
ABCG２のノックアウトマウスはダイ
ナミックに生存曲線が落ちていくので
す。つまりABCG２を持っていないの
で、インドキシル硫酸が非常に蓄積し
て、生存曲線が非常に下がってしまう
ことがわかりました。ですので、動物

実験での話ですが、ABCG２の機能を
なるべく維持していたほうがよさそう
だというのが最近のエビデンスです。
　齊藤　腸管からの排泄に関連して、
いろいろな面白いデータがあるのです
ね。ありがとうございました。 島根大学保健管理センター准教授

杉　原　志　伸
（聞き手　齊藤郁夫）

食物、運動、薬物と尿酸値

　齊藤　食事、運動、薬物と尿酸値と
いうことでうかがいます。
　まず、高尿酸血症の方を見た場合に、
どういった点から先生は入っていきま
すか。
　杉原　患者さんに対して一番基本と
なるのはやはり生活指導だと思います。
生活指導には、食事、飲酒の制限、ま
た運動の奨励、この３点をいつも先に
お話しするようにしています。
　齊藤　そういったものをしっかり長
く続けていくということですね。食事
についてはどういった点を強調されま
すか。
　杉原　食事は適切なカロリーを摂取
して体重の適正化を図ること、高プリ
ン食である肉類、魚類などを控えるこ
と、また果糖の過剰摂取の回避やアル
コールの制限、適切な飲水量を確保す
るということをお話ししています。
　齊藤　まず体重の適正化ということ
ですが、そのゴールはどうされていま
すか。
　杉原　BMI 22をベースとした個人

の標準体重を算出し、それが目標であ
ることをまずお示しします。急激な減
量は避け、１カ月３％程度の減量で、
時間をかけて目標に到達するようにお
話しします。
　齊藤　ゴールを見つめて、まず食事
ということで、具体的には肉、魚をほ
どほどにと、それから野菜を多めとい
うことですか。
　杉原　そうですね。基本的にはバラ
ンスのいい食事を目指すようにお伝え
しています。主食のごはんやパン、麺
などはプリン体が比較的少ないですが、
カロリーの面から腹八分目にしていた
だく。主菜の肉、魚はプリン体が多め
なので過剰な摂取は控えることが必要
です。しかし蛋白質の摂取は筋肉の維
持の面から大事ですので、大豆製品や
卵を代用としてしっかり取っていただ
く。また、プリン体は水溶性ですので、
肉や魚などでも煮汁を捨てるなど調理
方法を工夫することもよいと思います。
それに合わせて副菜として野菜や海藻
などのアルカリ性食品を取ること、ビ

尿酸値を診る（Ⅰ）

ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022） （369）  4948 （368） ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022）

2206_HONBUN.indd   48-492206_HONBUN.indd   48-49 2022/05/11   11:442022/05/11   11:44



ックシンドロームの予防ということで
とても重要ですが、短時間の激しい運
動というのは逆に筋原性の高尿酸血症
をきたし、痛風のリスクとなることが
わかっています。そのため基本的に運
動強度は少し脈が速くなるぐらい、ボ
ルグ指数で11～13ぐらいの有酸素運動
を１日30～60分、週３回程度が適切だ
と思います。
　齊藤　先ほどアドヒアランスの問題
がありましたが、開業医の臨床現場で
はなかなか忙しくて、尿酸値が高い患
者さんがみえて、一通りご説明して、
「何かあったらまた来てください」み
たいな対応になりがちかと思うのです
が、継続的につながっていくというこ
とでしょうか。
　杉原　そうですね。尿酸値はただ見
えている分だけであって、それ以外に
全身性の疾患につながるリスクを大き
く含んでいるということで、やはり継
続的に通院していただき疾患教育を続
けることが一番重要だと思います。
　齊藤　それから薬との関係について
ですが、まず尿酸を上げるものにはど
ういうものがありますか。
　杉原　尿酸値を上昇させる循環器薬
としてよく知られているものが利尿剤
（サイアザイド系、ループ利尿薬）、ま
たβブロッカーなどです。ほかに呼吸
器薬では喘息の治療薬であるテオフィ
リン、結核の治療薬のピラジナミドな
どがよくいわれております。また、少

量のアスピリンなども尿酸を上げると
いわれておりますし、近年のCOVID- 
19の治療薬として開発されている、フ
ァビピラビルも尿酸値を上昇させるこ
とが報告されています。
　齊藤　逆に尿酸を下げる薬もありま
すね。
　杉原　高尿酸血症の方はメタボリッ
クシンドロームや２型糖尿病の合併が
多いので、その治療薬はできるだけ尿
酸の低下作用のある薬を積極的に使っ
ていきたいと思っています。具体的に
は、高血圧薬ですとARBのロサルタン
カリウム、イルベサルタン、また長時
間作用型のカルシウムブロッカーであ
るニフェジピン徐放製剤やアムロジピ
ンなどは尿酸低下作用が報告されてい
ます。また、糖尿病に関しては、SGLT- 
２阻害薬のルセオグリフロジン水和物
が尿酸値を低下させるといわれていま
すので、積極的に使用します。
　齊藤　こういった高血圧あるいは糖
尿病の患者さんでは、そういったもの
を選んで、尿酸も合わせてコントロー
ルできればさらによいということです
ね。
　杉原　はい。
　齊藤　生活改善の後に尿酸を下げる
薬を使っていくタイミングがあると思
いますが、どういったポイントがあり
ますか。
　杉原　治療に関しては６・７・８の
ルールに準じます。まず血清尿酸値が

タミンやミネラルの補充も大事です。
　齊藤　間食のお菓子については何か
ありますか。
　杉原　やはり過剰な間食は肥満、内
臓脂肪の蓄積につながりますので、そ
れもほどほどにという言い方をしてい
ます。
　齊藤　果物はどうでしょう。
　杉原　果糖はカロリーも高いですし、
果糖の取り過ぎは尿酸の産生の促進と
乳酸を介した尿酸排泄の低下から、尿
酸の高値につながりますので、過剰摂
取は避けることが必要です。
　齊藤　お酒は具体的にはどうしてい
ますか。
　杉原　お酒のプリン体の含有量より
「休肝日」をつくることが重要というこ
とをお話ししています。アルコール量
は同じでも休肝日のない人のほうがあ
る人と比較して血清尿酸値が高いこと
が知られています。またお酒の種類に
よってプリン体の含有量が違いますの
で、それを踏まえたうえで例えば日本
酒であれば１合、焼酎であれば90mL、
ワインであればグラス１杯、ビールで
あれば中瓶の500mLぐらいというよう
な具体的な飲酒量をお話しするのがよ
いかと思います。
　齊藤　お酒を飲むと脱水になること
もありますが、水分量については何か
おっしゃっていますか。
　杉原　適切な水分量を取って尿量を
確保するというのは尿路結石予防に重

要ですので、基本的に腎機能に問題が
ない方でしたら、１日、食事以外に２～ 
2.5L、しっかり水分を取っていただく。
また、運動の後にはそれにプラスアル
ファで補っていただくことが重要だと
思います。
　齊藤　食事についてのアドヒアラン
スについてはどうですか。
　杉原　痛風の患者さんのアドヒアラ
ンスは極めて悪いことがわかっていま
す。高尿酸血症や痛風の方には目の前
の尿酸値だけを考えるのではなく、尿
酸の上昇は脳血管障害のリスクとなり、
心不全や不整脈、腎臓病などの全身性
の疾患と関連することをお話しします。
将来の自分の健康を守るのは現在のあ
なたの生活習慣にかかっています、と
いうような大きな視点をお示しするの
が大事かと思っています。
　齊藤　医師は話したつもりでも、患
者さんは覚えてなくて、何のためにや
ってるのかな、みたいなことをどうも
思ったりしているようなので、そうい
う部分は繰り返し話していかないと忘
れてしまうようですね。
　杉原　医師が話したつもりでも、患
者さんにはなかなか伝わっていなかっ
たり、忘れてしまったりということは
本当によくあることです。診療のたび
に、治療の目的やゴールを確認するこ
とは非常に重要と思います。
　齊藤　次に運動はいかがでしょうか。
　杉原　運動は肥満の是正とメタボリ
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ックシンドロームの予防ということで
とても重要ですが、短時間の激しい運
動というのは逆に筋原性の高尿酸血症
をきたし、痛風のリスクとなることが
わかっています。そのため基本的に運
動強度は少し脈が速くなるぐらい、ボ
ルグ指数で11～13ぐらいの有酸素運動
を１日30～60分、週３回程度が適切だ
と思います。
　齊藤　先ほどアドヒアランスの問題
がありましたが、開業医の臨床現場で
はなかなか忙しくて、尿酸値が高い患
者さんがみえて、一通りご説明して、
「何かあったらまた来てください」み
たいな対応になりがちかと思うのです
が、継続的につながっていくというこ
とでしょうか。
　杉原　そうですね。尿酸値はただ見
えている分だけであって、それ以外に
全身性の疾患につながるリスクを大き
く含んでいるということで、やはり継
続的に通院していただき疾患教育を続
けることが一番重要だと思います。
　齊藤　それから薬との関係について
ですが、まず尿酸を上げるものにはど
ういうものがありますか。
　杉原　尿酸値を上昇させる循環器薬
としてよく知られているものが利尿剤
（サイアザイド系、ループ利尿薬）、ま
たβブロッカーなどです。ほかに呼吸
器薬では喘息の治療薬であるテオフィ
リン、結核の治療薬のピラジナミドな
どがよくいわれております。また、少

量のアスピリンなども尿酸を上げると
いわれておりますし、近年のCOVID- 
19の治療薬として開発されている、フ
ァビピラビルも尿酸値を上昇させるこ
とが報告されています。
　齊藤　逆に尿酸を下げる薬もありま
すね。
　杉原　高尿酸血症の方はメタボリッ
クシンドロームや２型糖尿病の合併が
多いので、その治療薬はできるだけ尿
酸の低下作用のある薬を積極的に使っ
ていきたいと思っています。具体的に
は、高血圧薬ですとARBのロサルタン
カリウム、イルベサルタン、また長時
間作用型のカルシウムブロッカーであ
るニフェジピン徐放製剤やアムロジピ
ンなどは尿酸低下作用が報告されてい
ます。また、糖尿病に関しては、SGLT- 
２阻害薬のルセオグリフロジン水和物
が尿酸値を低下させるといわれていま
すので、積極的に使用します。
　齊藤　こういった高血圧あるいは糖
尿病の患者さんでは、そういったもの
を選んで、尿酸も合わせてコントロー
ルできればさらによいということです
ね。
　杉原　はい。
　齊藤　生活改善の後に尿酸を下げる
薬を使っていくタイミングがあると思
いますが、どういったポイントがあり
ますか。
　杉原　治療に関しては６・７・８の
ルールに準じます。まず血清尿酸値が

タミンやミネラルの補充も大事です。
　齊藤　間食のお菓子については何か
ありますか。
　杉原　やはり過剰な間食は肥満、内
臓脂肪の蓄積につながりますので、そ
れもほどほどにという言い方をしてい
ます。
　齊藤　果物はどうでしょう。
　杉原　果糖はカロリーも高いですし、
果糖の取り過ぎは尿酸の産生の促進と
乳酸を介した尿酸排泄の低下から、尿
酸の高値につながりますので、過剰摂
取は避けることが必要です。
　齊藤　お酒は具体的にはどうしてい
ますか。
　杉原　お酒のプリン体の含有量より
「休肝日」をつくることが重要というこ
とをお話ししています。アルコール量
は同じでも休肝日のない人のほうがあ
る人と比較して血清尿酸値が高いこと
が知られています。またお酒の種類に
よってプリン体の含有量が違いますの
で、それを踏まえたうえで例えば日本
酒であれば１合、焼酎であれば90mL、
ワインであればグラス１杯、ビールで
あれば中瓶の500mLぐらいというよう
な具体的な飲酒量をお話しするのがよ
いかと思います。
　齊藤　お酒を飲むと脱水になること
もありますが、水分量については何か
おっしゃっていますか。
　杉原　適切な水分量を取って尿量を
確保するというのは尿路結石予防に重

要ですので、基本的に腎機能に問題が
ない方でしたら、１日、食事以外に２～ 
2.5L、しっかり水分を取っていただく。
また、運動の後にはそれにプラスアル
ファで補っていただくことが重要だと
思います。
　齊藤　食事についてのアドヒアラン
スについてはどうですか。
　杉原　痛風の患者さんのアドヒアラ
ンスは極めて悪いことがわかっていま
す。高尿酸血症や痛風の方には目の前
の尿酸値だけを考えるのではなく、尿
酸の上昇は脳血管障害のリスクとなり、
心不全や不整脈、腎臓病などの全身性
の疾患と関連することをお話しします。
将来の自分の健康を守るのは現在のあ
なたの生活習慣にかかっています、と
いうような大きな視点をお示しするの
が大事かと思っています。
　齊藤　医師は話したつもりでも、患
者さんは覚えてなくて、何のためにや
ってるのかな、みたいなことをどうも
思ったりしているようなので、そうい
う部分は繰り返し話していかないと忘
れてしまうようですね。
　杉原　医師が話したつもりでも、患
者さんにはなかなか伝わっていなかっ
たり、忘れてしまったりということは
本当によくあることです。診療のたび
に、治療の目的やゴールを確認するこ
とは非常に重要と思います。
　齊藤　次に運動はいかがでしょうか。
　杉原　運動は肥満の是正とメタボリ
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７㎎/dL以上は高尿酸血症であり、８
㎎/dLを超えると、腎障害、高血圧、糖
尿病やメタボリックシンドロームなど
の合併症がある方は薬物治療も考慮し
ます。治療目標は血清尿酸値を６㎎/
dL以下に維持します。
　齊藤　尿酸は生活改善で頑張るとど
のぐらい下がりますか。
　杉原　生活習慣の改善で血清尿酸値
１㎎/dL程度は低下しますが、生活習
慣の改善だけで６㎎/dL以下を維持す

ることが難しい場合があります。その
際は薬剤の追加を考えます。
　齊藤　薬を嫌がる方も多いですが、
そこは目的をしっかりお話しして、そ
ちらを選択するようにともに決めてい
くということでしょうか。
　杉原　そうですね。やはり何度もお
話ししながら、納得していただいたう
えの治療選択が必要だと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学総合診療内科客員教授
大　野　岩　男

（聞き手　大西　真）

低い尿酸値を診たら

　大西　大野先生、本回は「低い尿酸
値を診たら」というテーマでお話をう
かがいたいと思います。
　尿酸値が低いケースというのは、普
段の臨床で気にしないこともあるので、
低尿酸血症の定義を教えてください。
　大野　一般的には男女とも血清尿酸
値２㎎/dL以下を低尿酸血症としてい
ます。
　大西　疫学的なことをうかがいたい
のですが、血清尿酸値が２㎎/dL以下
の方というのはどれぐらいいるのでし
ょうか。
　大野　健康診断のデータなどから、
男性で0.2％ぐらい、女性で0.4％ぐら
いといわれています。
　大西　案外いるのですね。あまり気
にとめていなかったのですが。
　大野　それはそうだと思います。
　大西　低尿酸血症の病態として、腎
性低尿酸血症があると聞いているので
すが、そのあたりから教えていただけ
ますか。
　大野　尿酸は腎臓の糸球体でほとん

ど100％ろ過されるのですが、終末尿
に出てくるのは10％ぐらいなのです。
したがって、尿酸の約90％が腎臓で再
吸収されるのですが、その再吸収に関
与するトランスポーター（輸送体）が
遺伝的に欠損している方が腎性低尿酸
血症になります。また低尿酸血症のほ
とんどが腎性低尿酸血症といわれてい
ます。
　尿酸トランスポーターには、腎臓の
近位尿細管の管腔側にあるURAT１と
いうトランスポーターと血管側にある
GLUT９というトランスポーターがあ
り、そのどちらに障害があっても低尿
酸血症になるといわれています。
　大西　低尿酸血症は、尿酸の排泄が
亢進するタイプと、尿酸の産生が低下
するタイプと、大きく２つに分かれる
と考えてよいでしょうか。
　大野　そうですね。先ほどの腎性低
尿酸血症というのは、いわゆる尿酸の
排泄が亢進するタイプで、腎臓で再吸
収できないために、そのまま尿から外
に出てしまうというかたちです。もう

尿酸値を診る（Ⅰ）

ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022） （373）  5352 （372） ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022）

2206_HONBUN.indd   52-532206_HONBUN.indd   52-53 2022/05/11   11:442022/05/11   11:44


	02-0024-2
	02-0025-1
	02-0025-2
	02-0026-1



