腎臓の機能
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■集合管では、（
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濃度を増加させる。
排尿
■一回の排尿量は個人差が大きいが、約（

）ml である。

■脊髄の排尿反射中枢は副交感神経核のある（

）にある。

■初期尿意は個人差があるが、膀胱内の尿が約（
（

）ml で感じる。この時、膀胱内圧が

）cmH2O に達し、大脳皮質で尿意を感じる。

■初期尿意を感じても、前頭葉や中脳の上位中枢から抑制を受け、このまま約（
膀胱内圧はゆるやかにしか上昇せず、（
■膀胱内の尿が、
（

）ml までは

）反射はおこらない。

）ml を超えると急激な内圧上昇がみられるとともに下腹部痛を感じる。

【蓄尿量と膀胱内圧】
（膀胱内圧）
40~50 ㎝ H2O

15~20 ㎝ H2O

150~200ml
（膀胱内尿量）

400~500ml

■随意的に排尿するときは（
て（

）からの抑制が除かれ、
（

）の排尿中枢が刺激されることで、
（

）神経（副交感神経）の遠心性線維が

排尿筋を（

）させるとともに内尿道括約筋（膀胱括約筋）を（

■次いで（

）神経（体性神経）の随意抑制により（

■（

）や（

■排尿時の膀胱内圧は（
■（

）させる。
）筋が弛緩し排尿がおこる。

）の収縮により腹圧を高めると排尿は促進される。
）cmH2O である。

）神経（交感神経：T12 ～ L2）は、排尿筋を（

させることで（

）の排尿中枢を介し

）に働く。

）
、内尿道括約筋を（

）

腎臓の機能
■腎臓は、生体に不要な物質や水溶性の代謝物の（ 排泄 ）を行う。
■腎臓は、尿量の調節を行うことで（ 循環血漿 ）量を調節する。
■腎臓では、
（ HCO3- ）の排泄調整等によって、
（ 酸―塩基平衡（pH） ）を調節する。
■（ パラソルモン（上皮小体ホルモン） ）の働きによってビタミン D3 を活性化する。
■（ エリスロポエチン ）を分泌し、骨髄での赤血球の産生を助ける。
尿の生成
■糸球体では、血液の（ 濾過 ）
が行われ、１日（ 150～180

）L

の原尿ができる。
■血漿成分の中でアミノ酸やグル
コースはわずかながら濾過される
が、（ アルブミン ）などの大き
い蛋白質や（ 赤血球）は濾過され
ない。
■濾過された血漿量の（ 99 ）％
以上が尿細管及び集合管で再吸収
され、尿として排泄されるのは、１
日約（ 1.5 ）L である。
■原尿の約（ 1 ）％が尿となる。
■尿の成分は（ 水 ）が 95％、固形物が５％である。
■固形物は主として（ 尿素 ）と（ NaCl ）で、その他尿酸、クレアチンなどと無機物である。
（ ア
ルブミン ）や（ 鉄 ）は含まない。
■再吸収は濃度の低い方から高い方へ物質を運ぶ（ 受動 ）輸送と、濃度の高い方から低い方へ運ぶ
（

能動 ）輸送によって行われる。

■水は全て（ 受動 ）輸送で再吸収され、グルコースやアミノ酸は（ 能動 ）輸送により再吸収さ
れる。
■近位尿細管では全体の約（ 70～80 ）％が再吸収される。
■近位尿細管では、
（ ブドウ糖（グルコース） ）と（ アミノ酸 ）の再吸収が 100％行われるが、
血糖値が（ 170～180mmHg

）以上あると再吸収されず尿中に（ 尿糖 ）として排泄される。

■遠位尿細管では調節的な（ 再吸収 ）と（ 分泌 ）が行われる。
■遠位尿細管中での（ Na+
（

）濃度が減少すると、輸入細動脈が糸球体に入る直前の血管壁に存在する

傍糸球体細胞 ）からレニンが血管内に分泌される。

■（ レニン ）は血漿中のアンジオテンシンを活性化し、血圧を上昇させるとともに副腎皮質からの
（

アルドステロン ）の分泌を促進する。

■アルドステロンは遠位尿細管と集合管での Na＋の再吸収を（ 促進 ）させ、尿量が減少し（ 循環
血漿 ）量が増加する。
（Na+が再吸収されることで、水が一緒に再吸収されることになる。
）
■集合管では、（ 水 ）と（

Na+ ）が再吸収されるが、この時、下垂体後葉から分泌される（ バ

ゾプレシン ）によって水の再吸収が促進され、尿量が減少する。

■（ 心房性ナトリウム利尿ペプチド ）は
心房筋内に存在し、レニン、アルドステロン、
バゾプレシンの分泌を抑制する。このため、
Na＋の排泄が促進され、水の再吸収が抑制さ
れ尿量が（ 増加 ）する。
■心不全により循環血漿量が（ 増加（浮腫
がおこる） ）すると、利尿作用がある（ BNP
（脳性ナトリウム利尿ペプチド） ）の増加
がみられる。

■血漿の（ カルシウム ）濃度が低下すると副甲状腺ホルモンのパラソルモンの分泌が促進され、近
位尿細管での（ カルシウム ）の再吸収を促進するとともに、
（ リン ）の近位および遠位尿細管で
の再吸収抑制および（ ビタミン D ）の活性化に働く。
■活性化されたビタミン D3 は腸管で食物からの（ カルシウム ）の吸収を促進し、血中（ カルシウ
ム

）濃度を増加させる。

排尿
■一回の排尿量は個人差が大きいが、約（ 200～250 ）ml である。
■脊髄の排尿反射中枢は副交感神経核のある（ 仙髄（S2～４） ）にある。
■初期尿意は個人差があるが、膀胱内の尿が約（ 150～200 ）ml で感じる。この時、膀胱内圧が（ 15
～20 ）cmH2O に達し、大脳皮質で尿意を感じる。
■初期尿意を感じても、前頭葉や中脳の上位中枢から抑制を受け、このまま約（ 400～500 ）ml まで
は膀胱内圧はゆるやかにしか上昇せず、
（ 排尿 ）反射はおこらない。
■膀胱内の尿が、
（

400～500 ）ml を超えると急激な内圧上昇がみられるとともに下腹部痛を感じる。

【蓄尿量と膀胱内圧】
（膀胱内圧）
40~50 ㎝ H2O

15~20 ㎝ H2O

150~200ml
初期尿意 （膀胱内尿量）

400~500ml

■随意的に排尿するときは（ 大脳皮質（前頭葉） ）からの抑制が除かれ、
（ 橋 ）の排尿中枢を介
して（ 仙髄 ）の排尿中枢が刺激されることで、
（

骨盤 ）神経（副交感神経）の遠心性線維が排尿

筋を（ 収縮 ）させるとともに内尿道括約筋（膀胱括約筋）を（ 弛緩 ）させる。
■次いで（ 陰部 ）神経（体性神経）の随意抑制により（ 外尿道括約筋 ）筋が弛緩し排尿がおこ
る。
■（ 横隔膜 ）や（ 腹筋群 ）の収縮により腹圧を高めると排尿は促進される。
■排尿時の膀胱内圧は（ 70～100 ）cmH2O である。
■（ 下腹 ）神経（交感神経：T12～L2）は、排尿筋を（ 弛緩 ）
、内尿道括約筋を（ 収縮 ）さ
せることで（ 蓄尿 ）に働く。

