
高尿酸血症 

 

高尿酸血症～疾患編～ 

高尿酸血症を放置すると痛風などの合併症を起こす他、様々な生活習慣病を併発し心血管病

のリスクとなる可能性が指摘されています。 

痛風は高尿酸血症が長く続く結果、体内に沈着した尿酸塩結晶が原因で足などに関節炎を起

こし、赤く腫れ上がって激しく痛む病気です。 

食生活の欧米化などにより患者の若年化傾向がみられ、最近では30歳代での発症が多くな

っています。 

このコンテンツでは高尿酸血症-痛風について 

【高尿酸血症の疫学】 

【病態】 

【痛風】 

【診断】 

【予後】 

の順に見ていきます。 

 

 

高尿酸血症の疫学 

痛風の原因となる高尿酸血症について見ていきます。 

 

尿酸とは  

尿酸とは一体どのような物質なのでしょうか。 

プリン骨格と呼ばれる化学構造をもつ物質を総称して『プリン体』と言います。 

プリン体は、体内で生成されるものが8割、食品から取り込まれるものが2割です。 

尿酸は体内に存在するプリン体の最終代謝産物であり、尿中に排泄される老廃物です。 

プリン体は 

・細胞の遺伝子情報を担う DNA RNA などの核酸 

・細胞の活動エネルギーを生み出す ATP (アデノシン三リン酸) など 

の構成成分です。 

尿酸は、細胞の新陳代謝やエネルギー代謝の過程で核酸や ATP に含まれるプリン体が代謝

される結果、最終的に生成されます。 

また、ほとんどの食品は核酸の成分であるプリン体を含んでいます。 



そのため摂取した食品中のプリン体の代謝によっても尿酸は生成されます。 

つまり、尿酸は生命を維持する営みの中で作られていると言えます。 

 

尿酸プール 

体内に存在する尿酸の総量を尿酸プールといい、健康な人の尿

酸プールは約1,200mgと言われています。 

通常、尿酸は毎日約700mg が産生されており、 

その85～90%は体内での整合性によるものであり 

残り10～15%は食事からのものです。 

その一方で、毎日産生量と同量の約700mg の尿酸が(大部分

は尿中に、一部は便や汗に)排泄されます。 

このように尿酸の産生量と排泄量のバランスが取れていると、

尿酸プールは常に一定に保たれています。 

しかし、何らかの原因で尿酸の産生量が増加もしくは排泄量が

減少するとバランスが崩れると、尿酸プールが増加して血清尿

酸値が高まり高尿酸血症を発症します。 

 

血清尿酸値(SUA) 

尿酸が血中にどれくらいあるか濃度を示す値で、単位はmg/

㎗です。 

痛風関節炎や腎障害の診断や生活習慣病における指標、腎機

能障害の精査に用いられます。 

 

統計 

高尿酸血症とは年齢を問わず血清尿酸値が7.0mg/㎗を超える状態を言います。 

高尿酸血症患者は食生活が豊かになるとともに増加しており、国内の患者数は推定110万

人いるとされ、症状は無いが尿酸値が高めの人は1,000万人を超えると言われています。 

また30～40歳代の男性における高尿酸血症の頻度は30%に達すると言われています。 

 

高尿酸血症の種類  

高尿酸血症には尿酸の産生と排泄のバランスが崩れる原因がはっきりしない一次性高尿酸血

症と、特定の疾患や薬剤に起因する二次性高尿酸血症があります。 

 

一次性高尿酸血症 

一次性高尿酸血症の原因は明確ではありませんが、 



環境要因【食事・飲酒・肥満・激しい運動・ストレス など】 

遺伝要因【高尿酸血症になりやすい体質 など】 

が複雑に影響しあって発症するのではないかと考えられています。 

どちらかと言うと遺伝要因よりも環境要因の方が大きく影響していると言われています。 

 

二次性高尿酸血症 

二次性高尿酸血症の原因には 

・白血病 

・悪性リンパ腫 

・膠原病 

・腎不全 

・薬剤 など 

があります。 

糖原病とは糖原(グリコーゲン)の利用が障害される結果、組織にグリコーゲンが異常に蓄

積する病気です。 

白血病や悪性リンパ腫では核酸の代謝回転が亢進するため、尿酸の産生が過剰になり高尿

酸血症を呈します。 

膠原病では ATP 合成が亢進するため尿酸の産生が過剰となります。 

腎不全では腎機能障害により尿酸の排泄が低下し高尿酸血症になります。 

その他、ある種の利尿剤や抗結核薬などによって引き起こされる薬剤性の高尿酸血症も知

られています。 

 

分類 

高尿酸血症は 

尿酸産生過剰型 

尿酸排泄低下型 

混合型 

の3つの病型に分類されています。 

尿酸産生過剰型は、尿中尿酸排泄の方は正常ですが生体内でプ

リン体の生合成や分解が亢進することにより尿酸の産生が過剰

になり、高尿酸血症となったものです。 

尿酸産生過剰型 



 

 

 

尿酸排泄低下型は、尿酸の産生は正常にもかかわらず、

腎臓からの尿酸排泄が低下することにより尿酸プールが

増加して高尿酸血症になったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

混合型は、尿酸産生の亢進と排泄低下の両方が起こって

高尿酸血症となったものです。 

 

 

 

 

 

 

それぞれの頻度は日本人では尿酸排泄低下型がおおよそ60%と最も多く、

尿酸産生過剰型は約10%、混合型は約30%と言われています。 

 

判定 

分類する場合の判定は、 

・1日にどれくらいの量の尿酸が排泄されているかを示す【尿中尿酸排泄量】 

 (尿酸の濃度と1日の総尿量から算出) 

・血中の尿酸がどれくらい尿中に排泄されているかを示す【尿酸クリアランス】 

 (尿酸が腎臓から排泄される速度と尿酸の血中濃度の比) 

を、算出することで行います。 

これらを算出するには24時間もしくは60分間の蓄尿が必要ですが、外来診療では24時間

の蓄尿は行いにくいため通常は60分蓄尿方法で行われています。 

60分蓄尿方法の検査法並びにパラメーターの算出方は下の図の様になっています。 

 

 

尿酸排泄低下型 

混合型 



 

これらによって求められた数値を、右の図に当て

はめて分類をします。 

 

 

 

 

 

①排尿後、微温水500mlを飲む

②飲水してから60分後に放尿させ、完全に排尿し終わったときの時刻を正確に記録

◎試験開始◎

③開始30分後3ml採血し、溶血を避けて血清分離(クレアチニン測定用)

④開始1時間後に完全排尿、尿量及び終了時間を正確に記録



60分蓄尿方法を行う時間的余裕もない場合には、随時尿で行う簡便法が用いられます。 

簡便方は、随時尿を採取し尿中の尿酸値とクレアチニン値を測定します。 

そして、尿中尿酸値を尿中クレアチニン値で割った値が 

・0.5を超えていれば尿酸産生過剰型 

・0.5以下であれば尿酸排泄低下型 

と判定します。 

しかし、尿中尿酸排泄は食事による影響や日内変動があり、判定の精度は低いとされてい

ます。 

 

クレアニチン(Cr) 

クレアニチンとは、筋肉が運動するために必要なエネルギー源の『クレアチンリン酸』

という物質が代謝された後に出来る老廃物です。 

腎臓で濾過された後に尿として排泄されるので、この数値が高い場合は腎臓の機能が低

下していることが疑われます。 

 

合併症 

高尿酸血症の合併症について見ていきます。 

尿酸は体液に溶けにくく、体内での溶解限界は6.8mg/㎗ほどとされています。 

そのため、血清尿酸値が7.0 mg/㎗以上の状態が持続すると溶けきれない尿酸塩が結晶と

して析出し、体の様々な部位に蓄積して合併症を発症します。 

関節腔に蓄積   ⇒ 痛風発作・痛風関節炎 

皮下組織に蓄積  ⇒ 痛風結節 

腎臓や尿路に蓄積 ⇒ 腎障害・尿路結石 

を発症します。 

また、高尿酸血症には生活習慣病が合併していることが多く認められます。 

 

経過 

高尿酸血症の経過について見ていきます。 

高尿酸血症が痛風発作を起こすまでの無症状の間を無症候性高尿酸血症と言います。 

通常無症候性高尿酸血症が2～10年経過すると、痛風発作を間欠的に繰り返す急性痛風発

作期に入ります。 

この時期になると尿路結石を発症するようになり、同時に生活習慣病との合併も多く動脈

硬化が進展しやすくなります。 

さらに進行すると痛風結節が現れ、痛風発作が慢性的に持続する慢性結節性痛風期となり

ます。 



このころになると腎臓の荒廃が進んだ結果、場合によっては腎不全や痛風腎を発症し尿毒

症により人工透析が導入されることもあります。 

また、動脈硬化の進展により生死に直接関わる心筋梗塞や脳卒中などのリスクも高まりま

す。 

 

 

病態 

 

痛風発作  

痛風発作は、関節内に尿酸塩の結晶が蓄積することによって引き起こされる急性関節炎で

す。 

1つの関節に急性に発症することが多く、激痛・発赤腫脹が生じ歩行困難となります。 

 

痛風結節 

痛風結節とは、尿酸塩の結晶が 

関節の周囲 

軟骨 

皮下組織 など 

に沈着し、昆布のように膨らんだ状態です。 

痛みや腫れ、喉の炎症症状はほとんど見られません。 

痛風結節は高尿酸血症の期間が長く、また高度であるほど出

来やすいと考えられます。 

つまり、痛風結節ができるということは痛風の状態が長期的

に続き悪化していることを意味しています。 

痛風結節は 

耳介・肘関節・手の甲・くるぶし 

など、心臓から遠く体温が低い部位に出来やすい傾向があり

ます。 

 

尿路結石  

尿路結石や腎障害は、いずれも尿中の過剰な尿酸が排出経路である尿路や腎臓で結晶とし

て析出し、付着することによって引き起こされます。 

 

 

 



原因 

高尿酸血症患者の多くは酸性尿を示すため、尿酸の溶解度が低下していることも原因の1

つとなっています。 

また、生活習慣病の1つとして尿路結石があるとも言われています。 

症状 

尿路結石の症状は結石の出来た部位によって異なり、下の図の様な種類があります。 

痛みがなくても、尿に症状が現れる場合があるので注意しましょう。 

 

疝痛 

尿管に結石が詰まると結石疝痛と呼ばれる背中や腹部の激しい痛みや血尿などが現れま

す。 

疝痛は激しく痛むだけでなく悪心や嘔吐顔面蒼白冷や汗などの症状を伴うことも多くあ

ります。 

 

合併症 

尿路結石は頻度の高い合併症で、痛風発作に先んじて起こる場合もあります。 

慢性的に尿酸値が高い状態が続くと尿酸塩結晶が腎髄質の間質組織に沈着して腎臓が荒廃

し、痛風腎と呼ばれる腎障害が発症します。 

高尿酸血症痛風の早期診断・早期治療が行われるようになり重症の腎障害合併例は検証し

ていますが、腎障害そのものの合併頻度は減少しておらず、また痛風腎により末期腎不全

に至り尿毒症を呈して透析導入する患者も数は少ないですが減少していません。 

痛風腎は死に至ることもある重篤な合併症です。 

名称 発症部位 症状

腎結石 腎臓

通常痛みを起こしません。

しかし、閉塞を起こしている場合は背部に痛みが出る場合

があります。

尿管結石 尿管

尿管が詰まることで、腎臓に痛みが出ます。

その場合、痛みは背部に出るので、結石が出来た場所とは

一致しません。

膀胱結石 膀胱 排尿痛や頻尿、残尿感などの症状が出ます。

尿道結石 尿道 排尿困難や尿が出なくなる閉尿などの症状が出ます。



また、高尿酸血症は 

高血圧 

肥満 

脂質異常症 

糖尿病 

メタボリックシンドローム 

慢性腎臓病(CKD)  

といった生活習慣病と合併することが多いことや、合併すると動脈硬化や心血管病に進展

しやすいことも注目され相互の病態の関連性が注目されています。 

 

 

痛風 

痛風について見ていきます。 

 

痛風とは  

『風』は中国では病気のことで、痛風は痛い病気という意味になります。 

西洋では古くから知られており、あまりの激痛からその痛みは「足の親指に悪魔が牙を食い

込ませている」などと表現されていました。 

 

統計 

通院している痛風患者は100万人を超えると言われています。 

この背景には、予備軍である高尿酸血症患者の増加があります。 

痛風には明確に性差が認められ、上のグラフからも分かるように痛風患者の約95%は男性

です。 
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女性に痛風が少ないのは、女性ホルモンのエストロゲンが腎臓に働き、尿酸の尿中排泄量

を増加させるためと考えられています。 

女性ホルモンが少なくなる閉経後には、女性も尿酸値が上昇しやすくなるので注意が必要

です。 

痛風は中高年層の病気と見られていましたが、現在では若い人も注意すべき病気となって

います。 

痛風発症年齢は、以前は40歳代が大半を占めていましたが、1990年頃から若年化が認め

られ、現在での発症ピークは30歳代となっています。 

 

発症部位 

痛風発作の好発部位は、足の親指付け根にある第一中足趾節関節などの下肢の関節です。 

初回発作の70%は第一中足趾節関節に起こります。 

尿酸は低温・ 低pH の状況下で結晶が析出しやすくなります。 

第一中足趾節関節は血流が乏しいため冷えやすく、また運動量が多いため pH が低下 

しやすいことから尿酸の結晶が析出しやすいと考えられています。 

 

症状 

 

発症の流れ 

痛風発作は突然に起こりますが、発作を繰り返している人は痛風発作の直前に前兆として 

・足がムズムズする 

・関節が疼く 

・圧迫感がある 

・熱っぽい など 

の症状を自覚することがあります。 
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この発作の起こり始めの時期を前兆期といいます。 

その後、6～12時間で激しい痛みが襲ってくる極期に入り、24時間以内に痛みのピークを

迎えます。 

そして、2～3日後には徐々に痛みが落ち着き始め軽快期に入ります。 

痛みや炎症は通常1週間ほどで消失しますが、その後症状の全くない間欠期に入ります。 

間欠期に尿酸値を下げる治療をしなければ発作の再発が見られます。 

 

発症のメカニズム 

高尿酸血症が長期に続いた時の関節内の様子です。 

 

高尿酸血症が長く続くと関節の滑液膜という場所に尿

酸塩の結晶が析出して沈着し始め、微小痛風結節とい

う小さな塊が形成され次第に大きくなっていきます。 

この状態ではまだ何の症状もありません。 

 

 

 

ここに何らかの刺激が加わるとこの微小結節から関節

腔に尿酸塩の針状結晶が脱落してきます。 

 

 

 

 

 

 

関節の構内に脱落した結晶は生体にとって異物である

ことから、これを排除しようとして白血球が貪食し、

炎症性ケミカルメディエーター(サイトカイン)を放出

します。 

 

 

 

炎症の連鎖反応が急速に進み、関節に激しい痛みが起

こります。 

これが痛風関節炎すなわち痛風発作です。 

 



原因 

痛風発作の引き金となる微小結節から関節腔への尿酸塩結晶の脱落は、 

・関節局所の温度低下 

・酸性化による尿酸の溶解度の低下 

・打撲や長時間の歩行などによる患部への物理刺激 

・上昇低下を含む血清尿酸値の急激な変動 

・精神的身体的ストレス など 

が誘因になって起こると考えられています。 

血清尿酸値の急激な変動は、尿酸降下薬の使用によっても起こることがあり注意が必要で

す 。 

 

診断 

診断基準は、米国リウマチ学会の痛風関節炎の診断基準1977年がよく用いられています。 

 

診断基準  

診断基準の1つ目は尿酸塩結晶が関節液中に

存在することです。 

発作が起こっている関節を穿刺して関節液

を採取し、顕微鏡で観察して関節液中に尿

酸塩結晶の存在を確認できれば痛風と確定

診断ができます。 

もしくは、痛風結節の存在が証明できれば

痛風と確定診断できます。 

痛風結節は結節を穿刺して内容物を採取

し、偏光顕微鏡で尿酸塩結晶を観察するこ

とで確認できます。 

または痛風に特徴的な臨床症状11項目のう

ち6項目以上を満たす場合にも痛風と診断で

きます。 

関節穿刺による診断法は痛みを伴うため、

日常診療においては臨床症状のみで診断で

きるこちらの診断基準がよく用いられてい

ます。 

 

 



注意点 

診断する上でいくつかの注意点があります。 

①痛風発作中の血清尿酸値は必ずしも高くありません。 

尿酸降下薬服用による血清尿酸値の変動によって痛風発作が誘発された場合は、当然血

清尿酸値が低い状態にあります。 

②関節液が得られた場合には迅速に顕微鏡で観察し、白血球に貪食された尿酸塩結晶の 

有無を同定します。 

③痛風結節は診断上価値がありますが、痛風患者に必ずしも見られる症状では 

ありません。 

最近では治療の普及により痛風結節の頻度は減少しています。 

 

 

間違えやすい病気  

痛風と間違いやすい病気がいくつかあります。 

 

偽痛風 

痛風とよく似た症状を起こす代表的な病気が偽痛風です。 

痛風の原因が尿酸塩結晶であるのに対して、偽痛風ではピロリン酸カルシウム結晶が原因

となります。 

痛みが一週間ほどで治る点は似ていますが、偽痛風ではお年寄りの女性に多い点が痛風と

異なります。 

 

関節リウマチ 

関節リウマチも痛風と間違われることがあります。 

主に1つの関節が痛む痛風と異なり、関節リウマチでは複数の関節に痛みが起こり、それ

も左右対称に現れます。 

また女性の患者が多いという特徴があります。 

 

変形性関節症 

変形性関節症も痛風と間違えやすい病気です。 

痛風は大抵突然痛み出すのに対して変形性関節症では慢性的な痛みがあります。 

変形性関節症は関節の老化現象の1つであり、高齢者に多い疾患です。 



 

予後 

高尿酸血症-痛風の予後について見ていきます。 

 

高尿酸血症-痛風は早期診断・早期治療を行えば、ほとんどの患者が後遺症もなく正常な生

活を送ることが可能です。 

しかし、きちんと治療をしないなどして慢性痛風期のような重症の経過をたどった場合、 

慢性腎不全が進行し生命予後の悪化を招きます。 

 

死亡率 

以前は痛風患者の死因トップは痛風腎による尿毒症でした。 

実際1982年のデータでは尿毒症が痛風患者の死因の40%を占めていました。 

しかし、近年高尿酸血症痛風の早期診断・早期治療が行われるようになり、尿毒症で死亡

人は減少しました。 

代わりに、動脈硬化性疾患である虚血性心疾患や脳血管障害で亡くなる人が増加していま

す。 

2018年の死因別統計では、心疾患が2位(約15％)で脳血管疾患が4位(約8％)と、どちらも

非常に高い割合を示しています。 

高尿酸血症-痛風は 

肥満 

脂質異常症 

糖尿病 

高血圧症 など 

の生活習慣病が合併しており、それらが心筋梗塞や脳卒中などによる死因と密接に関係し

ていると推測されています。 

原因 性差 起こりやすい年齢 痛みの強さ 発症箇所 期間

痛風 尿酸 男性が多い 30～50代
耐えられないほど

痛い
第一中足趾節関節 1週間

偽痛風 ピロリン酸 差はない 60代以上
痛風ほどは痛くな

い
膝関節に多い 1週間

関節リウマチ
明らかになってい

ない
女性が多い 30～60代

強くないが、こわ

ばりや倦怠感が伴

う

関節

※左右対称
数週間～数か月

変形性関節症
加齢による軟骨の

すり減り
女性が多い 50～60代

強くないが、こわ

ばりや倦怠感が伴

う

関節

※左右非対称
慢性的
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あとがき 

高尿酸血症は、痛風の様な激痛を伴う症状を起こすこともあり、注意したい病気です。 

しかし本当に怖いのは、合併症から起こる動脈硬化や、その先の心筋梗塞や脳卒中などの死

につながる可能性のある病気になりやすいことです。 

関節炎ばかり目立ってしまいますが、あくまでそれは氷山の一角で、症状が軽い間にしっか

りと治療しなくてはいけません。 

日々の生活での食事管理や運動不足解消などが予防や改善につながるので、この機会にご自

身の健康状態や日々の生活習慣に目を向けてみましょう。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたら

ご意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 


