
C O N T E N T S

　“PER”Volume 13, No.1, 2015より，①出生前後の遺伝子診断に用いら
れるマイクロアレイ解析法，②乳幼児にもある，外傷性脳損傷後の思春期早
発症，③小児の腎結石の原因となる代謝疾患，についてのレビューを紹介し
ます。
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● 背　景

　1970年代に染色体分析の技術が進歩し，倍数体や異
数体などの染色体異常が診断できるようになり，さらに欠
失，重複，転座が解析できるようになったが，微細な異常
は検出できなかった。1990年代に開発されたマイクロアレ
イ法は21世紀にかけて大きく進歩し，患者ゲノムの微小
欠失や重複を検出することが可能となったばかりでなく，
現在の出生前後の遺伝子診断における重要な解析方法と
なった。本稿では主にCGHアレイ法とSNPアレイ法につ
いて述べる。

● マイクロアレイによる解析法

（1）解析方法
　コピー数多型を解析する方法にはCGHアレイ法とSNP
アレイ法がある。
　CGHアレイ法：それぞれ異なる蛍光色素で標識した患
者DNAと対照DNAをプレートのスポット上のオリゴヌク
レオチド等とハイブリダイズさせる。スポット上に結合した
患者DNAと対照DNAの蛍光シグナルをそれぞれ定量す
ることによりシグナル強度比を解析する。患者シグナル強
度が強ければ試料が過量または重複を示し，対照シグナ
ルが強ければ患者DNAが過少または欠失を示す。
　SNPアレイ法：対照DNAを使用せず，個々の患者
DNAをプレート上の一塩基多型解析用プローブとハイブ
リダイズさせる。その結果を相互に比較することでコピー
数多型を検出する。例えば，ヘテロ接合体の欠如などホ
モ接合体となる結果では，片親性ダイソミーや血族婚の可
能性を示す。
　尚，CGHアレイ法とSNPアレイ法は，均衡型転座や逆
位などコピー数変化のないもの，および一塩基変異や不均
衡型転座のトリソミーは検出できない。

（2）遺伝子コピー数多型の解析と解析結果の解釈
　解析結果の解釈と報告書の作成については，米国臨床

遺伝学会（ACMG）が定めたガイドラインを遵守する。変
異が同定された部位は既知の遺伝子構造や他のデータ
ベースを参照することによって，「多型」，「病型に関連する
変異」「臨床的重要性が不確定のバリアント」に分類される。
エビデンスがない，または不十分な場合は，「臨床的重要
性が不確定のバリアント」として報告する。

● マイクロアレイによる診断

（1）出生後診断：病型に関連する遺伝子コピー数多型
　研究手段としての役割のみならず，マイクロアレイ法は
自閉症，知的障害，てんかん等の神経発達障害や，先天
性心疾患などの先天奇形など幅広い分野の診断に利用さ
れる。多発先天奇形，胎内発育不全，小頭症，筋緊張低
下症，発作，外性器異常，先天奇形など，染色体異常に
起因する疾患を有すると考えられる新生児の診断にも施行
されるべきである。
　コピー数多型解析の重要性は増しており，リスクの高い
侵襲的な検査を避ける場合，迅速な診断が求められる場
合，同じ遺伝多型と考えられる場合などで利用される。た
とえば，GABA-A受容体遺伝子異常を伴うDup15q症候
群の患者には，あらかじめベンゾジアゼピン投与を避ける
よう指示することができるなどの利点がある。

（2）出生前診断：胎児遺伝性疾患のスクリーニング
　胎児エコーで異常が発見された場合，知的障害の家族
歴がある場合などにマイクロアレイ法を用いることが一般
的である。解析結果は現在の妊娠だけでなく着床前遺伝
子診断により将来の妊娠計画の助けともなる。従来の核型
分析は1％未満の検出率であるのに対し，マイクロアレイ
法は10Kbと小領域でも解析でき，解像度が高く，迅速か
つ少量のDNAで施行できる。他の胎児診断と異なり，構
造異常を伴わないような知的障害や自閉症を伴う症候群も
診断することができる。
　一方で，胎児診断の限界を心得ておく必要もある。出
生後診断の目的は明らかであるのに対し，出生前診断は妊
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娠後の結果を予測することを目的としているため，未知の
コピー数多型や不完全浸透率である疾患の発見は困難で
ある。「臨床的重要性が不確定のバリアント」であった場
合，両親を不安にさせるばかりでなく，特に胎児が形態的
には正常である場合には妊娠を継続するか否かの判断を
難しくする可能性がある。
　コマーシャルベースではすでに母親の血液を用いて21，
18，13トリソミーのスクリーニングが可能である。陰性の
場合の感度，特異度は高いが，特定の人口においては陽
性の検出率が低く，最終的な確認は侵襲的な検査が必要
となる。

● まとめ

　マイクロアレイ法による遺伝子コピー数の解析には限界
もあり，また常染色体劣勢変異疾患のキャリアや，癌遺伝
子，無症状疾患の可能性，予期せぬ血縁関係など偶発的
な結果を示す場合もある。従って患者やその血縁者の人
生にも影響を与える可能性があるため，検査前の説明，遺
伝学的なカウンセリング体制が求められるとともに，担当
医が遺伝子検査についてより深く理解する必要がある。
　将来は遺伝子コピー数多型解析から得られる結果から，
種々の疾患に対する適切な対応のみならず患者自身の遺
伝子型に応じた治療を選択することができると期待されて
いる。そのためプライマリケアにあたる内科医は，解析法
についても理解し，その可能性，有用性，限界を知ってお
くことが求められる。

表. 遺伝子コピー数多型の解析方法

次世代
シークエンサー
によるCNV解析

解析法

血液
羊水
組織

検体

微小欠失
微小重複
一塩基変異

発見できる異常

全ゲノム
標的ゲノム

範囲

1bp

分析サイズ

全ゲノム解析
高精度

利点

高コスト
結果が出るまでに時間がかかる
多型が多い場合はデータベースが必要
不確定のバリアントが多い
配列変更やコピー数多型が多い場合は
限界がある

SNPアレイ法 血液
羊水
絨毛
組織

微小欠失
不均衡型微小重複
再配列
ヘテロ接合体欠如
倍数体
低レベルモザイク

全ゲノム
標的ゲノム

～10Kb 全ゲノム解析
事前診断不要
高精度
ヘテロ接合体欠如，
　三倍体，モザイク
　の確認

コピー数変化のないものは判定不能
塩基対の変異は判定不能

アレイCGH法 血液
羊水
絨毛
組織

微小欠失
不均衡型微小重複
再配列

全ゲノム
標的ゲノム

＞10Kb 全ゲノム解析
事前診断不要
高精度

均衡型転座は判定不能
三倍体は判定不能
コピー数変化のないものは判定不能
低頻度のモザイクは判定不能
塩基対の変異は判定不能

FISH法 血液
骨髄
羊水
絨毛

倍数体
異数体
転座
逆位
挿入，欠失，重複

プローブ依存性 ＞200Kb 迅速
低コスト

微細な異常の判定は困難
解析部位の限界
事前診断が必要
検査者によるばらつき
重複では正確性が低下

核型分析 血液
骨髄
羊水
絨毛

倍数体
異数体
転座
逆位
挿入，欠失，重複

全ゲノム ＞5～10Mb 低コスト
有効性が高い
事前診断不要

細胞培養が必要
解析精度が低い
検査者によるばらつき
時間がかかる

欠点
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● はじめに

　思春期の開始時期は遺伝，栄養，環境，社会経済的な
要素が複雑に関係して影響を受ける。女児では8歳未満，
男児では9歳未満で思春期徴候が確認された場合に思春
期早発症と診断される。思春期早発症の頻度は女児に多
い。思春期発来を見極めるには，乳房発育と精巣容量増
大を確認する。初経年齢が低いほど，乳癌や子宮内膜癌，
肥満，2型糖尿病，心血管疾患，青年期の行為障害，行
動障害との関連が高いことが報告されている。中枢性思
春期早発症（CPP）は明らかな異常を認める場合と認めな
い場合（特発性思春期早発症）がある。特発性は視床下部
のゴナドスタットに対する抑制を失うことによって，視床下
部–下垂体–性腺（HPG）系の早期活性化を起こすためと
考えられている。性成熟のメカニズムはいまだ不明であり，
現在，研究が進行中である。
　視床下部視交叉星細胞腫，鞍上部胚細胞腫などの腫
瘍，脳症，新生児仮死，視床下部過誤腫，神経線維腫症
1型，水頭症，脳脊髄瘤，外傷，エンプティセラ，感染症，
先天性正中部脳異常など，多くの中枢神経の異常がHPG
系の機能に影響を与える。悪性疾患，放射線療法や化学
療法を受けている場合はCPPのリスクがより高い。本稿で
は外傷性脳損傷（TBI）後のCPPについて概説する。

● CPPの疫学

　CPPの頻度は小児5千～1万人に1人の割合である。男
女比は1:3～23とさまざまであるが，女児に多い。先進国
では養子の子どもにおいて頻度が高い。1993～2001年の
デンマークのナショナルスタディでのCPP発生率は女児で
0.2%，男児で0.05%未満であった。

● 文献検索

　2015年4月にPubMedからMEDLINEデータベースに
アクセスした。MeSH用語である『precocious puberty』を

『traumatic brain injury』，『endocrine consequences』と
組み合わせてキーワードとして検索した。参考文献，関連
論文，追加データも調べ，選択した症例については各論
文の連絡先著者にメールで連絡を取った。

● TBIの臨床的定義

　米国脳損傷協会（BIAA）はTBIを『意識状態に変化を
起こすほどの外的な力による脳損傷で，先天性疾患や変
性疾患を原因としないもの。認知機能や運動機能だけで
なく，行動や感情にも障害を起こす可能性があるもの』と定
義している。

● TBIの疫学

　毎年180人/10万人の小児が頭部を受傷し，そのうち5.6
人が最重症として集中治療室で治療を受ける。発症率は
5～14歳までの間に2倍となり，男女で青年期に250人/10
万人とピークになる。年齢層での違いはあるが，TBIの原
因は交通事故，転倒・転落，スポーツ外傷，虐待が最も
多い。TBI発生率の研究のほとんどは横断的で入院記述
に基づいている。TBIの大部分は軽症で受診しないので，
これらのデータは低めに見積もられていると考えられる。
出生時から成人期を追跡したニュージーランドのコホート
研究では，通常推測されている頻度よりも実際には10倍
高く，またTBIの原因は年齢により大きく異なっていたと
報告されている。まとめると，15～20歳はTBIのリスクが
最も高く，学童と比べて2倍以上である。全年齢で男児の
方が女児よりもTBIの頻度が高く，この傾向は青年期で特
に際立っている。

● 頭部外傷の重症度分類

　TBIはグラスゴーコーマスケール（GCS）によって8点以
下は重症，9～12点は中等症，13～15点は軽症に分類され
る。臨床的な重症度は意識消失時間，外傷の直前直後の
出来事に関する記憶喪失，脳内病変によっても異なる。

1Pediatric and Adolescent Outpatient Clinic, Quisisana Hospital, Ferrara, Italy, 2Department of Pediatrics, Division of Endocrinology, Alexandria University 
Children’s Hospital, Alexandria, Egypt; 3Department of Pediatrics, Ain Shams University, Cairo, Egypt, 4Ministry of Health, Alexandria, Egypt, 5Department of 
Primary Health Care (PHC), Doha Qatar
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GCSは広く使用されているが，年齢，受診までの時間，来
院までの処置，観察者間の信頼性など，さまざまな要素に
影響を受ける。最も重要な病歴は受傷機転，受傷の発生
時刻，受傷直後とその後の意識状態，外傷後けいれんの
有無，来院前の処置である。記憶喪失，不穏，倦怠感，
顔色不良，興奮状態などの症状は重症を示唆することも
ある。Heatherらは小児のTBIにおいて，GCSに加えて後
遺症リスクを予測するスケール（AIS-HR）の使用を推奨し
ている。

● TBIとCPP

　TBIとCPPの関連について詳細に述べられている文献
はほとんどなく，少人数の症例報告が存在するのみであ
る。本稿では今まで報告された25例の患者をまとめた。
内訳は女児14例，男児8例，性別不明3例，最年少は2.1
歳，1/3は6歳未満，受傷から内分泌評価までの期間は3
カ月～3年であった。女児において頻度が多かった。HPG
系を活性化させる因子は不明であった。その他の下垂体
前葉ホルモンは評価されていなかった。TBI後のCPPは
まれであると考えられるが，頻度については大規模な縦断
的研究で評価するのが理想である。発症機序はゴナドト
ロピンに対する視床下部抑制因子の喪失と考えられてい
る。通常，TBIは下垂体機能低下症のリスクとなる。

● TBIの病態

　頭部外傷の病態は一次性脳損傷と二次性脳損傷に分け
ることができる。一次性脳損傷とは外力による直接的損傷
である。二次性脳損傷とは一次性脳損傷によって引き起こ
される生体反応で，興奮性神経ペプチド，サイトカイン，
フリーラジカル，代謝不全，酸素化不全が関与してさらな
る組織障害を起こす。局所性脳損傷は接触性外力によっ
て引き起こされる傾向があり，びまん性脳損傷は非接触性
外力，加速・減速力，回転力が原因であることが多い。外
傷の機序は年齢によって異なり，幼児の脳は加速・減速
外傷に対して特に脆弱であると考えられている。

● 考　察

　TBIの原因は転倒・転落（35.2%），交通事故（17.3%），
衝突（16.5%），暴力（10%），スポーツ外傷と穿通性外傷

（21%）であった。視床下部–下垂体システムは内分泌機能
と水分バランスを調節する神経核と神経路の集合体であ
り，頭部外傷に脆弱である。成人科領域ではTBI後の下
垂体機能低下症の認識が広まっているが，小児科領域で
はそれに関する系統的な研究は少ない。Aubleらによるパ

イロットスタディでは，中等症から重症のTBI後の小児の
少なくとも86%が1つ以上の内分泌異常または身長が10
パーセンタイル未満であった。そして50%に2つ以上の内
分泌異常があった。受傷時の年齢と下垂体機能障害の重
症度に相関はなかった。入院期間が長い全例においてプ
ロラクチン高値であった。これらの結果は以前の後方視的
および前方視的研究の結果と一致した。
　TBI後にCPPを発症した小児25例の報告がある。その
CPP発生率は一般集団における同率を超えていないと考
える者もいるが，報告された1/3は6歳未満と若く，思春
期の進行も非常に早かったと報告されている。TBIに関連
するCPP発症のリスク因子は不明であったが，大部分が
重症TBIで，CTまたはMRIで構造的損傷（頭蓋骨骨折，
脳内出血，脳損傷）が証明されていた。ある報告によると，
TBIを受けた小児33例のうち7例がCPPを発症した。7
例中6例は2週間以上昏睡状態にあった。CPP発症例で
は全員にその後の脳萎縮・脳軟化症が認められたが，
CPP非発症例ではそれらの変化が認められたのは69%に
過ぎなかった。運動機能障害，認知機能障害，外傷後け
いれんの発生率に有意差はなかった。
　TBI後のCPPに関していくつかの病態メカニズムが想
定されている。鈍的外傷，転落，貫通性外傷による直接
的な力は脳浮腫や脳内出血を起こす。加速減速は脳神経，
視床下部，下垂体，脳の軸索に障害を与える。また，視
床下部–下垂体領域における圧が上昇しゴナドトロピンに
対する視床下部抑制因子を喪失させることが原因の1つと
考えられている。HeatherらはTBI後のCPPの発生率が
男児で116例に1例，女児で82例に1例と報告している。
女児の発生率は一般集団と比べて変わらなかったが，男
児では頻度が高い傾向があった（P＝0.063）。対象者全て
が正常思春期年齢に達していないので過少評価されてい
る可能性もある。

● 結　論

　本稿はTBI後の成長率と二次性徴に対するフォロー
アップの重要性を強調している。TBI後は家庭医が二次
性徴を含む発達をしっかりとモニタリングする必要がある。
現在，TBI後のCPPの頻度は低いと考えられているが，
縦断的な大規模研究による頻度の評価が必要と考える。
それには内分泌科，脳神経外科，神経科，リハビリテーショ
ン科，小児科など多くの専門家との連携が必要となるであ
ろう。TBI後のCPPはLHRHアナログ療法で治療が可能
である。
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● はじめに

　小児の尿路結石および腎石灰化症にはさまざまな代謝
や遺伝因子が関係しており，欧州では小児100万人に1～2
人の頻度で見られ，男児に多く，近年増加傾向にある。定
義として腎石灰化症はシュウ酸Caやリン酸CaなどのCa
塩が主に腎髄質に沈着して局在するものを指し，尿路結
石は尿管や膀胱などの結石を広く含める。腎結石におい
て最初に起こる病変は，腔内閉塞ではなくリン酸Ca塩の
沈着であり，これが尿結晶を腎乳頭の正常な尿路上皮細
胞の下に沈着させ，やがてこれが進んでプラークとなり，
さらにはシュウ酸Ca結石となる。これには尿量，溶質の
濃度と複合体形成，浸透圧，pH，結晶化の促進因子もし
くは抑制因子の存在，環境要因，遺伝的要因等が影響す
る。小児の腎石灰化症における代謝性遺伝性因子の診断
は非常に困難で，正確な病歴，人種，家族歴，血族婚の
有無の聴取が遺伝形式の診断につながる。腎機能や他の
代謝性因子のスクリーニングが正確な診断につながる。例
えばニトロプルシド反応は感度の良いシスチン尿症のスク
リーニングになり，尿中のシスチンや塩基アミノ酸の測定
によって病因遺伝子の絞り込みにつながる。尿路結石の
分析には赤外線分光分析やＸ線回折が適している。赤外
線分析によってまれな代謝性疾患であるキサンチン尿症
やデヒドロキシアデニン尿路結石などが診断できることが
ある。特定の代謝産物の検査は限られた施設でしか行わ
れないが，これは非常に有用である。尿路結石は腎石灰
化症，腎結石さまざまな疾患の一徴候であるので注意深
い診察が必要である。例えば小児の遠位尿細管アシドー
シス患者では低身長やくる病，感音性難聴を伴い，腎性
低リン血症では骨のミネラル化障害や骨折が主な症状とな
ることがある。原発性高シュウ酸尿症では全身にシュウ酸
結晶が沈着して視力障害，心筋症，骨折，甲状腺機能低
下症，壊疽などさまざまな症状をきたす。CLDN19遺伝
子変異のある家族性高Ca尿性低マグネシウム血症では眼
科疾患を伴う。シスチン尿症の遺伝子とその隣接遺伝子
の欠損もある場合，筋力低下症を認めることもある（筋力

低下－シスチン尿症候群）。またLowe症候群では腎石灰
化症をしばしば認める。原因不明の腎石灰化症患者では，
歯科検査によりエナメル－腎症候群というまれな疾患の診
断につながることもある。
　以下に腎結石患者の主な疾患について述べる。

● 遠位尿細管性アシドーシス

　遠位尿細管性アシドーシス（dRTA）は常染色体劣性遺
伝のATP6V1B1とATP6V0A4遺伝子の変異による集
合管のプロトンポンプ障害によって生じ，早発性および遅
発性の感音性難聴を併発する。V-ATPase B1サブユニッ
トのヘテロ変異であっても腎による酸性化が障害され，ハ
プロ不全によって腎結石が生じる。常染色体優性遺伝の
dRTAは陰イオン交換体1（AE1）の機能異常によって生じ
る。細胞質炭酸脱水素酵素Ⅱは常染色体劣性の大理石骨
病，混合型（遠位・近位）尿細管性アシドーシス，脳の石
灰化を伴う症候群に関係する。この疾患は乳児期に体重
増加不良，多尿，脱水，低カリウム血症による麻痺によっ
て気付かれる。不完全型のdRTAは無症候性で気付かず，
腎結石と低身長のみ認めることがある。よって低身長患者
には必ず腎臓の超音波検査を行うべきであり，腎結石と腎
石灰化症のスクリーニングにはさらなる腎機能検査が必要
である。

● 腎性低リン血症

　低リン血症，骨の脱ミネラル化，腎結石を家族集積性
に認めた場合，遺伝性疾患の可能性が疑われる。Na+依
存性リン転送因子2a（NPT2a）はSLC34A1遺伝子でコー
ドされる重要な腎臓のリン転送因子で，2002年Prieらは
腎結石，低リン血症，骨の脱ミネラル化を有する患者2例
において同遺伝子のヘテロ変異を同定し，機能解析により
これが病因であることを確定した。後にMagenらは，高
Ca尿症と腎石灰化を伴う低リン血症性くる病においても
NaPi2aの劣 性 変 異が 病因であることを報 告した。
SLC34A3の遺伝子変異のホモもしくは複合ヘテロ接合で
は，腎からのリンの漏出，くる病，骨軟化症を症状とする

＊University Children's Hospital, Medical School Skopje, Macedonia

小児における腎結石，腎石灰化症の
代謝および遺伝的要因
Nephrolithiasis and Nephrocalcinosis in Children － 
Metabolic and Genetic Factors

Velibor Tasic, MD, PhD＊; Zoran Gucev, MD, PhD＊

内木 康博　国立成育医療研究センター生体防御系内科部 内分泌・代謝科
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Original Article: Pediatr Endocrinol Rev 2015;13(1):468-476



7

高Ca尿症を伴う遺伝性低リン血性くる病（HHRH）をきた
す。DasguptaらはSLC34A3の変異のキャリア133例を
対象に調べ，腎結石もしくは腎石灰化症のリスクは両アレ
ル性のSLC34A3で46%，ヘテロのキャリアでも16%とリス
クが上がることを示した。変異のない家族の同リスクは
5.64%とされている。このようなタイプの原発性低リン血症
における高Ca尿症の原因は，低リン血症とそれに起因す
る腸管からのCaの吸収過多によって生じると考えられる
相補的な1,25（OH）2D3の過剰生産である。低リン血症は
血尿や疝痛，骨折がないと長期にわたり気が付かないこと
があるが，小児科医，腎臓内科医，内分泌科医はこれを
見逃さないように注意すべきである。腎結石の濃厚な家族
歴があれば，血清中のリンとTmP/GFRを測定することは
必須である。

● 特発性乳児高Ca血症

　特発性乳児高Ca血症（IIH）の典型的な症状は体重増加
不良，多尿，脱水，嘔吐，痙攣，嗜眠などで，最も重篤な
場合は昏睡や死亡に至る場合があり，生化学的検査では
高Ca血症，高Ca尿症，1,25（OH）2D3の上昇とPTHの抑
制が認められる。この疾患は，7q11.23のの微細欠失のた
めに典型的な妖精様顔貌や先天性心疾患，発達障害を伴
うWilliams Beuren症候群との鑑別が必要である。IIHの
原因遺伝子は2011年にSchlingmannらによってビタミンＤ
の不活化を行う24,25水酸化酵素CYP24A1遺伝子の機
能喪失型変異であると報告され，マケドニアで6例の特発
性乳児高Ca血症を診断したが，全ての患者において重篤
な臨床症状と両側の髄質性腎石灰化症が認められた。発
作性高Caクリーゼでは大量輸液，フロセミド，プレドニゾ
ン，ケトコナゾール，パミドロネートで治療するが，ビタミ
ンＤの減量と特殊ミルクによるCa摂取の減少によって寛
解に至る。これらの患者は1歳になると少量のビタミンＤ
の摂取が可能になり食事制限も少し緩和されるが，Caと
PTHの測定と食事制限による治療の継続が必要である。
IIHは乳児特有の疾患と考えられていたが，最近では成人
にもシュウ酸Ca性腎結石が存在することが報告された。
またIIHの遺伝的診断がついた家系では早期治療介入を
目的として，出生前もしくは生後早期にCYP24A1遺伝子
の変異をスクリーニングすることが重要である。原因不明

の腎結石，腎石灰化症がありPTHが抑制されている成人
患者には本疾患を疑うべきで，変異キャリアであると確定
診断された場合はビタミンＤ補充を避け，紫外線や日光曝
露を避けることが必要である。

● 低シトルリン血症

　シトルリンはCaと結合して可溶性のCaシトルリン複合
体を形成することで結晶化とその先の結石化を防いでい
る。シトルリンの代謝は大変複雑で，特発性シュウ酸Ca
塩尿路結石の患者で認められるように，消化管からの吸
収，糸球体からの排泄，近位尿細管からの再吸収，酸塩
基平衡，内因的産生などに左右される。クエン酸によるア
ルカリ化はクエン酸，Ｋ，pHを上昇させてシュウ酸Caの
析出を減少させる。経口クエン酸カリウム療法は結石の再
発を減少させクリアランスを上昇させて結石を溶解させる
とともに骨溶解と結石形成を予防する。

● 高シュウ酸尿症

　高シュウ酸尿症は小児の腎結石の原因で3番目に多く，
中度の高シュウ酸尿症は食べ過ぎや消化管疾患，炎症性
腸疾患によるシュウ酸の吸収過多でも生じる。原発性高
シュウ酸尿症ではシュウ酸が肝臓で過剰産生されるため
1日の尿中排泄が1.0mmol/1.73m2を超える。原発性高シュ
ウ酸尿症には3つの遺伝型（PH1，PH2，PH3）の存在が分
かっており，それぞれAGXT，GRHPR，HOGAの遺伝
子変異に起因する。酵素欠損によるシュウ酸の異常産生
は高シュウ酸尿症，腎石灰化症を引き起こし重篤なものは
末期腎不全に至る。万が一無尿になった場合，眼，骨，心
筋，血管などにシュウ酸塩結石が複合体を形成して沈着
し全身性の重篤なシュウ酸症を引き起こす。PH1は最も頻
度が高く約30％の患者がピリドキシン反応性である。標準
治療は輸液，結晶化予防剤，ピリドキシンであり，慢性腎
不全を合併している場合は肝腎同時移植の適応になる。
腎機能が保たれている場合PH1の診断は比較的容易で，
高シュウ酸尿症と尿中グリコール酸の上昇が認められれば
診断がつく。非典型的な症例では肝生検によって酵素活
性の測定を行えば診断可能であるが，肝生検が困難な場
合や無尿もしくは慢性腎不全の患者においては，遺伝子
診断が有用である。
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