
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）
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　大野　運動後急性腎障害というのは、
特に無酸素運動、例えば運動会の練習
や全力疾走などの際に風邪などで熱が
あり、NSAIDsとかをのまれていて、
それで無理して練習に参加したような
ときに起こることが多いとされていま
す。側腹部から背部の痛みで発症する
ことが多いです。それで調べてみると、
腎結石などの所見はなく、血清のクレ
アチニンが上昇している。過去に腎障
害はないのに急性腎障害を起こしてい
るようなケースが多いようです。
　大西　多くは一過性におさまるもの
なのでしょうか。
　大野　そうですね。場合によっては、
一過性に透析療法をしなければいけな
い方も中にはいるようですが、ほとん
どは保存的治療で回復します。
　大西　短期的な予後は比較的よいと
考えてよいのですね。
　大野　はい。そういうものは繰り返
すと腎臓にダメージをきたしますので、
それで初めて低尿酸血症だと判明した
際には生活指導等をしていくかたちに
なると思います。
　大西　予防する方法は何かあります
か。
　大野　先ほど申しましたように、熱
が出ている、それからNSAIDsをのん
でいるのが危険因子になるのですが、
そういうときにはあまり無理して運動
をするなということになります。状況
によっては運動をしないわけにもいか

ないこともあるので、数回繰り返すよ
うな人には、あまり一般的ではありま
せんが、アロプリノールを使用する場
合があります。例えば尿酸値が低いと
いうことは血液中の尿酸による抗酸化
作用が低いことを意味し、それが病態
にも関係しているのではないかという
考えがあります。すなわち、無酸素運
動の際に活性酸素が出て、それを消去
するために抗酸化物質である尿酸があ
るわけですが、それが低いと、活性酸
素が十分に消去できずに、腎血流が悪
くなって急性腎障害を起こすという仮
説があります。低尿酸血症には、キサ
ンチンオキシダーゼ阻害薬であるアロ
プリノール等を使って、活性酸素を抑
制することが運動後急性腎障害の抑制
につながるのではないかとする報告が
あります。
　大西　意外な薬を使うのですね。
　大野　そうですね。ガイドライン等
で推奨されているわけではないのです
が、場合によってはそういう報告例が
あるとされています。
　大西　もう一つの合併症で尿路結石
に気をつけなければいけないというこ
とですが、そのあたりを教えていただ
けますか。
　大野　尿路結石は通常の痛風、高尿
酸血症の方と一緒ですが、尿酸の尿中
排泄が多いですから、いわゆるプリン
体が多いものを控えていただいたり、
尿量を増やすために飲水量を増やして

一つは尿酸の産生が低い方、これは非
常に少ないのですが、キサンチン尿症
などが代表的な疾患になります。低尿
酸血症のほとんどが排泄亢進タイプの
腎性低尿酸血症であると考えてよいだ
ろうと思います。
　大西　遺伝子変異が２通りあるとい
うことですが、１型と２型で病型とか、
何か違いがあるのでしょうか。
　大野　先ほどのURAT１というトラ
ンスポーターが欠損したものが１型、
それから血管側にあるGLUT９が欠損
したものが２型といわれていますが、
ほとんどが１型ではないかといわれて
います。またGLUT９の欠損である２
型のほうが低尿酸血症の程度がひどい
といわれています。
　大西　遺伝性だとすると、小さい頃
から尿酸値が低いと考えてよいのでし
ょうか。
　大野　そうですね。
　大西　大人になるまでずっと持続し
ているのですね。
　大野　はい。
　大西　診療の進め方ですが、２㎎/dL
以下の人を見たら、次にどのような検
査をしていったらよいのでしょうか。
　大野　低尿酸血症、特に腎性低尿酸
血症には合併症があります。合併症と
いうのは、そんなに多くはありません
が、運動後の急性腎障害を起こしたり、
尿中尿酸排泄量が非常に多くなるもの
ですから、尿路結石症というかたちで

表れ、そういうものを契機に調べてい
く人もいるのですが、大部分の人が健
康診断で低尿酸血症を指摘され検査す
ることになります。
　血清尿酸値２㎎/dL以下の人を見た
場合の検査は、いわゆる尿酸の排泄が
亢進しているのか、もしくは産生が低
下しているのかを見るために、尿中の
尿酸を検査することになります。もう
少し詳しく言いますと、尿酸のクリア
ランスや尿酸排泄量を見て検査を進め
ていくのです。
　大西　それで診断をつけていくと考
えてよいのですね。
　大野　はい。
　大西　先ほどキサンチン尿症のお話
がありましたが、低尿酸血症の鑑別疾
患の一つだと思うのですが、鑑別には
ほかにどういった疾患があるのでしょ
うか。
　大野　排泄亢進タイプでは、その代
表的なものが腎性低尿酸血症になりま
すが、そのほかに例えば尿酸は尿細管
で再吸収されますので、尿細管が障害
されるファンコニー症候群などがあり
ます。また、SIADHなども出てきます
が、そのほかの随伴症状がありますの
で、鑑別はある程度容易ではないかと
思います。
　大西　先ほど合併症で２つ大きなも
のをお話しいただきましたが、まず運
動後の急性腎障害について教えていた
だけますか。
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　大野　運動後急性腎障害というのは、
特に無酸素運動、例えば運動会の練習
や全力疾走などの際に風邪などで熱が
あり、NSAIDsとかをのまれていて、
それで無理して練習に参加したような
ときに起こることが多いとされていま
す。側腹部から背部の痛みで発症する
ことが多いです。それで調べてみると、
腎結石などの所見はなく、血清のクレ
アチニンが上昇している。過去に腎障
害はないのに急性腎障害を起こしてい
るようなケースが多いようです。
　大西　多くは一過性におさまるもの
なのでしょうか。
　大野　そうですね。場合によっては、
一過性に透析療法をしなければいけな
い方も中にはいるようですが、ほとん
どは保存的治療で回復します。
　大西　短期的な予後は比較的よいと
考えてよいのですね。
　大野　はい。そういうものは繰り返
すと腎臓にダメージをきたしますので、
それで初めて低尿酸血症だと判明した
際には生活指導等をしていくかたちに
なると思います。
　大西　予防する方法は何かあります
か。
　大野　先ほど申しましたように、熱
が出ている、それからNSAIDsをのん
でいるのが危険因子になるのですが、
そういうときにはあまり無理して運動
をするなということになります。状況
によっては運動をしないわけにもいか

ないこともあるので、数回繰り返すよ
うな人には、あまり一般的ではありま
せんが、アロプリノールを使用する場
合があります。例えば尿酸値が低いと
いうことは血液中の尿酸による抗酸化
作用が低いことを意味し、それが病態
にも関係しているのではないかという
考えがあります。すなわち、無酸素運
動の際に活性酸素が出て、それを消去
するために抗酸化物質である尿酸があ
るわけですが、それが低いと、活性酸
素が十分に消去できずに、腎血流が悪
くなって急性腎障害を起こすという仮
説があります。低尿酸血症には、キサ
ンチンオキシダーゼ阻害薬であるアロ
プリノール等を使って、活性酸素を抑
制することが運動後急性腎障害の抑制
につながるのではないかとする報告が
あります。
　大西　意外な薬を使うのですね。
　大野　そうですね。ガイドライン等
で推奨されているわけではないのです
が、場合によってはそういう報告例が
あるとされています。
　大西　もう一つの合併症で尿路結石
に気をつけなければいけないというこ
とですが、そのあたりを教えていただ
けますか。
　大野　尿路結石は通常の痛風、高尿
酸血症の方と一緒ですが、尿酸の尿中
排泄が多いですから、いわゆるプリン
体が多いものを控えていただいたり、
尿量を増やすために飲水量を増やして

一つは尿酸の産生が低い方、これは非
常に少ないのですが、キサンチン尿症
などが代表的な疾患になります。低尿
酸血症のほとんどが排泄亢進タイプの
腎性低尿酸血症であると考えてよいだ
ろうと思います。
　大西　遺伝子変異が２通りあるとい
うことですが、１型と２型で病型とか、
何か違いがあるのでしょうか。
　大野　先ほどのURAT１というトラ
ンスポーターが欠損したものが１型、
それから血管側にあるGLUT９が欠損
したものが２型といわれていますが、
ほとんどが１型ではないかといわれて
います。またGLUT９の欠損である２
型のほうが低尿酸血症の程度がひどい
といわれています。
　大西　遺伝性だとすると、小さい頃
から尿酸値が低いと考えてよいのでし
ょうか。
　大野　そうですね。
　大西　大人になるまでずっと持続し
ているのですね。
　大野　はい。
　大西　診療の進め方ですが、２㎎/dL
以下の人を見たら、次にどのような検
査をしていったらよいのでしょうか。
　大野　低尿酸血症、特に腎性低尿酸
血症には合併症があります。合併症と
いうのは、そんなに多くはありません
が、運動後の急性腎障害を起こしたり、
尿中尿酸排泄量が非常に多くなるもの
ですから、尿路結石症というかたちで

表れ、そういうものを契機に調べてい
く人もいるのですが、大部分の人が健
康診断で低尿酸血症を指摘され検査す
ることになります。
　血清尿酸値２㎎/dL以下の人を見た
場合の検査は、いわゆる尿酸の排泄が
亢進しているのか、もしくは産生が低
下しているのかを見るために、尿中の
尿酸を検査することになります。もう
少し詳しく言いますと、尿酸のクリア
ランスや尿酸排泄量を見て検査を進め
ていくのです。
　大西　それで診断をつけていくと考
えてよいのですね。
　大野　はい。
　大西　先ほどキサンチン尿症のお話
がありましたが、低尿酸血症の鑑別疾
患の一つだと思うのですが、鑑別には
ほかにどういった疾患があるのでしょ
うか。
　大野　排泄亢進タイプでは、その代
表的なものが腎性低尿酸血症になりま
すが、そのほかに例えば尿酸は尿細管
で再吸収されますので、尿細管が障害
されるファンコニー症候群などがあり
ます。また、SIADHなども出てきます
が、そのほかの随伴症状がありますの
で、鑑別はある程度容易ではないかと
思います。
　大西　先ほど合併症で２つ大きなも
のをお話しいただきましたが、まず運
動後の急性腎障害について教えていた
だけますか。
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いただいたり、それから尿酸は酸性尿
では結晶化が起こりやすいので、尿の
アルカリ化をきたすような、例えば海
藻や野菜などを食べていただくという
ような通常の高尿酸血症のときの尿路
結石と一緒の対策です。
　大西　普通は尿酸値が高いと起こし
やすくて、気をつけなければいけない
と思うのですが、低くても起きるので
すね。
　大野　そうですね。これはいわゆる
尿中尿酸が高いというのが問題ですか

ら、尿中尿酸をいかに下げるかが大事
になります。
　大西　この２つに気をつけるという
ことですね。
　大野　そうですね。
　大西　合併症を発症しやすい年齢は
あるのですか。
　大野　年配の方は少ないと思います
が、それは先ほど申しました運動会の
練習やクラブ活動などのアクティビテ
ィとも関係するのかもしれません。
　大西　ありがとうございました。

　英語圏では「英語で意図した通りに
コミュニケーションが取れない患者」
のことをpatient with limited English 
proficiency（LEP）、もしくは limited 
English proficient（LEP）patientと
表現します。日本では「日本人以外の
人」という意味で「外国人」という表
現をよく使いますが、「外国人患者」
を英語で表現する際にforeign patients
とすると「余所者の患者」というネガ
ティブなイメージになってしまうので、
international patientsという表現を使
うようにしましょう。また international 
patientsであっても日本語が堪能な方

もいらっしゃるので、「日本語が話せ
ない」と決めつけるのも厳禁です。も
し患者さんが「日本語で意図した通り
にコミュニケーションが取れない患者」
patients with limited Japanese profi-
ciency（LJP）/limited Japanese profi-
cient（LJP）patientsの場合には、その
患者さんの母国語の「医療通訳」health 
care interpretingを利用するか、患者
さんが英語に堪能であれば英語を使っ
て診療するようにしましょう。
　英語での医療面接を学ぶ際には、最
初に「型」となる基本表現を学ぶこと
が重要です。「今日はどうなさいまし

押　味　貴　之
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター准教授
国際医療福祉大学大学院「医療通訳・国際医療マネジメント分野」分野責任者
日本医学英語教育学会理事

【連載企画】

知って楽しい
「教

た し な み

養」としての医学英語

第３回　英語での医療面接
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