
帝京平成大学薬学部教授
金　子　希代子

（聞き手　大西　真）

プリン体の代謝

　大西　金子先生、プリン体の代謝に
ついてうかがいたいと思います。
　プリン体とはいったいどういうもの
か、基本的なところから教えていただ
けますか。
　金子　化学構造としてプリン環を持
っているものをひっくるめて全部をプ
リン体といいます。遺伝子から始まり、
有名なATPもプリン体の一つですので、
体にとっては必要な物質になります。
　大西　遺伝子を作っているような物
質と考えていいのですか。
　金子　はい。非常に重要な物質です。
　大西　体の中でプリン体はどのよう
に代謝されているのでしょうか。
　金子　体の中にはプリン代謝経路と
いうものがあります。プリン体は体に
とって必要なものですので、一からプ
リン環を作る経路と、ある程度壊れた
ものをサルベージする、２つの経路か
ら成っていて、必要なときに作り出せ
るように代謝経路が働いています。
　大西　分解や排泄の経路などはどの
ようになっているのでしょうか。

　金子　サルベージする経路もありま
すが、プリン体が多すぎるときはプリ
ン分解経路が働きます。たくさん食べ
たときや、たくさん作り過ぎたとき、
特に細胞が壊れたりしたときもサルベ
ージが間に合わずにプリン分解経路が
働いて、最終的にプリン体は尿酸にな
っていきます。
　大西　尿酸量が増加して高尿酸血症
を起こすこともあるのですね。
　金子　はい、そのとおりです。プリ
ン代謝経路の最終産物が尿酸です。通
常、食べたものも同じプリン代謝経路
に入ってくるので、食べ過ぎたときに
も尿酸がたくさんできるのです。また、
腎臓と腸管の両方から排泄されている
ので、それが減ることによっても体の
中の尿酸が増えることにつながってい
きます。
　大西　腎臓も腸管も同じように同じ
ような量を排泄するのでしょうか。
　金子　腎臓が2/3、そして腸管が1/3
といわれています。
　大西　細胞が壊れるときというので、

よく臨床の現場では強力な化学療法を
やると尿酸値が上がったりしますが、
そういう現象だと考えてよいのでしょ
うか。
　金子　はい、細胞が壊れるときは、
強力な化学療法により壊れた細胞から
作られた尿酸が尿酸値上昇の原因とな
ります。通常はたくさん食べ過ぎたと
きのプリン体、あとお酒などを飲んだ
ときにATPが代謝されて尿酸が生成さ
れることが尿酸値を上げることにつな
がります。
　大西　臨床的に重要な痛風と高尿酸
血症が非常にポピュラーで有名ですが、
それとプリン体との関係について教え
ていただけますか。
　金子　プリン体を摂り過ぎると痛風
のリスクが上がる、また尿酸値が上が
ることがたくさんの疫学調査から報告
されています。肉類や魚類、アルコー
ルをたくさん摂ることによっても痛風
のリスクが上がることが知られていま
す。
　大西　普通は肉がよくなくて、魚は
いいという気もするのですが、魚にも
かなりあるのでしょうか。
　金子　プリン体量としてはそんなに
肉類と魚類は変わらないのです。
　大西　変わらないのですね。例えば、
お酒も種類によって多少違うといわれ
ていますが、それは本当なのでしょう
か。
　金子　実はお酒の中でもビールは一

番プリン体が多いといわれていて、多
いといっても食品と比べると随分少な
いのですが、ビールのプリン体は吸収
されやすいので、尿酸値を上げること
が知られています。
　大西　プリン体の総量に気をつける
ということだと思うのですが、ガイド
ラインで１日の適正量は定められてい
るのでしょうか。
　金子　はい、目安として、１日400㎎
程度にしておくのがよいと記載されて
います。
　大西　400㎎といってもピンと来な
いのですが、実際はどの程度なのでし
ょうか。
　金子　通常の定食のような食事がだ
いたい180㎎程度なので、それを１日
２回とし、例えば朝食は、定食みたい
にたくさん食べることはないと思うの
で、納豆にごはんに味噌汁とか、あと
多くても魚一切れ、または卵料理にす
ると、30～50㎎ととても少なくなって
きます。
　大西　昔ながらの日本の食事で適正
量というような感じですね。
　金子　はい。そういうものを３食摂
るのがバランスもいいです。
　大西　あと、プリン体はおいしいも
のに多いとよくいわれますが、それは
本当なのでしょうか。
　金子　実はプリン体の中に呈味性ヌ
クレオチドというものがあります。い
わゆるうま味成分になるのですが、鰹

尿酸値を診る（Ⅰ）
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　金子　プリン体量としてはそんなに
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節のイノシン酸、シイタケのグアニル
酸、あと酵母に含まれているキサンチ
ル酸、その３つが知られています。そ
れらがおいしいから、プリン体はおい
しいものに多いといわれています。
　大西　魚卵に多いのですか。
　金子　これは誤解している方がかな
り多く、魚卵にはプリン体は少ないの
です。というのは、あの見える粒々一
個一個が細胞です。プリン体は細胞の
中に含まれるので、粒が大きいイクラ
のほうが、100g当たりのプリン体は少
なくなります。通常、食品というのは
100g当たりで表しますので、同じよう
にプリン体も100g当たりで表すと、あ
の粒々が大きいということは、100g当
たりの粒（細胞）の数が少なくなりま
す。
　大西　そういうことなのですね。
　金子　粒の数が少なくなるので、細
胞の数が少なくプリン体は少なくなっ
てきます。例えば鶏卵は、１個50gぐ
らいですが、100gで２個、細胞が２個
しかないことになります。その細胞の
中に含まれている核酸がプリン体の主
なもとになっています。
　大西　では卵はプリン体が少ないの
ですね。
　金子　ほとんどないと思ってよいか
と思います。
　大西　コレステロールはちょっと多
いかもしれませんが、プリン体は少な
いのですね。

　金子　はい。
　大西　そのあたりは誤解しやすいと
ころですね。
　金子　特に魚卵は多いと思っている
方が多いですね。
　大西　そうですよね。魚卵にも小さ
い粒とかいろいろありますよね。
　金子　小さい粒は比較的多いですね。
タラコや、タラコに味をつけた明太子
になってくると、お肉と一緒の量にな
ってきます。
　大西　勉強になりました。
　プリン体もいろいろな種類があると
聞いていますが、尿酸値への影響など
を教えていただけますか。
　金子　はい。プリン体には、いろい
ろな種類があります。先ほどからお話
ししているように、核酸やATPなどは
ヌクレオチドと呼ぶのですが、先ほど
の呈味性ヌクレオチドももう少し壊れ
るとヌクレオシドになります。それら
を別々に患者さんや健常人に投与する
と尿酸値の上がり方が違うことがわか
っています。
　大西　野菜類は尿酸値にはあまり影
響ないと考えていいのですね。
　金子　野菜類はもともとプリン体の
量が肉や魚ほど多くないということと、
含まれているプリン体の種類が核酸、
DNAとかRNAが多いのです。形とし
てDNAになっている、高分子になっ
ていると、その分、分解するのに時間
がかかり尿酸値に反映されてこないの

で、尿酸値への影響は低いことになり
ます。
　大西　DNAが多いとまずいのかと
思ったのですが、そういうわけでもな
いのですね。
　金子　レバーのようにDNAが多く
て尿酸値を上げやすいものもあります。
　大西　食事療法が非常に重要になっ
てくるわけですが、そのあたりへの応
用はどうしたらよいでしょうか。
　金子　食事療法は、プリン体の量、
あと今お話しした質や種類など、気に
するとかなり細かいことがいろいろあ
りますが、最終的には、本当にありき
たりですけれども、バランスのよい食
事を摂るのが一番大事なことかと思っ
ています。
　大西　何となく痛風を起こしている
患者さんを見ていると、たくさんお酒
を飲んで、たくさんお肉を食べて、よ
く宴会に行く、そんなサラリーマンの
人が多いような気がするのですが。
　金子　お肉をたくさん食べたり、お
酒が多すぎると尿酸値は上がりますね。
　大西　やはり量が多いのですかね。
ビールも漉してあればいいと言う人も
いますが、そういうものはあまりない
のですか。
　金子　今、プリン体カットビールと
いうものが出てきています。
　大西　やはり出ているのですね。
　金子　それは尿酸値を上げるのが
1/3ぐらいになっています。

　大西　そんなに違うのですね。では
バランスよく摂ることが重要で、食べ
過ぎ、飲み過ぎに気をつけるというこ
とですね。魚だったらいいと思ってし
まいますが、魚もけっこう多いと考え
ていいですね。
　金子　プリン体の質を考えると、イ
ワシの表面など魚のキラキラした部分、
あれはグアニンの結晶なのです。
　大西　光りものみたいなあの表面で
すか。
　金子　はい。あれはグアニンという
プリン体の一種なのですが、グアニン
の結晶でできていて、魚の表面だから
水に溶けにくい。結晶の形をして、そ
れが光を反射してキラキラしているの
ですが、グアニンは尿酸値を上げない
ことがわかっています。
　大西　グアニンはいいのですね。
　金子　光りものの魚のグアニンは実
はプリン体の値としては入っているの
です。なので、魚は意外と、特に光り
ものは悪くないと、いろいろな本に載
っています。
　大西　高齢の方に何かアドバイスは
ありますか。
　金子　尿酸値はいろいろな生活習慣
の反映になっています。食べ過ぎ、飲
み過ぎ、あと腎臓が悪いことの反映に
もなっています。ただ、そうはいって
も、プリン体はATPなど体にとって必
要なもののもとになります。
　大西　必須なものですね。
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節のイノシン酸、シイタケのグアニル
酸、あと酵母に含まれているキサンチ
ル酸、その３つが知られています。そ
れらがおいしいから、プリン体はおい
しいものに多いといわれています。
　大西　魚卵に多いのですか。
　金子　これは誤解している方がかな
り多く、魚卵にはプリン体は少ないの
です。というのは、あの見える粒々一
個一個が細胞です。プリン体は細胞の
中に含まれるので、粒が大きいイクラ
のほうが、100g当たりのプリン体は少
なくなります。通常、食品というのは
100g当たりで表しますので、同じよう
にプリン体も100g当たりで表すと、あ
の粒々が大きいということは、100g当
たりの粒（細胞）の数が少なくなりま
す。
　大西　そういうことなのですね。
　金子　粒の数が少なくなるので、細
胞の数が少なくプリン体は少なくなっ
てきます。例えば鶏卵は、１個50gぐ
らいですが、100gで２個、細胞が２個
しかないことになります。その細胞の
中に含まれている核酸がプリン体の主
なもとになっています。
　大西　では卵はプリン体が少ないの
ですね。
　金子　ほとんどないと思ってよいか
と思います。
　大西　コレステロールはちょっと多
いかもしれませんが、プリン体は少な
いのですね。

　金子　はい。
　大西　そのあたりは誤解しやすいと
ころですね。
　金子　特に魚卵は多いと思っている
方が多いですね。
　大西　そうですよね。魚卵にも小さ
い粒とかいろいろありますよね。
　金子　小さい粒は比較的多いですね。
タラコや、タラコに味をつけた明太子
になってくると、お肉と一緒の量にな
ってきます。
　大西　勉強になりました。
　プリン体もいろいろな種類があると
聞いていますが、尿酸値への影響など
を教えていただけますか。
　金子　はい。プリン体には、いろい
ろな種類があります。先ほどからお話
ししているように、核酸やATPなどは
ヌクレオチドと呼ぶのですが、先ほど
の呈味性ヌクレオチドももう少し壊れ
るとヌクレオシドになります。それら
を別々に患者さんや健常人に投与する
と尿酸値の上がり方が違うことがわか
っています。
　大西　野菜類は尿酸値にはあまり影
響ないと考えていいのですね。
　金子　野菜類はもともとプリン体の
量が肉や魚ほど多くないということと、
含まれているプリン体の種類が核酸、
DNAとかRNAが多いのです。形とし
てDNAになっている、高分子になっ
ていると、その分、分解するのに時間
がかかり尿酸値に反映されてこないの

で、尿酸値への影響は低いことになり
ます。
　大西　DNAが多いとまずいのかと
思ったのですが、そういうわけでもな
いのですね。
　金子　レバーのようにDNAが多く
て尿酸値を上げやすいものもあります。
　大西　食事療法が非常に重要になっ
てくるわけですが、そのあたりへの応
用はどうしたらよいでしょうか。
　金子　食事療法は、プリン体の量、
あと今お話しした質や種類など、気に
するとかなり細かいことがいろいろあ
りますが、最終的には、本当にありき
たりですけれども、バランスのよい食
事を摂るのが一番大事なことかと思っ
ています。
　大西　何となく痛風を起こしている
患者さんを見ていると、たくさんお酒
を飲んで、たくさんお肉を食べて、よ
く宴会に行く、そんなサラリーマンの
人が多いような気がするのですが。
　金子　お肉をたくさん食べたり、お
酒が多すぎると尿酸値は上がりますね。
　大西　やはり量が多いのですかね。
ビールも漉してあればいいと言う人も
いますが、そういうものはあまりない
のですか。
　金子　今、プリン体カットビールと
いうものが出てきています。
　大西　やはり出ているのですね。
　金子　それは尿酸値を上げるのが
1/3ぐらいになっています。

　大西　そんなに違うのですね。では
バランスよく摂ることが重要で、食べ
過ぎ、飲み過ぎに気をつけるというこ
とですね。魚だったらいいと思ってし
まいますが、魚もけっこう多いと考え
ていいですね。
　金子　プリン体の質を考えると、イ
ワシの表面など魚のキラキラした部分、
あれはグアニンの結晶なのです。
　大西　光りものみたいなあの表面で
すか。
　金子　はい。あれはグアニンという
プリン体の一種なのですが、グアニン
の結晶でできていて、魚の表面だから
水に溶けにくい。結晶の形をして、そ
れが光を反射してキラキラしているの
ですが、グアニンは尿酸値を上げない
ことがわかっています。
　大西　グアニンはいいのですね。
　金子　光りものの魚のグアニンは実
はプリン体の値としては入っているの
です。なので、魚は意外と、特に光り
ものは悪くないと、いろいろな本に載
っています。
　大西　高齢の方に何かアドバイスは
ありますか。
　金子　尿酸値はいろいろな生活習慣
の反映になっています。食べ過ぎ、飲
み過ぎ、あと腎臓が悪いことの反映に
もなっています。ただ、そうはいって
も、プリン体はATPなど体にとって必
要なもののもとになります。
　大西　必須なものですね。
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　金子　はい。ですので、もし高齢で
それほどたくさん食べられなくなった、
あと尿酸値を気にしなくてもいいとい
う状況であれば、プリン体の多いもの、
特に鍋をしたときの中身はともかく、
汁のほうにプリン体は全部出ているの
で、それを飲んでいただけたら、消化

もよくて、そして効率よくプリン体が
摂れる。高齢の方には勧められるので
はないかと思います。尿酸値の高い方
はまずいです。
　大西　それはちょっとまずいかもし
れませんね。時々いらっしゃいますよ
ね。ありがとうございました。

東京薬科大学病態生理学教室教授
市　田　公　美

（聞き手　齊藤郁夫）

腸管からの排泄とその意義

　齊藤　今回は尿酸の排泄、今まで行
われていた痛風の病型の分類が変わる
という話、またそこで関わってくる
ABCG２という遺伝子の関わりなどに
ついてうかがいます。
　まず、尿酸の排泄についてお話しく
ださい。
　市田　尿酸の排泄は、腎臓と腸管か
ら主に排泄されています。食事の量に
よって変わりますが、全体の排泄量が
１日当たり700㎎ぐらいで、腎臓から
排泄されるのが１日当たり500㎎ぐら
いです。ですから、2/3ちょっとが腎
臓から排泄され、1/3、だいたい200㎎
ぐらいが腸管から排泄されるといわれ
ています。それ以外に、汗などいろい
ろなものからも排泄されますが、そち
らは非常にわずかで、ほとんどが腎臓
と腸管からの排泄になります。
　齊藤　腎臓から排泄される分は尿中
の尿酸を測定することでわかるのです
ね。
　市田　はい。
　齊藤　腸管の場合はどうでしょうか。

　市田　腸管に分泌された尿酸は測定
できません。測定できないというのは、
腸内細菌によって尿酸が分解されてし
まうので、どれぐらい腸管に分泌され
ているかは、便などを使って測定しよ
うと思ってもできないということです。
それは我々にとっては、ちょっと嫌だ
ったので助かりました。
　齊藤　腸管に出ていった尿酸は基本
的には壊れて、再吸収はされないので
すか。
　市田　分泌された尿酸は腸管に再吸
収はされないです。
　齊藤　腸管からの排泄は従来はあま
り注目されていなかったですね。どう
して先生はこういった点に注目したの
でしょうか。
　市田　先生がおっしゃるように、尿
酸の排泄は、多くの物質がだいたい腎
臓からの排泄で血中濃度がコントロー
ルされていること。それから、消化管
は栄養素などの吸収に関係していても、
分泌する臓器とは認識されていません
でした。ずっと長い間、腸管から1/3

尿酸値を診る（Ⅰ）
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