 白體 が少 くなると

復酷酸體 のみこなるといふ ことも見 られて居 る.又 圓柱 にして も赤血球圓柱又 は上皮

細胞圓柱等 は別 であるが,硝 子體圓柱 などは矢張 り「コロイ ド」液 としての尿中に於 け

る蛋白體沈澱又 は排泄 が特種の形状 を以 て現 はれたに過 ぎない.即 ち蛋 白尿,酷 酸體,

圓柱尿等 は何れ も同樣 に腎機能に異常 あることを語 る ものであ るが決 して これ等 の何

れかが缺 けても腎臟疾患 を除外す る譯 には行かない.只 その時 の「コロイ ド」の状 に應

じてその時の現 れが異 るのみである.而 して これ等尿中蛋 白體 の排 出機 轉については

昔 の所謂濾過説 では説 明出來 ない事 實が數 多あ るので今 日では腎臟 内に何 か能働的作

業例へば分泌の如 きことが營 まれる ものと考へ られ る.の み は らず「ネフ ローゼ」の時

には血漿 中 に「フィブ リノーゲ ン」或 は 「コ レス テ リン」が增 加 し即 ち血 漿 の「コロイ ド」

の状 が所 謂Grobdisperse Phaseに 向 ふ と考 へ られ又 起立性 蛋 白尿 の研究 などに て腎 性

蛋 白排 出に はNierendystrophie及 びGewebsasphyxieが 關係 す る と言 はれ るな どを考 ふ

ると一般尿生成及び浮腫生成 などに對すると同樣,腎 臟 の變 化の外腎外 因子 を も考へ

なければ な らないや うになつた.か く蛋 白尿丈 の適用につ いて も色 々であ るが,と に

か くこれのあつた時にはその他の尿所見,既 往歴,經 過,浮 腫 の有無,血 壓及 び心臟 の

状況等 の外腎機 能檢査の結果 を も參照 す るのは各種疾患の鑑 別上のみな らず又治療方

針決定上 に も重要 である.而 して腎臓機能 には よく分 らない こと もあるので色 々の方

法 で檢査 す るよ り外 仕方がない.今 日腎機能檢査方法 として新陳代謝産物例へば鹽類

尿酸,尿 素等 の體 内に殘 る状況又はその排出の有樣,或 は異物例へば毒物,色 素,藥

劑等 の排出具合 を見 るために氷點降下度測 定,諸 種物質の過重荷試驗,血 清殘餘窒素

量測定,「 イ ンヂカ ン」定量等があ るが,ま た その他元來腎臟機能の根柢は隨時適當 の
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分 量及び濃度 にて尿 を排出 し以 て體液の濃度 を適當 に保持 す る能 力であるので,例 へ

ば水 を飲 まうが飲 む まいが血液の濃度が常 に一定不變 であるが如 くつ ごむ るのが一大

眼 目であ るの で,そ の機能如何 を うかが うことの出來 る試驗即 ち稀釋及び濃縮 能力を

見 るのが割合 に理想に近 く,ま た臨牀的 に も手取 り早 く行 はれ る試驗 である.一 番簡

單 に 出來 て いいの は所 謂2-Stundenversuchで,即 ち普 通食餌 で朝 か ら夕 迄 の間 毎2

時 間毎 に尿 を集 め尿 量及 び比 重を測 定 す ると食 事 後に は通例 比 重 は低 くな る(Normo

sthenurie)こ とが分 る.若 し常 に比 重 に變 化 の な い尿 を出 せばIsosthenurieで あ る.之

等 の關 係 を短 時 間内 に分 らせ る もの が所 謂水 試驗 で あ る.通 例 朝空腹 時 に水1立 を飲

ませ,そ の後4時 間 は毎30分 乃 至1時 間 に尿 を集 め,そ の 分量 及び比 重 を測 定 す ると

健 康 人 であ ると最初 の1時 間の 分泌 量 が最高 で,例 へば200乃 至300c.c.位 排 出 され,

2時 間で飲 んだ水の2/3尠 くも1/2, 4時 間で全部排出 され,比 重 も低 下 し一時 は殆 ど水 と

同樣 にな る.尚 ほ同時に尿 とな るべ き物 質の排 出 され方を見 る日的で前述試驗 に引 き

績 き水分 の少 ない所謂乾燥 食餌 を與へ, 2時 間毎位 に尿 を集 めると漸次尿量 は減少 し,

比重は正常人 では1030位 迄昇 る.勿 論 この稀釋及び濃縮試驗の成績 を判斷 するには腎

機能 如何の外,腎 外因子,例 へば組織及び心力の状,又 利 尿劑 使用 の有無,浮 腫 の存否

等,又 試驗中 の身體 の安静状態如何等 を顧慮 す る要 はあるが,若 し之等 の腎外因子に

異 常 な くして行 はれ た る水 試 驗 に於 て,水 の排 出 が早 く且 よ く行 はれ た時,例 へば飲

ん だ水 が3時 間 に既 に排 出 され盡 し,同 時 に濃縮 試 驗 にて比 重 も1005乃 至1006位 迄

しか昇 らな い時,即 ち稀 釋 能 力 は存 す る も濃縮 能 力 の侵 され て居 る時(Hyposthenurie)

或 は稀 釋及 び濃 縮 能力 兩 方共 に侵 され,即 ち常 に分量 も比 重 も同 じ(例 へば1011乃 至

1013位 に)の もの(Isosthenurie)の 時 は何 れ も絲 毬體 の機 能 障 害 あ るもの即 ち絲 毬體

性腎炎,慢 性腎炎 に見 られ,之 に反 して稀釋能力は惡 いが濃縮能 力のいい もの,例 へ

ば飲 んだ水が皆出 るには4時 間以 上かか るが比重は乾燥 食餌攝取後正常時位迄 に昇 り

得 る ものは主に細尿管細胞 の侵 された時即 ち「ネフ ロー ゼ」の時に見 られ るのであ る.

併 し以上の色々の症状 及び機 能檢査 で臨牀的像は大凡分 るが病理解剖學的變化は常 に

分 らない.又 實際 には前述分類の如 く常 に きちん と區別 することは出來ず して,多 く

は これ等が合併 し來 るのであ る.即 ちこれが また治療 上に も常 に一律 に規則 を設 け る

ことの出來 ない所以 ともなる.と にか く腎機能不 全 とは,健 康腎 で尿 となるべ き物質

(水 及び固形物質)を 敏 速に且殘 り無 く完 全に排出 し得 ることが困難にな ることで,そ

の輕度の時 はただ それ等 の排 出が遲延す るに過 ぎないのであ るが,強 度 にな ると只排

出が遲 れ るのみな らず不完全 とな り,從 つて體 内に その物 質が殘留 するに至 るのであ
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る.而 して これ等腎障害 には色 々あ る筈 で,又 元來腎機能 なる ものは今 日完全 に分 ら

ないので,こ れ等 の ことを基 として至 れ り盡せ りの治療上 の方針は立 て られめ譯であ

るが,今 主に蛋白排出,食 鹽,窒 素及び水の排 出に關す ることを目標 と して先 づ大 し

て間違ひでないと思はれ る大體方針 について述べ ることにす る.

蛋 白尿 自己の療法 はないと言ふていい.蛋 白尿 の程度 はそれを起す疾患 の經過如何

に關す るものであ るか ら,或 る方面 よ りすす め られて居 るが如 き多量 の「アル カ リ」劑

投與 など も他の方法と同樣蛋 白尿 の強 さには大 した影響 を及ば さない.又 蛋 白質殊 に

肉及び卵等 の攝 取に關 して もこれ等の ものの普通量 は大 して意義がない.只 生卵に關

しては その實驗的研究結果が一致 して居 らないが勿論 さけた方がいい.又 一般 に利尿

劑例へば「プリン」體 の濫用 などは蛋白尿の強 さを增 す ことが あるか ら注意す る要が あ

る.と にか く蛋 白尿があるか らとて直 に蛋 白質攝取 を制限すべ き理由 はない.後 述の

如 く同時に蛋 白質代謝物質の體 内停溜 があ る時にのみ初 めて問題 にな るのであ る.

次 に腎 炎 時 の食餌療 法上昔 か ら注 意 されて居 つ たの は食 鹽 であ つて,こ の もの の特

に はつ き りと注 意 され 出 したの は ス トラウ ス及 び ヴィダ ー ル氏 等 が 俘腫 時 の治療 に食

鹽 問題 を重要 視 し出 してか らで あ る.食 鹽 を多 量 に與 ふ ると浮腫 を起 し食鹽 をな く し

又 は少 くす る と浮腫 は去 る.食 鹽 が停 溜 す ると通 例 は水 を引 い て體 重 が增 す.又 指 で

壓 して分 る俘腫 を呈 す る前 に先 づ體 重增 加丈 で分 る時 期 が あ る.こ れ 即 ち所 謂浮腫 前

期 で,從 つて浮腫 患者 の 治療時 に體 重測 定 の必要 な所 以 であ る.併 し又 時 に は鹽類 と

組 織「コ ロイ ド」と密接 に結 合 し,そ のOsmotische Potenzを 失 ひ,水 の停滞 を伴 は ない

ことが あ る(trockene Salzretention).食 鹽 の水 を引 く性 質 は主 に その 「カ チ オ ン」に關

す る もので,色 々の「ナ ト リウ ム」化 合物 のhydropigene Energieは マィ エル及 び ブル ム

氏 等 に よると

NaCl>NaHCO3>Na2HPO4>NaBr>Naj.

の如 き順序 とされ る.從 つて鹽類制限の要 ある患者 に臭那 の如 きもので も多量に與ふ

ることは注意 を要 し,又 思 はざる副作用 に遭遇 することがあ る.尤 も食鹽の水 を引 く

力 は正常人で は弱 く,浮 腫傾 向のある時 に強 く現 はれ,又 食鹽 に も却 つて水を持 ち出

す能力即 ち利尿的 に働 く能 力 もあ るが,ど の位 水及び食鹽 を與へ た時 に浮腫成 立或 は

利尿 の内何れの方 になるかは分 らない.鹽 類 では「ナ トリウム」に限 らず「カ リウム」及

び「カル シウム」鹽類 も水の動 き方に關 するのは明で,「カ リウム」は組織 のEntquellung

を起 して水 を去 り,「カル シウム」は それ より弱 いが同樣の働 きをなす とせ られ る.勿

論「カル シウム」丈 を利尿劑 として用ふ ることは少 く,他 の製劑,例 へば「ヂギタ リス」
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「ヂ ウ レチ ン」な どと伍用 す ると強力 の利尿作用 を起す ことは周知 の ことであ る.

色 々の鹽類中實地上 に必要 なのは食鹽 で,そ れをどの位與ふ るかは一 に その排 出の

状況 に よる.即 ち攝取量は排 出量を越 えないや うにせねば な らない.從 つて食鹽排 出

のいい時 には食鹽 を制限す る要 はない.此 際尿 中の「クロール」量を知 ることの出來 な

い時には體 重を目標 として大體 の見當 はつ く.吾 人成人 の1日 の食鹽需要量は人に よ

つて異 るが大體2.5瓦 とされて居 る.吾 々の普通食には10-15時 には17瓦 位入つて

居 る.鹽 類の少 い食事,例 へば 肉,粥,野 菜,バ タ,茶,バ ン等の食事 で普通量だ と

1.5瓦 位 です ます こと も出來 る.日 本人では食鹽 の制限 は主 に醤油(約20%食 鹽含有)

及 び漬物等鹽辛 い ものを制限すれば いい.

か く食鹽の意義が分 つたので昔か ら腎炎 の時 に賞用 された牛乳の意義 も少 々變 つて

來 た.元 來牛乳 は温和 で鹽類 が少 い(と 言ふて も0.16%位 食鹽 を含有 す るが)た め浮

腫 の強 い急性腎炎 などには殊 に賞用 されたのであ るが,こ ればか りで體 の「カ ロリー」

量 を充分 にす るには多量 を要 し,從 つ て又 これは水分の過重荷 とな り,又 牛乳 で もそ

れに食鹽 を附加すれば浮腫 を起 すので急性症 で も牛乳 をやっていい時 こいけない時と

あ る譯 であ る.又 慢性症で も食鹽 の排出のいい ものに無理 に牛乳 を與ふ る要 はない.

即 ち腎臟疾患 だか らとて直に食鹽 を制限す る要 はない.又 肉類だ とて食鹽 を少 く調理

すれば浮腫 は消失す るの で窒素排出のいい'浮腫型腎炎 には無理 に肉類等 を禁 ず る要 は

ない.即 ち或 る時には昔の如 く牛乳のみ を過信す る要 もな く,又 肉を恐 れ る要 もない

又牛乳 だとて3%位 の蛋白質 を有 す るの で尿 毒症の時 にはいけない.

次 に食餌療法の日標 となる腎疾患時 の機能失調 症状 は窒素の貯溜 即 ち尿素,尿 酸の

如 き含窒素物 の排出障害であ る.こ れはス トラウス氏が血中殘 餘窒素定量 で明かにし

た ことで,正 常時には血液100c.c.中 に20乃 至40mg.位 であるのが,腎 臟疾患時 には

300mg.位 迄 も增加 することがあ る.又 正常時には殘 餘窒素 の80%は 尿素 であ るが腎

機 能不全時 には尿素が90%に もな る.殘 餘窒素 は食鹽 とは異 り主に血液内にた ま り

所謂 「アツェトエ ミー」を起 すのが通例 であ るが,勿 論 これ も程度問題 で,却 つて組織

内に窒素 が餘計にた ま り食鹽 が少 く,血 液 内に窒素が少 く食鹽 の多い こともあ る.何

れな りとも窒素 が貯溜 した時には,治 療 上には蛋 白體攝取を制 限 し脂肪及び含水炭素

食 を主 にすべ きであ る.併 し窒 素は食鹽の如 く食品 よりばか りでな く所 謂内因性窒素

(Endogener N.)な るものがあ り,殊 に腎炎 にて病 勢の進んだ時 には體内蛋白の分解が

亢進 して居 るか ら食品 の蛋 白體 を制限 して も「ア ツェトエ ミー」を正常 に戻 す ことは出

來 な い,又 そのや うな偏食 を永 く續 けることも出來 な くなる.勿 論窒素の貯溜の主 な
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時に食鹽 を禁 する要 はない.

次 に主要 の腎機能で,又 全腎臟作業 の根柢 をなす ものは水分の排 出 であ る.然 らば

一體腎炎患者 に日々どの位液體 を與 へて よろ しきか.色 々議論 があ るが まだ結局の結

論 には達 して居 らない.併 し高度 の浮腫のあ る時 に水分 を制限す ることのいいのは誰

に も異議はない.ま た慢性血管性腎炎 で組織が乾 いて居 り,多 尿症 を呈 し比重 も大凡

一定 して居 る時(例 へば1010或 はそれ以下に)な どには患者 の口渇に應 じて液體 をや

つて も害 のない位 の こと も先 づ諸家 の意見が大體 一致 して居 る.こ んな時 に多量 の水

をやつたために血管系統 を過重荷 し心臟機能不全を起 すなどと心配す るのは少 々杞憂

に過 ぎはせぬか と思 ふ.以 上の外 問題にな るのは急性及び慢性疾患 で浮腫或 は尿毒症

の起 りさ うな時であるが,こ れは各患者 について一 々考 へて見 る より外仕方 ない.例

へば急性腎炎 の初期 にフホルハル ド氏 の強 力なるHunger-und Durstkurを や ることは

急性炎症の ある臟器 に出來得 る丈安靜 をや るといふ意味に於 ては確 に理論的に正當 の

處置であ り,又 實際強壮の人 には此強力の療 法をやつてよかつた例が あるか ら試みて

もいいが,弱 つた患者 には そんなひ どい ことは出來 ない ことが多い.併 し又顔面 に浮

腫及び「チアノー ぜ」があ り肺水腫 を起 しさ うに思 はれた時 には,殊 に若 し同時に脉の

緊張 のいい時には瀉血 と併用 して妙 であ る.併 し尿毒症の起 りかけた時,例 ヘば頭痛,

筋痙攣,腱 反射亢進,殘 餘窒素增 加等 のある時には却 つてス トラウス氏の言ふや うに

尿毒 を うす めるといふ意味で水 をやつた方がいい.又 此 フホルハル ド氏療 法を數 日間行

つた後水 をや るか否かの判 定 も大體 前述同樣 の考慮 を要す.こ れで利尿 のつ くことも

あるが常にではない.又 慢性症の時 に も浮腫或は尿毒症があ るか又は それにな りさう

な傾向があ るか否 かに よつ て水 をや るか否かを決 す るより外 ないが先 づ一般 には尿毒

症以外 には水 を多 くや らない方がいい.が 併 しなが ら極 端の時 を除いては一般 に1日

1立 半位 の水分 を取 らせて も差支 のないことが多 い.又 此際水分 を制限す るに して も

急 にす るのは不可 で常 に徐 々にその結果 を考へなが ら行 ふべ きであ る.

食餌療 法上の注意 と しては以上三點 が主 であ るが偏 食す ると一般 に 「ウ ィタ ミン」C

缺乏にな ることが多 く,又 腎臟炎 の時は さうでな くて も出血性素質 を起 し易 いので特

に この 「ヴィタ ミン」に注意す る要がある.

次 に利尿劑 の ことに移 り行 くが それには水分代謝 の ことを少々考へて見 る要がある

(勿 論食餌療法時に も必要 ではあ るが).此 の間の消息は殊 に近來物理 化學 が醫學 に入

り込 み しため,又 は饑餓浮腫等 に關す る經驗 などのため大分進歩 したが一般 に尿生成

機轉 と同樣 にまだ分 らない ことが多 い.今 大體 の傾向丈述べて見 る.
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昔 は利尿 といふ と腎臟 の ことば か りを考 へて居 り又實際水排出場所 として腎臟 は重

大 の もので正常時 にはその大部分 は腎臟 よ り排 出 され るのであ るが,利 尿劑使用時に

腎以外,例,肺 な どよ りも水 分の排出あ ること,又 昇汞腎,或 は兩側腎の癌腫性閉鎖

等 の時 の如 く10日 間 も多量 に水 を與へ 而 も無尿 に も拘 らす 浮腫性 とな らないことの

あ ることな どを考ふ ると水は腎以外 の臟 器殊 に皮膚,肺,腸 等 よ りも排 出 され るのみ

な らす時には殊 に多量 に出得 ることは明 である.而 して健康 の腎臟で,そ の血行及び

酸 素供給の充分 の時に尿 となるべ き物質及び水の排出 さるることは動 かす ことの出來

ない事實であ り,又 腎臟自己があ る種 の物質 に利尿 的に反應 する ことも,例 へば蛙腎

での尿素,「 コフェイン」,昇 汞,「 ノヴァズロール」,「ア ドレナリン」,鹽 類等の灌流試

驗 で諸家 に よ り證明 されて居 るが,然 しなが ら血壓,血 流の變化及び血液中に尿 とな

るべ き物 質の多 くなること位 では利尿の原因は直接説明出來 ない.例 へば水を多量に

飲 む と尿量 は多 くな るが水血症 は常に認め られない.又 腎性減尿症,尿 崩症,或 は利

尿劑使用時に も常 に水血症 はない.即 ち利尿 の原因 として血液濃度 の低下(水 血症)は

役立たない.そ の他血液中の無機物增 加,「 イ オ ン」相 互の關係及び膠質の變化等 も利

尿の原因 となると考へ られて居 り,殊 に膠質 の變 化に關 してはその膨潤壓 に變化があ

る ことなとが種 々論議 されて居 るが之等の ことが どれ丈利尿 といふ ことに對 して意味

のあ ることであ るか ど うかは未 明である.尠 くも今 日に於 ては利尿劑 使用時に目標 と

なるべ き一定 の血液の變化は見 られて居 らない.か く考ふれば尿 とな るべ き物質は血

液に よ りて腎 に送 らるることは確 であるが,そ れ等 の血液内の含量は必ず しも腎 を刺

戟 して尿 中排 出を促 す原因 とはな らない.然 らば何が尿中排出 の状況 を調節す るか.

近來 の臨牀的及び實驗的研究の結果今 日では組織 が主 に されて來 た.例 へば腎臟 を剔

出 した動物に血中 に リンゲル氏液,尿 素,鹽 類等を注 入せし時 に,そ の量が餘 り多 く

ない時 は(水 では全 血量の4分 の1以 下 の時)正 常時の如 く之等の物質 は血中にな くし

て組織 に取 り込 まれ る,又 病的の時には腎機能障害あ る時には水及び食鹽(窒 素では

少 々異 るが)は 血中に增加す ることは極 一時的であるか或は初めか ら血中に增 加 しな

い.即 ち飲んだ物質及び水或は新陳代謝物 などは組織 内に先 づ貯藏 され るものと考へ

られ る.か くして組織 は腎臟 と同樣 に流血の分 量及 び性状 を出來 る丈 一定 にせんと努

めるの であ る.而 もその調節は腎臟 に於 け るよりも迅速 に行 はれ る.腎 に於 ては只徐

徐 に排出 して調節す るのみである.一 度組織 に入 つた ものは腎臟の機 能に應 じて再び

血中 に現 はれ順次腎臟 に送 られ るのであ るか ら血液成分 に變化 ある時は組織の状態に

變 化あ るを示す ものであ る.次 に組織 とは何 か と言ふ と主 に肝,肺,脾 及び その他の
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造血臟器及び皮下組織等 に して,即 ちアショツフ氏 の所謂網状 内皮細胞組織 が主 で,こ

れ 等 を フ ォル ハ ル ト氏 はVorniereと 名 づ け て 居 る.然 らば このVorniereと 腎 臟 と の

連絡 はど うつけ られるか 前述の如 く血液組成 は役に立 たない.又 神經 を切 つて も切

らないで も同樣 に腎臟 か ら尿が排出 され るか ら神經 系統 も大 した關係 を持 たない.又

「ホルモ ン」に よる連絡,殊 に肝 と腎 との關係 は想像 されては居 るが確 な ことは分つて

居 らない.故 に恐 らく腎臟 自身 もVorniereと しての 一部 をなす ものにて,即 ち腎 は

Vorniereと して又同時に腎 として働 き,以 て利尿 に與 るもの であ らうと考へ られて居

る.然 らば次 に之等の貯藏 所たる組織の水分含有状況 は何 に よつて調節 され るか.今

組織 内に水及び食鹽 などのたま り方 を考ふ るに昔 の考 とは今 日にては少 々異 り,毛 細

血管 と淋巴毛細管 との間 にあ る結締織内には正常時 には室腔 はな く,正 常時及び浮腫

前期時には體液 は先 づ この有形成分内を流 れ又 はそ こにた ま り,指 壓 でへ こむや うな

浮腫状態にな ると初 めて腔 が出來 てそこに水な どがたまるのであ る.而 して組織 内へ

水 分の出入 する現象 自己は恐 らくその内にある血管殊 に毛細管壁 の状態,動 脉及び靜

脉 血壓,滲 透壓,血 液及び組織 蛋白質の膨潤壓及び まだ よく分 らないところの淋巴生

成及び流 出の状態,又 組織の緊張等が關係 するもので,尚 ほ これ等の ものの状況 を調

節 す る要約 は よ く分 らないが これ等 の 因 子 の何 れ かが 内分泌 等 の影響 下 に置 かれ るも

の と考 へ られ る.而 して 「ホ ル モ ン」が これ等組織 のQuellung及 びEntquellungに(恐

ら くfermentativに)働 くの であ らうとは想像 され るが,實 際 「ビ ツイ トリン」は組 織

の水結 合力 を高 め て利尿 を抑 止 し,「 イ ン ス リン」も近 來 ク ライ ン氏等 の研 究 に よると

利尿 を抑止 し,屡 々「イ ンス リン」療 法中に見 らるる所 謂結締織浮腫 の起因の説明に用

ひ られ又 エッビ ンゲル氏に よると 「チ レオイヂ ン」は組織 の縮 少を起 し利尿 を增進すと

いふ.又 妊娠時 に浮腫傾向にある こと,又 月經時 に水排出成績の惡 い ことなどは生殖

腺 と水分代謝 との間に關係 あ るを語 るものである.尚 ほ又近來水分代謝 との關係 で大

分分 つて來 たのは肝臟 との關係 である.臨 牀的に も加答兒性黄疸 の時に屡 々尿量減少

及び水排 出障害があ り,黄 疸 が よくなると共 に多尿症 の起 ることなどよ り肝臟 と水分

代 謝 との 關係 は想 像 され るが實 驗 的 に も「ヒスチヂ ン」,「ペ プ トン」,「ア ドレナ リン」,

「ビッイ トリ ン」な どを用 ひ て肝 臟 の腫 大或 は縮 少 が見 られ,從 つ て肝 臟 が血 液 の分 量

及 び濃度 を調 節 するに必 要 な器 官 で あ る ことが 言 はれて居 る.又 エ ック氏 瘻管 を作 つ

て肝 を除外す ると生理的食鹽水注 入後水血症が永 く續 く.こ れ等の ことで も肝臟 は水

分 代謝 に關係す ることは分 るが尚ほ又肝臟 は血液中 に利尿 を促 進 し又は抑 制す る 「ホ

ル モン」 を分泌 す るとも言はれて居 る.又 水分代謝 と神經系統 との關係 も色 々に論議
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されて居 る.興 味あ るは神經系統に或種の操作をす ると丁度利尿劑使用時の如 く水及

び鹽類「ピラン ツ」の動揺が起 ることでめ る.昔 は腎臟内の神經 には血管作用のみを考

へ られ たが近來 また新 に分泌神經が あると言 はれ出 した.と にか く實驗的に交感神經

を刺 戟 すると利尿 を抑 止 し,そ の麻痺 は利 尿を增 す.又 ク ロー ド.ベ ル ナール氏糖刺

の時には糖 と同時に又は糖 は出ですに多尿症 を起す ことがめ り又 ユングマン及 びマイ

エル氏の鹽刺 では食鹽 と同時に水の排 出が增 す ことがあ る.又 アシュネル氏 に よれば

視神經床 を損傷す ると食鹽 が動 き出 すと言ふ.と にか く水及び食鹽代謝 を司 る中樞 は

他の植物 性機能 と同樣に延髄 よ り上 にて恐 らく間腦殊 に灰白結節内にあるもの と考へ

られ て居 る.實 際臨牀的に腦炎 な どにて間腦 のみ侵 され腦下垂體 の侵 されない時 に多

尿 症 を見 る ことがあ り,又 腎臟 に行 く神經 を切 つて も又腦 下垂體 を取 つて も第三腦室

底部 を損傷す ると多尿症 を起す.即 ち間腦 は恐 らく直接 に組織 の水分 代謝状況に作用

す るもののや うに思はれ る.間 腦 に關聯 して考 へ られ るのは灰白結節 と腦下垂體,腦

下垂體 と利尿及びこれ等 と尿崩症 との關係 な どであるが,こ れにつ いては色 々と議論

が あるが今 日では間腦 と腦下垂體 とは解剖的位地 が近 いばか りでな く,腦 下垂體後葉

は胎生學 的及び組織學的に間腦 と密接 なる關係 にあ ること,又 實驗 的に此兩者 より同

樣 の變化 を起 し得 ること,又 腦下垂體前葉分 泌物 は後葉及び漏斗部 を經 て腦室内に分

泌 され るもの な りとの トレンデ レンブルグ及びヂクソン氏等の最近 の研 究の結果 など

を考 ふ れば機 能 的生理 的 に も密接 の關 係 に あ るので此 兩者 を別 々に考 へ す に,腦 下垂

體 間腦 系統(Hypophysen-Zwischenhirn-System)と して一 緒 にす る方 が い い と言 はれ る

や うに なつ た.又 尿 崩 症 は腦下 垂體 に變 化が な くも間腦 の方 の變 化丈 で も起 る ことが

あ るが(所 謂Zentrale Theorie)又 間腦 に何 等 の變 化(例 へば 壓迫 な どを も)を 起 すが

ごと き ことの ない病 變(例 へば 結核,貧 血性壞 死,血 栓,腫 瘍 等)が 腦 下垂 體 後葉 に

あ った丈 で も亦尿 崩 症 が起 り(所 謂Hypophysare Theorie)又 「ビ ッイ トリン」が尿崩

症 の時 丈 に よ くき き,糖 尿病,萎 縮 腎,浮 腫 病 等 の時 の多尿症 には きか な い ことな ど

を考 ふ る と腦 下垂體 後 葉 が尿崩 症,從 つて又水 分代 謝 に も關係 あ る こと も確 で あ る.

尚 ほ腦下垂體 と水分代謝 この關係 はハン氏の研究以来大分 明になつた.即 ち同氏が尿

崩症 のあ りし又 はなき多數 の腦下垂體疾患時の腦 下垂體 を檢 したるに後葉丈犯 され前

葉 の犯 されない時 に尿崩症 があ り,前 葉 も同時 に犯 された時 には尿崩症 のない ことを

見,前 葉は利尿促進的,後 葉は利尿抑止的「ホルモ ン」を出す,即 ち尿崩症 は前後兩葉

の機 能 平衡状 態 の失 調 に基 くもの であ ると言ふ て居 る.而 して「ビツイ ト リン」の働 き

方 に つ い ては腎 臟 へ行 く神 經 を切 つて も又 その神經 を「エル ゴ トキ シ ン」で麻痺 させて
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も働 きが現 はれ,又 尿素,葡 萄糖等組織 に働 いてその水をな くなす ものをやつた後に

は きかない,又 「ビツイ トリン」で網状織内皮細胞組織 を「ブ ロツキー レン」す ると血中

に入れた物 質が永 く血中にの こる.故 に「ビツイ トリン」は尠 くも腎臟内神經 を介 して

腎に働 くものでな く,主 に腎外,即 ち組織 の方に働 き,而 も組織及び血液「コ ロイ ド」

の水結合力 を高 めるもの とされて居 る.又 此際「ビツイ トリン」は直接 に組織に働 くの

か又は間腦等中樞 を介 して働 くの かは よく分 らないが「ビ ツイ トリン」を皮下 などに注

入 した時 と腦脊髄腔 に入れた時 とでその働 き方が多少異 ると言ふ ことを考へ ると恐 ら

く中樞 を介 して働 くもの ではないか と想像 され る.

前述の如 く水分代謝の調 節機 能は複雜であ るが,殊 に近來 は組織 即 ち所謂Vorniere

に重大の意義 をつけ るや うになつた.而 して水分代謝の障害あ る時に起 る主 な症状 は

浮腫 で,而 もそれは所謂Vorniereの 方に主に起 るものであ る.併 し色 々の浮腫 に各利

尿劑 などの效 き方の異 ること,又 その浮腫時の血液 の變化の異 る こと等 を考ふ ると各

浮腫 時に於 てその臨牀的症状ばか りでな く又 それ を起す障害 の性質及び その障害 を蒙

るべ き組織 の部分 を異 にすべ きである.即 ち現象 としては同 じく浮腫 であつて もそれ

を起 すべ きVorniere内 の病的機轉 には色 々異 るものが あるべ きであ り又實際各種浮腫

につ き色 々と論議 され て居 る.從 つ てすべての浮腫 を一樣 に同一の方 法 で除去 せん と

す ることは無理である.利 尿劑 に も各適當の ものが各 の場合にあ る筈 であ る,併 し前

述の如 く一 々の こまかい事實は分 つて來 ても,今 日これ等 の成績 を以 て直 に各利尿處

置 の適應 を定 めることは出來 ない.今 日に於 ては水及び鹽類「ビランツ」に及ぼ す作用

位 を目標 として經驗的に知 つた方針に從ふ よ り外はない.此 際注意す べ きは利尿劑 は

今迄信ぜ られたや うに腎臟ばか りに働 くのでな く組織利尿劑 と言ふ ことも言 はれ出 し

たと言ふ こと及び一般 に利尿處 置をす ると尿の排 出ばか りで な く皮膚及び肺等 の方 よ

りの水分排 出 も非常に增進 される こと,即 ち利尿 時には水分代謝全體 の變化が來 るの

である ことである.

利尿劑 を次の如 く分類 する人があ る.

(甲)主 に腎臟 に働 くもの … …「プ リン」體.

(乙)主 に腎外組織 に働 くもの(組 織利尿劑).

(1) 血液 の滲透 壓 を高 め る もの.

(硫 酸 「ナ トリウム」,硝 酸 「ナ ト ソウ ム」,重 曹,尿 素,葡 萄糖 等)

(2) 組織 の縮少 を起 す もの.

(水銀 劑(「 ノ ヴ ァズ ロー ル 」,「 ザ リル ガ ン」),「 カ リ ウ ム」,
カ ル シ ウ ム」及 び 「マ グ ネ シ ウ ム」鹽

,「 チ レ オ イ ヂ ン」等)
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これ等 の内 で「コフェィン」,「ヂウ レチン」等一般 に「プ リン」體 は腎臟の瓦斯代謝研

究結果 など より考 へて主 に腎臟 に分泌的に働 くものとされ て居 るが併 し 「コフェィン」

な ども初 めは少 しは組織 より水及び食鹽 を遊離 させ,又 「ヂウ レチン」は食鹽 を動 かす

と言はれて居 るや うに腎外作用 を も認 めない譯 には行 かない.色 々の腎臟性及び心臟

性浮腫 に用ひ られ るが血 尿の時 にはいけない.一 般 に絲毬體性腎炎 の時は血尿,蛋 白

尿,尿 量等 に惡作用 を及ぼす.又 此物の缺點 は續用 す ると段 々腎が疲 れて來 るか ら時

時休止す る要 のあ ることであ る.

鹽 類 利尿 劑 と して は主 に腸 よ り吸牧 され易 く且 血管 外 に出難 い ものが いい.此 點 に

つ き彼 の酷剥 水 の いい のは周 知 の ことで あ る.こ れ は色 々の浮腫,「 ネ フ ロー ぜ」に も

腎炎 に も用 ひ て いい.「 カル シウ ム」は前 述 の如 く他 の製 劑 と伍 用 して有力 に働 く.

その他 近 來盛 に用 ひ ら るるの は水銀 製 劑 であ る.「 ノヴァズ ロー ル」 は主 に食 鹽 利尿

劑 で,即 ち此時 の血液,浮 腫 液 等 の「ク ロール」量を測 定 した結 果 に よると食鹽 が先 づ

組 織 よ り動 き出 し水 は二 次的 に動 くや うな像 を呈 し,而 もこの食鹽 の排出力 は 「ヂ ウ

レチ ン」な どの時 よ り強 い.又 面 白 い ことは 「ア トロ ビ ン」を や る と 「ノ ヴァズ ロー ル」

の作用 が抑 止 され ること及び尿崩症の時に「ビツイ トリン」と同樣 に利尿 を抑止 す る能

があ ると言ふ實驗 であ る.此 劑使用時に主要 な ことは腎臟が健全 で,水 銀 の排出 の出

來 る ことであ る.從 つて心臟性浮腫時 に最 もよくきき,又 心臟性の時で も尿 の うすい

時即 ち腎機能 の惡 い時 には きかない.又 「ノヴァズロール」は效 く持續 が短 く,又 度 々

使 ふと,き かない ことが あるのが缺點 であ る.急 性及び慢性絲毬體性腎炎及び炎性萎

縮腎,又 高度 の貧血,惡 液質,發 熱,下 痢等あ る時 には禁忌であ る.し か し豫 め充分

「ヂギタ リス」療 法を試 みた後に 「ノ ヴァズロール」をやれば 一般 にその副作用 は殆 ど起

らない ことがある.尚 ほ「ネフ ロー ぜ」,肝 硬變症及 び腹 水のあ る肝黴毒症等 に も使 つ

て きくことがあ る.腹 腔内に使用 して割合 にいい結 果 を得 ること もある.

又尿 素 も殊 に「ネ フ ロー ゼ」の時 に き くとされ る.「 チ レオイ ヂ ン」も著 效 を牧 める こ

とが あ る.脉 搏及 び糖 尿等 を 目標 と して1乃 至2週 間0.3よ り2.0瓦 位 迄增 量す る.

主 に用 ひ られ るの は「ネ フ ロー ゼ」で,血 尿,心 臟不 全及 び 甲状腺 機 能 亢進症 等 の あ る

時 は勿 論 禁忌 で あ る.

か くどんな時にどんな利尿劑 を用 ふるか と言ふ目標 は的確 ではないが,併 しまた腎

臟 疾患 であ るか らこて,直 に何か利尿劑 をやると言ふ習慣 は誤れ るも甚だ しい もので

あ る.

最後 に各種 腎臟疾患時の一般方針 を述べんに,一 般 に腎炎時 には食餌 を主に し,止
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むを得 ざる時に藥物療法を用 ふべ く,心 臟性浮腫 の時 は先 づ藥物 に主 をお くといふの

が法則 であ る.從 つて日常吾人 の遭遇 するが如 く心臟性及び腎臟性浮腫 が一緒 に來 る

や うな時には食餌 と藥物 との兩 方に注 意すべ きであ る.

急性腎炎で鹽類 なき食餌 で旨 く行かないで,減 尿症,浮 腫等 あつて利尿劑 の要 ある

時 は醋剥,「 コフェイ ン」,「ヂギタ リス」,「アグ リン」等 を先 づ選 ぶ.「 ネ フローゼ」の

時 は食鹽 なき食餌 を與ふ る外 に尿素 を用ふ るが いい.尤 も殘 餘窒素 の增 量 して居 る時

に は避 けた方 が いい.又 此 の時 に酷剥,「 チ レオイ デ ン」,「プ リ ン」體 等 を用 ふ るが屡 々

效 目の な い ことが あ る.「 ノ ヴァズ ロール」は黴 毒性 「ネ フ ロー ぜ」には いいが黴 毒 の な

い時 には水銀 の腎實質に對 す る副作用 に注 意す るを要 す.次 に色々の形及び性質の慢

性腎炎時 には それに應 した食餌,即 ち窒素型 か浮腫型 かに よ りて前述 の注意 をな し,

尚 ほ必要 の時 に は 「プ リン」體 及 び 「ヂ ギタ リス」を用 ふ るを可 とす.

尚 ほ血壓の ことについては略す.

(以 上)
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