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 高尿酸血症とは 

●からだの新陳代謝で発生する老廃物である尿酸が
増え過ぎている状態のこと。 
   尿酸値が7.0 mg/dL以上を指す 
 
●尿酸とは？ 
尿酸はプリン体から作られる物質。 
プリン体は肝臓や食事からの摂取によって作られ、尿酸と
なった後に、主に尿から排泄される。 
 尿酸値が上昇する原因 
  ・プリン体の多い食事(ビールや海産物、レバーなど) 
  ・肥満      ・過度な運動  など 

参考)  医療情報科学研究所 「薬がみえる」 第1版 2 



●尿酸は体内で結晶化していく 
 このまま放置しておくと… 痛風になる 
 痛風では手足の関節付近が腫れて痛くなる 
 
●高尿酸血症は生活習慣病の1つ！ 
  他にも様々な合併症につながる 
 

足の親指が一番多い！ 

 高尿酸血症にひそむリスク 
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尿酸塩の結晶 
これが体の中に！ 

図) 高尿酸血症・痛風の自己管理より抜粋 
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 高尿酸血症の現状 

痛風患者は30年前の4倍以上になり、現在では 
100万人を超えました。その前段階である 
高尿酸血症は1000万人以上といわれています。 

 
患者の9割
以上が男性
です。 

参考) 厚生労働省「平成25年 国民生活基礎調査」 

痛風患者の増加傾向
は続いている 
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高尿酸血症の治療は体内の 
血清尿酸値(UA : Uric Acid)によって決まる！！！ 
 
治療の目標値は6.0 mg/dL以下 

6.0 mg/dL以下にすると痛風の予防にも繋がる 
 
 
 
 
 
 

 治療 

参考) 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第2版 

生活指導＋尿酸降下薬 

生活指導＋尿酸降下薬 

生活指導 
      血清尿酸値が・・・ 
     ≧ 7.0 mg/dL の場合 
     ≧ 8.0 mg/dL 
                 + 合併症がある場合 
     ≧ 9.0 mg/dL の場合 
 血清尿酸値は下げることが大切です！！！ 
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尿酸の生成を抑える薬 

●フェブリク錠（フェブキソスタット） 
 【規格】10 mg , 20 mg , 40 mg 
 【服用回数】1日1回 
 【特徴】腎機能低下時にも通常量での使用が可能です。 
 

●ザイロリック錠、サロベール錠（アロプリノール） 
 【規格】 50 mg , 100 mg 
 【服用回数】1日2~3回 
 【特徴】昔から使われているお薬で、後発医薬品があります。 
     腎機能低下患者には用量調節が必要です。 

参考) 各種添付文書 

●トピロリック錠、ウリアデック錠（トピロキソスタット） 
 【規格】20 mg , 40 mg , 60 mg 
 【服用回数】1日2回 
 【特徴】腎機能低下時にも通常量での使用が可能です。 
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尿酸の排泄を促す薬 

●ベンズブロマロン錠 
 【規格】25 mg , 50 mg 
 【服用回数】1日1~3回 
 【特徴】尿中の尿酸の濃度を高めるため、尿路結石に 
     なりやすくなります。尿路結石の予防のため、 
     服用開始後しばらくは尿アルカリ化薬を併用し、 
     十分な水分量をとって尿量を増やす（1日２L以上） 
     必要があります。 
 

●クエンメット配合錠 
【作用】尿をアルカリ化し、尿pHを上げます。 
【目的】尿pHを6.0～7.0程度に維持し、 
    尿路結石を予防します。 
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痛風発作の治療薬 

【コルヒチン】 
発作が起こる前 
（足が重い、違和感
がある）に使用し、
発作を抑制します。 

【 NSAIDs 】 
 

ナイキサン錠などのNSAIDsを 
短期間に大量に投与します。 

【ステロイド】 
抗炎症作用の強い副腎皮質
ステロイドを投与します。 

発作前兆期 発作発症期 

非ステロイド性抗炎症薬 

● 食事で痛風予防 
尿酸の結晶化予防には海藻、いも類、野菜などの食べ物や、 
１日に2L以上の水分を摂り、尿量を増やすことが有効です。 
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 高尿酸血症の予防 

● プリン体は1日400 mgを超えない 
プリン体の多い食事は尿酸値を上昇させます！ 

尿酸値の上昇には、過食、大量飲酒、肥満、ストレス
など環境が強く影響します。 

①食生活 ②飲酒量 ③運動  
に着目して生活習慣を改善しましょう！ 

尿酸値が気になってきたら・・・ 

①食生活の改善 
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Q プリン体が多い食品は？ 
A 動物のレバー、魚の干物に多く含まれています。 
  

● 適切なエネルギー摂取を心がける 
肥満の人は尿酸値が上昇しやすくなります！ 
バランスの良い食事と、全体のカロリーを抑えることが重要です。 
甘いもの (果糖やショ糖) は、尿酸値を上昇させるため摂り過ぎ 
ないように注意しましょう。 
 

食品名 プリン体 食品名 プリン体 
鶏レバー (80 g) 250 mg カツオ (80 g) 169 mg 
豚レバー (80 g) 228 mg  サンマ (100 g) 155 mg 
スルメイカ (100 g) 187 mg 大正エビ (50 g) 137 mg 

Q 尿酸値を下げる食べ物ってないの？ 
A 乳製品は尿酸値を減少させると言われています。 
 積極的に摂取しましょう！ 

参考 尿酸を下げよう.com: http://243sageyo.com 
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● 飲酒量を減らす 
アルコールは尿酸値を上昇させます。 
さらに、ビールはプリン体を多く含みます。 

②飲酒量の改善 

    １日の目安は日本酒なら1合 
ビールなら500 mL、ウイスキーなら60 mL程度です。 
    週に2日は休肝日を設けましょう。 

発泡酒には、ビールよりも含まれているプリン体の量が少ない 
という特徴があります。最近では、プリン体を全く含まない商品 
も販売されています。 
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③運動の習慣化 
● 内臓脂肪は尿酸値を上昇させる 
週3回程度の軽い運動を継続して行うことが大切です。 
肥満の方はBMI*<25を目標に適切な体重を保ちましょう！  
ただし、急激な体重減少や過度の運動は痛風のリスクを 
上昇させるので注意しましょう。 

● 最後に… 
ストレスも尿酸値を悪化させます。無理をし過ぎないよう、
ストレスと向き合うのも重要です。 
 

Q どのような運動がいいの？ 
A 軽い負荷で長く続けられる運動 (有酸素運動) が効果的です。 
 

 ジョギング、サイクリング、エアロビクス、水泳 
 などがオススメです！ 
  

* BMI = 体重 (kg) ÷ ( 身長 (m) )2  
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 参考 

･ 日本痛風・核酸代謝学会 監修「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第2版」 
･ 医療情報科学研究所 編「病気がみえる 糖尿病･代謝･内分泌 第4版」 
･ 医療情報科学研究所 編「薬がみえる vol.2 第1版」 
･ 尿酸を下げよう.com: http://243sageyo.com 
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