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Effect of Exercise on Urinary Excretion of 17-ketosteroids, 

17-hydroxycorticosteroids, Sodium and Potassium 

Masatoshi SUZUKI, Tetsuzo TAK!LHASHI 

and Shoji FUJIWARA* 

The present work dealt with the effect of physical exercise on the urinary excretion 

of 17-ketosteroicls (17-KS), 17-hydroxycorticosteroicls (17-0HCS) and urinary Na/K ratio, 

which had been considerecl to be reflected by the function of adrenal cortex. Tllree experi-

ments were conclucted with healthy well-trainecl male university stuclents, whose number 

were four, eight and eight in experiment 1, 2 ancl 3, respectively. , 
The work loacl in experiment I was 60 per cent of maximal oxygen uptake of each 

individual. Thirty minutes exercise with Monark Bicycle Ergometer at the speed of 60 
cycle/min. was given once a day. The training cainp of Football Club in summer and Track 

and Field Club in springr were used for experinlent 2 and 3. In these training canlp, about 

4. 5 hours ' (in experiment 2) and 6-7 hours' (in experiment 3) exercise were carried out 

every clay, and these physical exercise seemed much heavie~ than that of experiment l. 

The urinary 17-KS, 17-01~:CS, Na and K were determinecl in each experinlent. Urinary 

collection was made several times in a day to observe the circadian rhytllm. 17-KS and 
17-0HCS in sweat was also determined in experinlent 1. 

The results showed that : 

1) No excretion of 17-KS and 17-0HCS in sweat,was observed during exercise in experi-

2) Utinary excretioli of 17-KS and 17-0HCS were decreased duringi exercise, and iricreased 

during rest. Changes in urinary 1'7-KS and 17-0HCS were roughly paralleled with that 

of the urine volume in experiment 2 and 3. 

3) Significantly 1ligher urinary excretion of 17-0HCS was observed on the exercise day 
than on the control day in experiment 2 and 3, however the differences between the 
exercise day and the control day (non-exercise day) in urinary excretion of 17-KS in 
experiinent 1, 2, 3 and 17-0HCS in experiment I were statistically not sigllificant. 

4) Urinary Na!K ratio was high in the daytime and tend to decline from eveninbcr to night 

on the control day, and it was remarkably lowered by exercise in experiment 1, 2 and 3. 
5) The Na/K ratio of 24 hours' urine on th~ exercise day was significantly lower than 

that on the control day (non-exercise day) in experiment 2 an_d 3. The sanle tendency 
was found in experiment 1, though it was statistically not significant. There found the 

increase correlation between urinary NajK ratio and 17-0HCS excretion during the train-

*' ~~!+~'+~:r~t~~ YMCA f~i･~<H ~f~~~ii~~~ (Physical Education Instructor, Tokyo Central YMCA Gymnasium) 
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　生体にストレスが加わった場合，脳下垂体一副

腎皮質系機能が充進し，副腎皮質ホルモソの分泌

が促進され6）24〕，iその結果，副腎皮質ホルモソ代

謝産物の尿中排泄量が増加することは広く認めら

れている。Lかし，ヒトに運動を負荷した際の尿

中17－ketosteroids（以下17－KSと略す）および

17－hydroxycorticosteroids（以下17－OHCSと略

す）の排泄量に関しては，運動によって増加した

という報告もあれぼユ）2）15）25）29刈），逆に減少したと

いうもの7〕8）m）23）もあり一致Lた結果は得られて

いない。この原因として，副腎皮質機能の指標と

しての17－KSの有用性ユ1）3ユ），運動強度の違い5）26〕，

汗中への排泄16）32），腎機能との関係m，ストレス

を受けてから副腎皮質ホルモソ代謝産物が尿中に

排泄されるまでの時問的ずれユ7）27）等が考えられて

いる。著老等3）は，ヒトに絶食を行わせた場合の

尿中17－KSおよび17－OHCS排泄量の変動は，主

として体タソパク質の代謝と関連していると思わ

れる結果を得た。このことは，副腎皮質機能の検

索に際しては，他の物質代謝とも関連づけて考え

なけれぼなら’ないことを示しているものと思われ

る。以上のことから著老等は，汗中への排泄，運

動条件の違いなどの諸点から運動の尿中17－KS，

17－OHCS排泄量および尿Na／K比に及ぼす影響に

ついて検討した。

実験方法

　実験は3回行った。ひとつは自転車エルゴメー

ターによる運動負荷（以下運動負荷実験），他の

2実験は合宿中における運動（以下合宿実験）の

影響を知弔ことを目的とLた。被験老には表1の

ような健康な運動に習熟した男子大学生を用い

た。

　運動負荷実験では4人の被験老に一定の標準食

を10日問与え，最初の5日目までを調整期として

できるだけ安静な生活をさせた。その後，被験老

2名は6日目を対照日，7日目を運動負荷日と

し，他2名は対照目と運動負荷日の順序を逆にし

た。9目目，10日目は朝食を摂らせずその分を昼

食に加えて与え，9日目を対照目，10日目を運動

負荷目とする群とその順序を逆にする群とにし

た。運動の負荷には自転車エルゴメーター（モナ

Tab1e　l　Age　and　physica1mesure皿ents
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T．O．

M．Y．

Y．S．

M．F．

T．U．

M，K．

T．S．

T．T．
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21

21

21

21

21・

22

21

22

21

21

22

23

21

23

21

21

21

21

21

21

Height
（Cm）

177．0

175．0

162．0

170．0

167．0

169．0

171．0

173．0

178．0

160．0

165．0
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158．0
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177．0

176．0

177．0
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lW・ight
　（k9）

85，0
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62，0

60，0
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68，0

68，0

62，0

59，0

67．0

50，0

60，0

61，0

61，0

85，0

69．0

8210

75．0

一ク社製）を用い，負荷強度は各被験者の最大酸

素摂取量の60パーセソトとし，60cyc1e／min．で30

分問運動を遂行させた。1日の実験スケジュール

を図1－Aに示した。被験老は10分問安静にした

後，10時30分より30分問運動を行わせ，終了後1

時問を回復期として安静状態に保った。午前8時

より午後8時までは2時問ごとに採尿し，それぞ

れ第I’～第VI尿，午後8時より翌日の午前8時ま

でを第V皿尿とした。実験後半の対照日，運動負荷

日に汗を1目分採取した。

　合宿実験は十三！一カー部の夏季（夏季合宿実験）

および陸上競技部の春季強化合宿（春季合宿実験）

中を対象として行い，被験者はそれぞれ8人であ

った。両実験とも合宿期問は7日問であり，採尿

については強化合宿ということも考慮に入れ2，

4，6日目の3目間とした。対照日は合宿2日前
の休息日をあて，運動以外は合宿申と同様な生活

をさせた。1日の実験スケジュールをそれぞれ図

1－BおよびC～Eに示した。夏季合宿実験では

起床後午前7時に排尿させ、午前の練習開始前の
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9時15分まで（第I尿），練習終了後の12時15分

まで（第■尿），午後の休息から練習開始前の15

時15分まで（第皿尿），午後の練習終了後まで

（第1V尿）の尿をすべて採取した。春季合宿実験

においては被験者により競技種目が異なるため，

採尿時問に多少のずれがあった。起床後6時30分

に排尿させて，午前の練習開始前の9時から10時

まで（第I尿），練習終了後の14時前後まで（第

1I尿），午後の練習終了後の17時30分まで（第皿

尿），就寝前の22時まで（第IV尿），翌朝の6時30

分まで（第V尿）’の5回に分けて採取した。練習

時問は1目によってあるいは種目によって多少の

違いはあったが夏季合宿実験では1日約4時間30

分，春季合宿実験では約6～7時問であった。

　3実験とも尿量および尿中17－KS，17・OHCS，

Na，Kを運動負荷実験では汗中17－KS，17－OHCS

をも測定した。17－KSはZimmermam反応を用

いた尾形等21）の方法に若干の変更を加えて，また

17・OHCSはいわゆるPorter－Si1ber　Chromogenを

測定したユ8）。Na，Kは炎光法により目本電子JAA－

7000康子吸光分光分析装置を用いて測定した。

　なお，汗の採取は次のように行った。被験者を

前日風呂に入れ，当目蒸留水で洗ったタオルを用

い蒸留水でよく身体を拭き，あらかじめ蒸留水で

Ta1⊃1e2 Dai1y　changes　of　urine　vo1u皿e　in　a　day（m1／hr．）

Work loacl Train._ ing camp experinler!_ts 

ex perinl ent Sullllnef S pring 

Cont. + SD Exer. + SD Cont. +SD Exer. H- SD Cont. + SD Exer . + SD 

I
 

53~21 55 ~ 17 56 ~ 30* 47~15 61 ~ or4 56 ~ 17 
I
l
 

51 ~ 17 45 ~ 17 79 ~ 46 29~ 9
 

77~29 50 ~ 17 

ID: 42~ 9 34~12 69 H 68 59~21 84 ~ 63 75~32 
IV 38~ 5 33~ 8

 
40 ~ 18 42 ~ 17 70~33 93 ~ 33 

V
 

52 ~ 19 42 ~ 16 46 ~ 21 39~11 
~~ 49~ 17 73~55 
VD: 52~ 8 49 ~ 13 
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洗っておいた衣類（下着，くつ下等）を午前8時

30分につけさせた。対照日にはその状態で生活さ

せ，翌日の午前8時30分に衣類を脱がせ，タオル

を用い蒸留水で十分に身体を拭いた。運動負荷日

には多量の発汗があるので運動後衣類を着更えさ

せた。皿ま牟，運動時g手からの汗を採取するため

手にビニール袋をつけさせた。あとは対照目と同

様で卒る。それぞれの衣輝，、タオル等は蒸留水で

よく抽出’し抽出液をエパポレーターで蒸発させ，

内容を蒸留水で洗い｛し一定量とし後の分析に供

した。

　実験結果

　運動負荷実験の汗について17－KS，17－OHCSを

尿と同様の方法によって測定したが，対照目，運

動負荷日ともに汗中への排泄は認められなかっ

た。

　尿量の日内変動を表2に示した。’運動負荷実験

では運動負荷日における甘中’（鎗I～第V尿）で

の減少および夕方（第VI尿）での増加が対照日に
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比べて著しかった。1日尿量は対照日1195±268

m4，運動負荷目1147±405m4で有意た差はみら

れなかった。合宿実験での日内変動をみると運動

尿で減少し，その後の休息尿で増加する傾向を示

した。尿量の変動は日中に著名で夜問ではほとん

ど変化がみられなかった。総尿量は夏季および春

季合宿とも，対照目（夏季：573±18削，春季1

1547±435m4）に比べ運動日（夏季：493±137m4，

春季：1394±290m召）の方がやや少ない傾向にあ

った。

　尿中17－KS，17－OHCS排泄量の日内変動を図2，

図3に示した。対照日の17－KSおよび17・OHCS

の排泄は，3実験とも早期に高く徐々に低下し夜

問に最低となる日内変動を宗した。運動負荷実験

の運動負荷日，合宿実験の合宿時には，運動尿で

の減少，その後の休息尿での増加の傾向がみられ

た。運動負荷実験では，尿中17・KS1日排泄量は

対照日8．8±2．0mg，運動負荷日9．8±2．4mg，17－

OHCS1日排泄量はそれぞれ7．6±O．4mg，7．7±

0．7mgで対照日と運動負荷日の問に有意差はなか

った。合宿実験におげる各測定日の尿中17－KS，

17－OHCS　総排泄量の日による変動を図4に示し

た。尿申17－KSの総排泄量は両実験とも対照目

と合宿時とで有意差はなかった。尿中17－OHCS

総排泄量は合宿実験では合宿に入って2目目，4
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日目と増加を続け，6日目には4日目に比べてや

や減少の傾向を示した。運動負荷実験では有意差

はみられなかったが，夏季合宿実験では4日目，

6日目が，春季合宿実験では2目目，4目目，6

日目とも対照日に比べ有意に増加した。

　尿Na／K比の結果を図5，図6に示した。、尿

Na／K比の日内変動をみると（図5），3実験とも

対照目には日中に高く夕方から夜問にかけて低下

する傾向を示した。運動負荷実験の運動負荷目，

合宿実験の合宿時には運動尿での著しい低下がみ

られた。Na，Kの1目排泄量での比をみると，運

動負荷実験では対照日5．1±O．7，運動負荷日4．5

±0．7で運動負荷日の方がやや低値を示したが統

計的に有意な差ではなかった二合宿実験の1日排

泄量での尿Na／K比は（図6），合宿2日目，4

目目と低下し6目目には上昇した。夏季合宿実験

の6日目の値は対照目のレベルまで上昇したが，

春季合宿実験では対照日より低値であった。夏季

合宿実験の4日目および春季合宿実験の4日目，

6日目の値は対照日に比べ有意に低下した。

考　察

高松等罧2）は高熱重筋労働者の尿中17－KS排泄

量が非高熱労働者に比べて著しく減少しているこ

とから，汗中のステロイドホルモソ排泄に注目し

なけれぼならないとしている。本研究では，運動

負荷実験の汗中には！7・KS，17－OHCSともに排

泄は認められず，また発汗量は夏季合宿で著しく

多く，春季合宿では少なかったのに対し，尿中

17－KSおよび17－OHCSの排泄量は，対照目，合

宿中ともに夏季合宿実験の方が多かったことか

ら，汗中への排泄が尿中排泄量に影響していると

は考えられない。Lewis等g）は運動負荷時の汗中

17－OHCS　を測定した結果，その存在を証明でき

ず，また25mgのヒドロキシコルチゾソ静注によ

っても汗中排泄はみられず，しかもβ一g1uCurOni－

daSe加水分解汗についてのぺ一パークロマトグ

ラフィーによる検索によっても副腎皮質ステロイ

ドの存在を証明できなかったので，その汗中排泄

量は無視できるとしている。仲儀19〕も高温負荷時

の汗について，17・KS，17－OHCSをZimmermam

反応およびPor仁er－Si1ber法によって測定した結

果，汗への排泄は認められなかったとしている。

しかしNicho1s等ユ。）は，運動負荷時の汗について

コルチコイドを測定した際，＝一100m4あたり平均

50数μgの水不溶性中性還元性物質を証明し，発

汗を伴うストレスに際しては汗中コルチコイド排

泄を考慮しなけれぼたらないとしている。また仲

儀ユ9）別）もぺ一パークロマトグラフィーによって汗

中にコルチコステロイドあるいはZimmermann

反応陽性物質のspotを証明している。今後汗中

17－KS，17－OHCS　の測定法の検討が必要であろ

う。

　3実験すべてにみられる共通的な特徴として，

尿中17－KSおよび17－OHCS排泄量の日内変動に

おいて，運動尿での減少ならびにその後の休息尿

での増加がある。宮坂等1。）は運動負荷時の尿中

17－KSの増減について増加する場合は尿量の増加

がみられ，減少する場合には尿比重もしくは尿量

の低下があり，このことは腎機能に関係している

と推定している。また腎臓の色素排泄機能検査法

のひとつであるP．S．P．テスト（Pheno1su1phon－

phtha1ein　test）によって白転車エルゴメーター

負荷中の腎機能の一時的低下および終了後の機能

回復をみている。尿量と尿中17－KS排泄量との



関係にっいては一致した動きを示すという報告ユ2）

1霊）もあれば，必ずしも一致しないとするもの22）34）

35）もあり統一的見解は得られていない。本研究に

おける尿中17－KS，17－OHCSと尿量との目内変

動をみると，運動負荷実験では必ずしも平行した

動きを示さなかったが，合宿実験では非常によく

一致していた。よって合宿実験におげる運動時の

日内変動は一時的な腎機能の変化によって影響さ

れたと考えられる。つぎに尿中17－KS，17－OHCS

の総排泄量について考察する。　17－KSについて

は，対照目と運動負荷実験の運動負荷日もしくは

合宿実験の合宿時との問に差はみられなかった。

すなわち60％VO．max．30分あるいは合宿時の運

動のどちらも尿中17・KS排泄量に影響を及ぼさ

ず運動条件の差による違いもみられなかった。強

化合宿は生体にとって相当のストレスになってい

ると考えられるにもかかわらず，尿中17－KS排泄

量に増加が認められなかったことは，副腎皮質機

能の指標としての17－KSの有用性に間題のある

ことが考えられる。　17・OHCSについては，運動

負荷実験では、．ユ7－KSと同様差がみられず，60％

VO．max，30分の運動は尿中17－OHCS排泄量に

影響を及ぼさないと考えられ，同様の結果は後藤

等5）によっても報告されている。合宿実験．におい

ては有意に増加するという結果が得られた。

　無機質代謝とくに，Na，Kに対する副腎皮質ホ

モソの作用は，Naの蓄積およびKの排泄促進作

用であり，その結果として副賢皮質機能尤進時に

尿Na／K比が低下することが知られているs）m）

25）。NaおよびKの1日排泄量での比をみると，

運動負荷実験では対照日と運動負荷日とで有意差

はたかったが，合宿実験では合宿により有意に低

下した。これらの動きは尿中17－OHCS排泄量の

動きとは逆の関係であった。運動負荷あるいは合

宿によって尿Na／K比が低下Lたことは，副腎皮

質機能の九進を示すとみられる。運動，発汗等に

よって副腎皮質ホルモソのアルドステロソの分泌

が促進され尿中への排泄も増加することが知られ

ており4）14）28），これがNaの蓄積，Kの排泄促進

ひいてはNa／K比の低下の一因と考えられる。し

かし，Na代謝はアルドステロンのみによって支

配されているわけではなく，また明らかにアルド
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ステロソとは無関係な変動を示すことも知られて

おりヨ3），アルドステロソ以外の副腎皮質ホルモソ

の分泌も促進されていることが考えられる。

　要　約

　副腎皮質機能の指標のひとつと考えられる尿

中17－KS，17－OHCS排泄量および尿Na／K比に

及ぽす運動の影響について検討した。

　実験は3回行った。被験者は健康な運動に習熟

した男子大学生であり，それぞれ4人，8人，8

人であった。運動負荷実験における負荷の強度

は，最大酸素摂取量の60パーセソトとし，自転車

ニルゴメーター（モナーク杜製）を用い，60cyc1e／

min．で1目に1回，30分間負荷した。合宿実験
は，サツカー部の童季および陸上競技部の春季強

化合宿を対象として行った。合宿中は毎目4時間

30分（夏季合宿実験）たいし6～7時問（春季合

宿実験）の練習が行われ，その運動強度は運動負

荷実験に比べ相当激しいものであったと考えられ

る。

　測定項目は尿中17－KS，17－OHCS，Naおよび

K排泄量であり，運動負荷実験においては汗中

17－KSおよび17－OHCSをも測定した。

　得られた主要な結果は次のとおりである。

　1）運動負荷時の汗について17－KS，17－OHCS

を測定したが，汗中への排泄は認められなかっ

た。

　2）尿中17－KS，17－OHCS排泄の目内変動で

は，運動尿において減少し，その後の休息尿にお

いて増加した。また，合宿時の尿中17－KSおよび

17－OHCS　排泄量の変動は尿量の変動とよく一致

した。

　3）尿中17－KS総排泄量に対しては，60％VO．

max．30分の運動も合宿時における運動も影響を

及ぽさず，運動条件の違いによる差はみられなか

った。尿中17－OHCS総排泄量に対しては60％

VO．max．30分の運動は影響Lなかったが，・サッ

カーや陸上競技の合宿によって有意に一増加した。

　4）尿Na／K比の日内変動は，3実験とも対

照日には日中に高く夕方から夜間にかけて低下す

る傾向を示した。運動負荷実験の運動負荷目，合

宿実験での合宿目には，運動尿での著Lい低下が
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みられた。

　5）　1日排泄量での尿Na／K比は運動負荷あ

るいは合宿によって低下した。合宿での運動日の

低下は統計的に有意であった。合宿実験中の1目

あたりの尿Na／K比の変動は尿中17－OHCS排泄

量の変動と逆の動きを示した。
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