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痛風診療ガイドライン

痛風

痛風は史上最古の生活習慣病である!

• 紀元前5世紀：ヒポクラテスが痛風を詳細に記述。

• 1847年：ガロード「痛風の原因は尿酸である。」

• 治療薬の日本における発売

– 1956年プロベネシド

– 1964年コルヒチン

– 1969年アロプリノール（ザイロリック）

– 1979年ベンズブロマロン（ユリノーム）

– 【1989年ブコローム（パラミジン）】

– 2011年フェブキソスタット（フェブリク）

http://www.peaceplanet.org/ macrobiotics.php
http://ideee.jp/index.php

Hippocrates
(460-357 B.C.)

痛風・尿酸研究の英文論文数

PubMed: hyperuricemia OR uric OR urate OR gout

痛風関節炎（痛風発作）

尿酸Na結晶



2013年1月27日
第11回ＥＢＭ研究ﾌｫｰﾗﾑ

関節内に蓄積した尿酸ナトリウム結晶

中足
骨

基節
骨

関節軟骨表面に高輝度の
結晶沈着(MSU結晶に特異的な所見)

”double contour sign”

超音波検査（第1MTP関節）関節鏡所見（膝関節）

提供：瀬戸洋平先生提供：坂田博史先生

痛風患者の画像所見
（関節鏡・Dual energy CT）

Arthritis Rheum2010 62(3)895 RadioGaphics.2011.31.(5).1365-

痛風患者の左膝関節軟骨表面の
尿酸塩結晶沈着（関節鏡所見）

痛風患者の第一中足指節関節・第二
近位指節間関節の尿酸塩結晶沈着
（Dual energy CT所見）

軟骨

尿酸塩結晶

関節腔

尿酸プール

痛風は尿酸塩沈着症(Urate Deposition Disease)である

体内の
尿酸プール

血清尿酸値

7.0mg/dl

0 5年 10年 15年

腎障害など

痛風関節炎

高尿酸血症の弊害は
・尿酸塩結晶の沈着による障害：尿酸塩沈着症（Urate Deposition Disease）
・尿酸自体がもたらす臓器障害

巨大な痛風結節＝尿酸塩の塊 手指の巨大な痛風結節

Overhanging margin
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高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版

日本痛風・核酸代謝学会が作成

2010年1月1日

メディカルレビュー社より発行

2010年7月1日

メディカルレビュー社よりダイジェスト版発行

学会誌「痛風と核酸代謝」にダイジェスト英語版を発行

2011年1月1日

ダイジェスト版を学会HPに公開

学会誌「痛風と核酸代謝」にダイジェスト日本語版を発行

財団法人日本医療機能評価機構のホームページMindsに公開

2012年11月

第２版追補版、追補版ダイジェストを発行

エビデンスレベル＋コンセンサスレベル → 推奨度

ガイドライン改訂の経緯

• 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン（第１版）』が２００２年に発行され，８年が
経過した。

• この８年間にさまざまなエビデンスが蓄積されたが、一方ではガイドラインその
もののあり方も大きく進歩した。

• 今回のガイドライン改訂にあたっては，第１版の精神を継承し，かつ客観的に評
価されるガイドライン作りを目指した。

• その間、多くの問題点に苦慮した。

– 構造化抄録の作成

– エビデンスレベルや推奨度の基準

– 合意形成の取り入れ

– 外部評価の方法

– 利益相反の扱い、 など

• 治療ガイドラインは日常診療を制限するものではないこと、 ガイドラインは臨床
の現場で判断を下すための資料であること、を強調したい。

日本痛風・核酸代謝学会ガイドライン改訂委員

• 委員長

– 山中 寿 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター所長

• 委員

– 上田孝典 福井大学医学部内科学（Ⅰ）教授

– 大野岩男 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科教授

– 金子希代子 帝京大学薬学部薬品分析学教室教授

– 小島原典子 東京女子医科大学大学院医学研究科衛生学公衆衛生学（二）講師

– 谷口敦夫 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター教授

– 長瀬満夫 長瀬クリニック院長

– 中山健夫 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野教授

– 箱田雅之 安田女子大学家政学部管理栄養学科教授

– 浜口朋也 兵庫医科大学先進糖尿病治療学（寄附講座）准教授

– 浜田紀宏 鳥取大学医学部医学科統合内科医学講座病態情報内科学分野講師

– 藤森 新 帝京大学医学部内科教授

– 嶺尾郁夫 市立豊中病院糖尿病センター長

– 森脇優司 兵庫医科大学内科学内分泌・代謝科准教授

– 山内高弘 福井大学医学部内科学（Ⅰ）講師

– 山口 聡 北海道社会事業協会富良野病院泌尿器科・尿路結石治療センター長

– 山本徹也 兵庫医科大学内科学内分泌・代謝科教授

• エビデンスブック作成委員
– 大野岩男 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科教授

– 金子希代子 帝京大学薬学部薬品分析学教室教授

– 谷口敦夫 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター教授

– 長瀬満夫 長瀬クリニック院長

– 箱田雅之 安田女子大学家政学部管理栄養学科教授

– 浜口朋也 兵庫医科大学先進糖尿病治療学（寄附講座）准教授

– 浜田紀宏 鳥取大学医学部医学科統合内科医学講座病態情報内科学分野講師

– 森脇優司 兵庫医科大学内科学内分泌・代謝科准教授

– 山内高弘 福井大学医学部内科学講師

– 山口 聡 北海道社会事業協会富良野病院泌尿器科・尿路結石治療センター長

• リエゾン委員
– 血液学領域 上田孝典，山内高弘

– 腎臓学領域 大野岩男

– 栄養学領域 金子希代子，箱田雅之

– リウマチ学領域 谷口敦夫

– 整形外科学領域 長瀬満夫

– 糖尿病領域 浜口朋也，嶺尾郁夫

– 高血圧領域 浜田紀宏

– 動脈硬化領域 藤森新，森脇優司，山本徹也

– 尿路結石領域 山口聡

外部評価委員

川合眞一 日本リウマチ学会＊ （理事長／宮坂信之）

山田明 日本腎臓学会＊ （理事長／槇野博史）

田村和夫 日本臨床腫瘍学会＊ （理事長／田村和夫）

木下誠 日本動脈硬化学会＊ （理事長／北徹）

田嶼尚子 日本糖尿病学会＊ （理事長／門脇孝）

細田公則 日本内分泌学会＊ （理事長／森昌朋）

星野孝 日本整形外科学会＊ （理事長／中村耕三）

土橋卓也 日本高血圧学会＊ （理事長／島本和明）

橋詰直孝 日本臨床栄養学会（理事長／板倉弘重）

宮澤克人 日本尿路結石症学会（理事長／鈴木孝治）

中村直登 日本病態栄養学会＊ （理事長／清野裕）

•各学会の理事長宛てに了解を求める文書を提出し，＊の学会から承認を得た

ガイドライン改訂の手順
1. Clinical Question の選定と選択

216のClinical Questionを最終的に41の包括的なClinical Questionにまとめた。

2. Clinical Question のPECO， PICOフォーマットへの変換

3. 系統的文献検索

47の検索式による16,551論文→797論文→最終的に225論文を選択した。

4. 構造化抄録の作成

5. ガイドライン改訂委員会の立ち上げと改訂作業の開始

17名のガイドライン改訂委員17名が、計8回のガイドライン改訂委員会で協議。

6. 引用論文の追加

7. エビデンスレベルの決定

8. コンセンサスレベル－デルファイ法を用いた合意形成

9. 推奨度の決定

10. リエゾン委員による関連領域の治療ガイドラインとの整合性の確認

11. 学会員・外部評価委員によるパブリックコメント

12. 患者の視点からの評価

13. 利益相反の取り扱い
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コンセンサスレベル
デルファイ法を用いた合意形成について

目的：臨床医によるコンセンサスがどの程度あるかを定量的に検証する

デルファイ法

専門家集団などがもつ直感的意見や経験的判断を反復型アンケートを使って，
組織的・統計的に集約・洗練する意見収束技法

治療に関するステートメント５５項目について改訂委員１５名がコンセンサスの程度
を７段階（１は賛成，４は中立，７は反対）で評価した

集計結果を公表したうえで，もう１度１５名が評価し，２度目の中央値をコンセンサス
レベルとした。

コンセンサスレベルは，エビデンスレベル，推奨度とは区別して各ステートメントに記
載した。

1 痛風関節炎・痛風結節の治療

痛風発作の前兆期にはコルヒチン１錠（０.５mg）を用い，発作を頓挫させる。痛風発作が頻発する

場合には，コルヒチン１日１錠を連日服用させる「コルヒチン・カバー」が有効である。
【エビデンス3 コンセンサス1 推奨度B 】

痛風発作の極期には非ステロイド抗炎症薬（NSAID）が有効であるが，短期間に限り比較的
多量を投与して炎症を鎮静化させる（NSAID パルス療法）。副作用の発現に注意する。

【エビデンス3 コンセンサス1 推奨度B】

NSAID が使用できない場合，NSAID 投与が無効であった場合，多発性に関節炎を生じて

いる場合などには，経口にて副腎皮質ステロイドを投与する。
【エビデンス1a コンセンサス1 推奨度A】

痛風発作時に血清尿酸値を変動させると発作の増悪を認めることが多いため，発作中に尿酸降下
薬を開始しないことを原則とする。 【エビデンス3 コンセンサス1 推奨度B】

痛風結節の治療では摘出術が考慮されることもあるが，手術をした場合も薬物療法は必要である。
【エビデンス3 コンセンサス1 推奨度B】

●ステートメント

血清尿酸値には二つの意味がある

１．痛風関節炎などの尿酸塩沈着症の原因
２．種々の生活習慣病の病態において臨床上有用なマーカー

高尿酸血症高尿酸血症
血清尿酸値

正常

血清尿酸値
正常

尿酸塩沈着症
（痛風）

生活習慣病の
マーカー

治療が有用である
エビデンス

ある

検討されていない

血清尿酸値 5.0 6.0   7.0   8.0   9.0 (mg/dl)

2 高尿酸血症の治療
1 治療目標

高尿酸血症の治療では，予後に関係する肥満，高血圧，糖・脂質代謝異常などの合
併症もきたしやすい高尿酸血症の発症に関連する生活習慣を改善することが も大
切である。

【エビデンス2a コンセンサス1 推奨度A】

痛風関節炎を繰り返す症例や痛風結節を認める症例は薬物治療の適応となり，血清
尿酸値を６.０mg/dL 以下に維持するのが望ましい。

【エビデンス2a コンセンサス1 推奨度A 】

無症候性高尿酸血症への薬物治療の導入は血清尿酸値８.０mg/dL 以上を一応の目
安とするが，適応は慎重にすべきである。

【エビデンス3 コンセンサス2 推奨度C 】

●ステートメント

痛風関節炎を繰り返す症例や痛風結節を認める症例は薬物治療の適応となり，
血清尿酸値を６.０mg/dL 以下に維持するのが望ましい。

痛風関節炎を繰り返す症例や痛風結節を認める症例は薬物治療の適応となり，
血清尿酸値を６.０mg/dL 以下に維持するのが望ましい。

高尿酸血症・痛風の生活指導
●ステートメント
1高尿酸血症・痛風は代表的な生活習慣病であり，生活習慣の是正を目的とした
非薬物療法としての生活指導は，薬物療法の有無にかかわらず重要な役割を有する。

エビデンス2a コンセンサス1 推奨度B

高尿酸血症・痛風に対する生活指導は，食事療法，飲酒制限，運動の推奨が中心と
なり，肥満の解消は血清尿酸値を低下させる効果が期待される。

エビデンス2b コンセンサス1 推奨度B

食事療法としては適正なエネルギー摂取，プリン体・果糖の過剰摂取制限，十分な
飲水が勧められる。

エビデンス2a コンセンサス1 推奨度B

身体活動（運動）は，メタボリックシンドロームの種々の病態を改善するため奨励
できる。

エビデンス3 コンセンサス2 推奨度C

エビデンス2b コンセンサス1 推奨度B

エビデンス2a コンセンサス1 推奨度B

エビデンス3 コンセンサス2 推奨度C

エビデンス2a コンセンサス1 推奨度B
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治療中の血清尿酸値はどこまで下げるべきか？

• 蓄積してきたエビデンス

– 高尿酸血症・痛風は増えている

– 高尿酸血症は痛風のみならずCKD,高血圧のリスクで
ある

– 血清尿酸値を6.0mg/dl以下に維持することが必要で
ある

2 高尿酸血症の治療
1 治療目標

高尿酸血症の治療では，予後に関係する肥満，高血圧，糖・脂質代謝異常などの合
併症もきたしやすい高尿酸血症の発症に関連する生活習慣を改善することが も大
切である。

【エビデンス2a コンセンサス1 推奨度A】

痛風関節炎を繰り返す症例や痛風結節を認める症例は薬物治療の適応となり，血清
尿酸値を６.０mg/dL 以下に維持するのが望ましい。

【エビデンス2a コンセンサス1 推奨度A 】

無症候性高尿酸血症への薬物治療の導入は血清尿酸値８.０mg/dL 以上を一応の目
安とするが，適応は慎重にすべきである。

【エビデンス3 コンセンサス2 推奨度C 】

●ステートメント

Treat to Target
目標を置いた治療

27

Treat to Target の意味

疾患 Surrogate marker
代替指標

Endpoint
Outcome

糖尿病 血糖値・HbA1c 心血管イベント
網膜症

関節リウマチ 疾患活動性・DAS28 関節破壊
機能障害

痛風 血清尿酸値 痛風関節炎

臨床的に容易に活用できる代替指標を指標として疾患を制御
することにより、疾患の長期予後を改善させる方法論

臨床的に容易に活用できる代替指標を指標として疾患を制御
することにより、疾患の長期予後を改善させる方法論

温度（℃）
尿酸塩イオンの溶解

度 (mg/dL)
37 6.8
35 6.0
30 4.5
25 3.3
20 2.5
15 1.8
10 1.2

尿酸塩の溶解度

John N Loeb: Arthritis Rheum. 15:189, 1972〔A-26-1972-
008〕

温度と尿酸塩イオンの溶解度（Na+140mM存在下）

拇趾MTP関節は
体温が低いことに注目

高尿酸血症のリスク（痛風関節炎）

血清尿酸値を低く維持するほど痛風関節炎の発症頻度は低下する。

高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版 p38改変

（％）

血清尿酸値

Shoji A, Yamanaka H, Kamatani N: 
Arthritis Rheum 51: 321-325, 2004

＜対象＞痛風発作初診後、1年以上経過した患者 267例
＜方法＞痛風発作を再発した91例において血清尿酸値と痛風発作を再発した患者率(％)の関係を解析した。
＜結果＞血清尿酸値を低下させるほど、再発率も低下した。尿酸降下療法を受けてもなお痛風発作を起こした患者（n=69）

の平均血清尿酸値は7.01mg/dLであったが、尿酸降下療法を受け、血清尿酸値を6.0mg/dL未満にコントロールした
患者（n=81）の再発は、14%に抑えられた。
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Perez-Ruiz F. et al: Arthritis Rheum 47: 356-360, 2002

＜対象＞慢性結節性痛風患者63例

＜方法＞血清尿酸値が組織における尿酸塩の飽和濃度を下回るよう、アロプリノール、ベンズブロマロンまたは両者の併用により治
療した。評価対象とする結節は、最もサイズが大きなものとした。

＜結果＞ベンズブロマロン単独群またはベンズブロマロンとアロプリノール併用療法群ではアロプリノール単独群より結節消退速度
が速かった。結節消退速度と治療中の平均血清尿酸値の間には直線関係が認められ、血清尿酸値を下げるほど、結節消退速度
は速かった。
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血清尿酸値＜6.0mg/dlを維持すると
痛風患者の尿酸塩結晶が消失する

Rheumatol Int (2010) 30:495–503

痛風患者の右膝関節超音波所見 痛風患者の右膝関節超音波所見

巨大な痛風結節＝尿酸の塊

適切な治療により縮小する

2006年6月2001年6月 2011年4月

血清尿酸値低下に伴う腎機能改善効果

sUA levels after 24-week ULT

Chen S-Y. in Annual meeting of the Japanese Society of Gout and Nucleic Acid Metabolism (2006)

方法：前向きコホート試験
痛風・高尿酸血症の新患 (痛風n=1,008、高尿酸血症 n=38)/血清尿酸値に影響のある薬剤を中断し、尿酸降下薬を24週間投与/投与前、投与

後の血清
尿酸値、クレアチニン値を測定
「腎機能低下」の定義：sCr >1.4mg/dL （男性）、 >1.2mg/dL （女性）

治療後の血清尿酸値の低下による腎機能低下の割合の推移

•血清尿酸値 2.7mg/dL低下
•血清クレアチニン値 25%低下
•治療後の血清クレアチニン値の低下幅は、尿酸値の低下値と正の相関、CCRと痛風罹病期間と負の相関
•治療後の血清尿酸値が低値であるほど腎機能低下患者の比率は低下。
•治療後に血清尿酸値の低下が大きいほど腎機能の改善が大きくなり、治療開始が遅いほど腎機能改善も小さくなった。
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痛風に対するフェブキソスタット臨床治験のベースライン

フェブキソスタット治験の日米における対象症例の差

日本 米国

被験者総数 237例 760例

痛風113例 全て痛風

高尿酸血症130例

体重 72kg ＞100kg
BMI 25.5 32.5

血清尿酸値初期値 8.9 mg/dl 9.8 mg/dl
痛風結節保有率 1.3% 24.0%

フェブキソスタット 40mg 80, 120mg

文献 Kamatani, et al. Becker et al.
J Clin Rneumatol 2011 NEJM (2005) 

高尿酸血症・痛風はどこから治療するべきか？

日本

欧米

高尿酸血症
(無症候性)

痛風
発症

痛風の重症化
(発作頻発・痛風結節)
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痛風関節炎のマネージメント
関節炎の強さを評価

Monotherapy Combination  therapy

コルヒチン経口 NSAID/COX‐2阻害薬 ステロイド剤

必要に応じて外用剤や鎮静剤

Mild/Moderate

治療反応性の評価

他のMonotherapyに変更 Combination therapy 患者教育

治療反応性の評価

生物学的製剤（IL‐1阻害薬）

反応不十分

反応不十分

Khanna D, et al. Arthritis Care & Research  64(10) 1447‐1461, 2012

軽快

尿酸降下薬の適応を考慮

尿酸降下薬の適応

痛風関節炎の診断が確定されている患者で、
・痛風結節が診察や画像で診断されている
・頻回に痛風関節炎を起す（年2回以上）
・ CKD Stage 2-5, ESRD
・尿路尿酸結石

血清尿酸値の目標値を定める

尿酸降下薬を
投与 ＋ 痛風関節炎の

予防薬を投与

Yes

Khanna D, et al. Arthritis Care & Research  64(10) 1431‐1446, 2012

血清尿酸値を目標値まで低下させる（Treat to Target）
・少なくとも＜6.0mg/dlは達成すること

・＜5.0mg/dlが必要な場合もある

尿酸降下薬の選択
Xanthine Oxidase Inhibitor (XOI)

XOIのひとつに禁忌か副作用
他の一次選択薬剤へ

アロプリノール フェブキソスタット

プロべネシド

尿酸降下薬の適応

痛風発作の予防
コルヒチンやNSAID併用

Treat to Target
治療目標が達成されたか

どうかを評価
薬剤の用量設定

Khanna D, et al. Arthritis Care & Research  64(10) 1431‐1446, 2012

高尿酸血症・痛風治療におけるガイドラインの違い

慢性痛風
Chronic gout

急性痛風関節炎
Acute gout

高尿酸血症
Hyperuricemia

日本
日本痛風・核
酸代謝学会

2010

日本
日本痛風・核
酸代謝学会

2010

米国
ACR
2012

米国
ACR
2012

欧州
EULAR
2006

欧州
EULAR
2006

高尿酸血症・痛風治療におけるガイドラインの違い

慢性痛風
Chronic gout

急性痛風関節炎
Acute gout

高尿酸血症
Hyperuricemia

日本
日本痛風・核
酸代謝学会

2010

日本
日本痛風・核
酸代謝学会

2010

米国
ACR
2012

米国
ACR
2012

欧州
EULAR
2006

欧州
EULAR
2006

痛風の
軽症化

痛風の
軽症化

痛風の重症化痛風の重症化
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国民皆保険制度
メディアの役割

国民皆保険制度
メディアの役割

学術活動、研究
ガイドラインの作成と周知
講演会活動
雑誌、書籍による啓発

学術活動、研究
ガイドラインの作成と周知
講演会活動
雑誌、書籍による啓発

患者手帳
市民公開講座
メディアの働きかけ

患者手帳
市民公開講座
メディアの働きかけ

痛風マネージメントサイクル
生活習慣病のマネージメントモデル

山中 寿；medicina 2012年8月号

第46回日本痛風・核酸代謝学会総会

2013年2月14日(木)・15日(金)

東京・京王プラザホテル

会長：山中 寿（東京女子医科大学）

特別講演：個人のゲノム情報に基づいた
個別化医療の展望

教育講演：関節炎の診断と鑑別診断

シンポジウム

１．日本発の痛風・核酸代謝研究とその展望

２．痛風治療ガイドラインの国際比較

Dinesh Khanna・山中寿・陳峙仰


