
帝京大学薬学部医薬化学講座臨床分析学研究室教授
金　子　希代子

（聞き手　山内俊一）

　高尿酸血症・痛風の栄養指導についてご教示ください。
　アルコール制限と運動性プリン体制限が主体だと思いますが、アルコールで
もビール・蒸留酒よりもワインは害が少ない、魚やチェリーの摂取がよいとさ
れる理由はなんでしょう。また、果糖制限は第一には強調されないようですが、
尿酸生成に大きくかかわると聞きました。現代食生活での果糖制限の重要性も
ご教示ください。

＜栃木県勤務医＞

高尿酸血症・痛風の栄養指導

　山内　金子先生、これはいろいろな
ものが知られており、大枠はあるので
すが、どちらかというとこの質問は各
論というところなので、それぞれの食
品に関して細かいことをお聞きしたい
と思います。まずアルコールに対して
は、ビール、蒸留酒、ワインとありま
すけれども、ワインが一番害が少ない
のではないか。これはどういう理由に
よるものなのでしょうか。
　金子　お酒の種類はいろいろありま
すが、同じアルコール量で比べたとき
に、ビールと蒸留酒とワインでは、尿
酸値の上がり方が、ビールが一番高く
て、その次が蒸留酒、そしてワインが

一番低い、そういう報告があります。
　山内　ビールが上がりやすいのは、
ビール酵母が含まれているから、と考
えてよいでしょうか。
　金子　ビール酵母と麦芽が材料の中
に含まれているので、食品ほど多くは
ありませんが、ビールの中にプリン体
が含まれていることにより、これが尿
酸値を上げる役割をしています。
　山内　一般的にはアルコール自体に
尿酸値を上げる作用があると考えてよ
いのでしょうね。
　金子　そのとおりです。
　山内　その中でビールはそういった
ものが含有されているので上げやすい。

逆にワインだと、それほどでもないの
でしょうか。
　金子　少ない量でしたら、ワインは
それほど尿酸値を上げないといわれて
いますが、少ない量というのは１日に
１グラスぐらいです。それ以上でした
ら、どのお酒でもアルコールの影響で
尿酸値が上がってくるといわれていま
す。
　山内　ワインで上がりにくい理由と
は何なのでしょうか。
　金子　ワインに含まれている、特に
赤ワインに含まれているポリフェノー
ルが、尿酸の排泄を増やして、そのた
めにそれほど尿酸値が上がらないとい
われています。
　山内　そうしますと、同じ１合レベ
ルを飲むとすると、ワインのほうがい
いかな、というところでしょうか。
　金子　そうですね。でも、飲み過ぎ
たら、結局みんな尿酸値が上がるよう
です。
　山内　次が有名なプリン体制限とい
うことですが、プリン体に関して真っ
先に出てくるのが魚関係、肉関係かと
思います。魚卵などは有名ですが、質
問にある魚とかチェリーの摂取がいい
ということに関して、これはどのよう
な理由なのでしょうか。まず魚はいか
がでしょう。
　金子　プリン体制限といったときに、
一番いわれるのが内臓類、レバーなど
です。もっと多いのは実は白子です。

白子は遺伝子なので一番多くて、魚は
身を見ると、肉と同じように尿酸値を
上げる働きがあります。
　山内　むろん魚卵の小さいものも当
然上げるのでしょうね。
　金子　魚卵は実は一般的にいわれて
いるよりはプリン体が少ないのです。
というのは、プリン体は１つの細胞に
含まれている遺伝子がプリン体のもと
になっており、100g当たりの細胞の数
が少ないほどプリン体が少ないのです。
例えば鶏卵は１個50gなので、100gで
２個になると、ほとんどプリン体は含
まれていない。魚卵は粒が大きいイク
ラのほうが100g当たりの細胞の数が少
なくて、カズノコになると細胞の数が
多くなるから少し多くなって、タラコ
になるともっとプリン体は多くなる。
そんな逆相関みたいなものがあります。
　山内　それは非常にわかりやすいた
とえですね。魚の身はわりによいと考
えてよいのでしょうか。
　金子　魚の身は、食べ過ぎると尿酸
値が上がるという報告が出ています。
　山内　そうしますと、この質問で魚
の摂取がよいというのは、どういうこ
となのでしょうか。
　金子　おそらくこの質問をされた方
は魚がよい、と聞いていたのだと思い
ます。魚の中でも光る魚、アジとかイ
ワシとかサンマ、あの光っている皮の
部分はグアニンというプリン体の一種
の結晶が並んでいるのです。その結晶
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が並んで、きれいなキラキラした色を
出しているのですけれども、このグア
ニンは水に溶けにくい物質で、プリン
体ではあるのだけれども、食べてもほ
とんど尿酸値は上がらないといわれて
います。
　山内　皮は違うわけですね。
　金子　皮はどちらかというと、焦げ
たりするので、食べ残すという感じで
しょうか。
　山内　そちらのほうもありますね。
元来、イワシなどは尿酸値を上げやす
いという報告があったのですけれども、
内臓成分とか、そういったところを丸
ごと食べてしまうこともあるのでしょ
うね。
　金子　そうですね。内臓は尿酸値を
上げると思います。
　山内　次にチェリーですが、これが
少し不思議な感じもしますが、何なの
でしょう。
　金子　アメリカの報告ですけれども、
女性が１パックぐらいのチェリーを食
べたら尿酸値が下がった、という報告
が出ています。その際、チェリーに含
まれているポリフェノールが尿酸の排
泄を増やしたのだろうと書かれていま
した。
　山内　ポリフェノールは果物の中で
も皮の部分にわりに多いのですが、チ
ェリーは皮ごと食べますから、そうい
ったものがたくさん入ってくる可能性
は大きいと思いますね。

　金子　はい。
　山内　この質問の後半ですが、片一
方では、果物に代表されるフルクトー
ス、果糖の大量摂取が尿酸値を上げる
のに、あまりこのことが強調されてい
ないという質問です。これはいかがで
すか。
　金子　最近は果糖の摂取が尿酸値を
上げるから注意するように、といわれ
ています。
　山内　ガイドラインに載っているよ
うなレベルなのでしょうか。
　金子　ガイドラインにも、プリン体
の過剰摂取、果糖の過剰摂取を避け、
制限するようにと書かれています。
　山内　そうしますと、実際問題とし
ては、果糖、例えば砂糖なども、制限
の対象になると考えてよいですね。
　金子　甘いものも食べ過ぎないよう
にしましょうと、普通の診療で医師が
指導していると聞いています。
　山内　代謝とか合成の過程で、フル
クトースは特に尿酸をつくりやすいこ
とは知られていますが、最近は果物自
体というよりも、果汁飲料などで手軽
に果汁を摂取するパターンがあると思
うのですが、ジュースになってしまっ
た場合、どうなのでしょうか。
　金子　先生がおっしゃるとおりで、
ジュースのほうが尿酸値を上げやすい
といわれています。果物自体の摂取は、
例えば痛風のリスクは上げないけれど
も、果物でできているジュースが尿酸

値を上げたり、痛風のリスクを上げる
という報告が出てきています。
　山内　先生の話の中でも幾つか出て
きているのですが、この質問の高尿酸
血症、痛風について、実際、厳密にい
うと、尿酸値を上げることと、痛風は
関節炎発作なので発作を起こしやすい
かどうかについては厳密には違うと思
うのですが、このあたり少しわかって
きたことはあるのでしょうか。
　金子　痛風と高尿酸血症は違うもの
ですが、背景として尿酸値が高いこと
が共通しています。一方、無症候性の
高尿酸血症というのがあります。尿酸
値が８とか９であっても痛風を起こさ
ない方がいて、それがなぜかはまだわ
かっていません。痛風発作に関しても、
尿酸値が少し上がっただけでも痛風発
作が出たり、尿酸値を下げたときに発
作が出たりします。それは関節に張り
ついている尿酸が剝がれ落ちることが

引き金になって痛風発作が起こるとい
われていますが、まだわかっていませ
ん。
　山内　なかなかわかりにくいのです
ね。もう一つ、この質問にある運動性
プリン体ですが、この位置づけはどう
なのでしょうか。
　金子　高尿酸血症や痛風の生活指導
として、適度な運動が勧められていま
す。ただし、過激な運動、あと無酸素
運動はATPを消費する。ATPはプリ
ン体のひとつですので、ATPを消費
すると、プリン体の分解が起こり尿酸
値が上がる。先ほどの果糖を摂ったと
きと同じような、ATP分解により尿
酸値が上がる。そういう反応が起こる
ので、過激な運動、無酸素運動は避け
るようにといわれています。しかし適
度な運動はしましょうと勧められてい
ます。
　山内　ありがとうございました。
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