第55回日本痛風・尿酸核酸学会総会

プログラム（ライブ）
第1日目

2月17日（木）

8：40～9：00

会長講演
座長：上田 孝典（福井大学）

『尿酸排泄動態に関わる標準範囲と臨床判断値』
国立病院機構あわら病院

津谷 寛

9：00～9：40

一般口演1 「トランスポーター・ゲノム」
座長：細山田 真（帝京大学薬学部 人体機能形態学）

高田 龍平（東京大学医学部附属病院 薬剤部）

O-01	尿中尿酸排泄率と血清尿酸値の特徴的な分布パターンに基づく腎性低尿酸血症
の実践的な診断モデルの提案：日本人30685人を対象とした臨床遺伝疫学的解
析より
防衛医科大学校   分子生体制御学講座、2）帝京科学大学 医学教育センター、
東京大学医学部附属病院 薬剤部、4）東京薬科大学 薬学部 病態生理学教室、
5）
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科
1）
3）

河村 優輔1）、中山 昌喜1）、豊田 優1）、川口 真1）、高田 雄三2）、清水 聖子1）、高田 龍平3）、
市田 公美4,5）、四ノ宮 成祥1）、松尾 洋孝1）

O-02	日本人を対象としたX染色体ワイドメタ解析による尿酸関連SNP rs3020789の
同定
名古屋大学大学院   医学系研究科   実社会情報健康医療学、2）防衛医科大学校 分子生体制御学講座

1）

中杤 昌弘1）、豊田 優2）、中山 昌喜2）、河村 優輔2）、四ノ宮 成祥2）、松尾 洋孝2）

O-03	無症候性高尿酸血症におけるABCG2の腎保護的機能
東京薬科大学   薬学研究科   病態生理学教室、2）東京慈恵会医科大学、
東京国税局診療所・健康管理センター、4）東京慈恵会医科大学   腎臓・高血圧内科

1）
3）

大橋 勇紀1）、栗山 哲2）、中野 知子2,3）、市田 公美1,4）
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O-04	URAT1遺伝子の機能低下型変異による痛風の保護効果は、ABCG2遺伝子の機能
低下型変異による痛風のリスク亢進効果を上回る
防衛医科大学校   分子生体制御学講座、2）東京大学医学部附属病院   薬剤部、3）両国東口クリニック、
東京薬科大学薬学部   病態生理学教室

1）

4）

豊田 優1,2）、河村 優輔1）、中山 昌喜1）、東野 俊英1）、清水 聖子1）、大山 博司3）、
市田 公美4）、四ノ宮 成祥1）、高田 龍平2）、松尾 洋孝1）

9：50～10：30

一般口演2 「痛風」
座長：長瀬 満夫（長瀬クリニック）

瀬戸 洋平（東京女子医科大学 八千代医療センター リウマチ膠原病内科）

O-05	初回痛風発作時における母趾MTP関節の尿酸塩結晶蓄積 
－ 関節エコーによる発作関節と未発作関節の比較 －
森戸整形外科医院

森戸 俊典

O-06	初診時診断が別疾患であった結晶誘発性関節炎に関する検討
東京女子医科大学八千代医療センター   リウマチ・膠原病内科

村松 瑶紀、瀬戸 洋平

O-07	新型コロナワクチン接種と痛風発作（痛風専門医療機関でのアンケート調査）
両国東口クリニック、2）つばさクリニック、3）筑波大学医学部医療系膠原病リウマチアレルギー内科

1）

藤森 新1）、大山 恵子2）、諸見里 仁1）、田淵 大貴3）、大山 博司1）

O-08	高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版

活用状況に関するアンケート調査

鳥取大学   医学部   地域医療学講座、 山陰労災病院   第三循環器内科、
虎の門病院 集中治療科・循環器センター内科、4）山陰労災病院   高血圧内科、
5）
鳥取赤十字病院   循環器内科、6）ペガサス馬場記念病院   糖尿病科、
7）
大阪市立大学大学院医学研究科   代謝内分泌病態内科学、8）福井大学医学部   内科学（1）、
9）
神戸学院大学 栄養学部、10）自治医科大学、サクラビアクリニック、11）社会医療法人製鉄記念八幡病院、
12）
複十字病院   膠原病リウマチ科、13）山形大学大学院医学系研究科 公衆衛生学・衛生学講座、
14）
東京薬科大学 病態生理学教室、15）帝京平成大学ヒューマンケア学部・国際交流センター、
16）
鳥取大学大学院医学研究科   再生医療学分野
1）

2）

3）

浜田 紀宏1）、水田 栄之助2）、桑原 政成3）、太田原 顕4）、荻野 和秀5）、嶺尾 郁夫6）、
藏城 雅文7）、山内 高弘8）、森脇 優司9）、寺井 千尋10）、土橋 卓也11）、谷口 敦夫12）、
今田 恒夫13）、市田 公美14）、内田 俊也15）、久留 一郎16）
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10：40～11：40

特別講演
座長：上田 孝典（福井大学）

『マルトリートメント（避けたい子育て）
が脳に与える影響と回復へのアプ
ローチ』
福井大学子どものこころの発達研究センター
福井大学医学部附属病院子どものこころ診療部

友田 明美

11：50～12：40

ランチョンセミナー1
座長：市田 公美（東京薬科大学 薬学部 病態生理学教室）

トピロキソスタットの腎糸球体上皮細胞（ポドサイト）保護作用に関する基礎研究
新潟大学大学院医歯学総合研究科   腎研究センター   腎分子病態学分野

河内 裕

共催：株式会社富士薬品

13：50～14：10

総会

14：10～14：30

学会賞受賞講演
座長：金子 希代子（帝京平成大学 薬学部 教授・帝京大学 名誉教授）

『痛風と血清尿酸値における分子遺伝学的研究との関わり』
防衛医科大学校   分子生体制御学講座

中山 昌喜

13

14：40～15：20

一般口演3 「核酸・尿酸」
座長：玉井 郁巳（金沢大学医薬保健研究域 薬学系薬物動態学）

森崎 裕子（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院 臨床遺伝科）

O-09	RNA修飾由来の新しい核酸型液性因子とその生理的意義について
東北大学   加齢医学研究所   モドミクス医学分野

小川 亜希子、魏 范研

O-10	Down症候群におけるcell-free DNA測定

-高尿酸血症との関連について-

愛知学院大学薬学部疾患病態学講座、 滋賀県立小児保健医療センター

1）

2）

鬼頭 敏幸1,2）、片岡 武蔵1）、井村 優文1）、野崎 章仁2）、二見 徹2）

O-11	疾患特異的iPS細胞を用いたLesch-Nyhan症候群の病態解析
東京薬科大学   薬学部   病態生理学、2）帝京大学   薬学部   人体機能形態学

1）

綿引 優帆1）、小野 義道1）、関根 千広1）、関根 舞1）、細山田 真2）、市田 公美1）

O-12	HPRT高活性Urat1-Uoxダブルノックアウトマウスを用いた運動後急性腎障害
の発症機序における検討
帝京大学薬学部 人体機能形態学研究室、2）帝京平成大学ヒューマンケア学部・国際交流センター、
帝京大学医学部 内科学 腎臓グループ、4）株式会社富士薬品 生物研究部

1）

3）

細谷 拓司1,4）、内田 俊也2,3）、柴田 茂3）、富岡 直子1）、細山田 真1）

15：30～16：10

一般口演4 「尿酸病態」
座長：箱田 雅之（安田女子大学 家政学部管理栄養学科）

松尾 洋孝（防衛医科大学校分子生体制御学講座）

O-13	Uric acid promotes autophagy-related clearance of Aβ in microglia
中国福建省厦門市厦門大学付属翔安医院内分泌科、2）兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科学講座

1）

程 継東1,2）、呂 家銘1）、謝 徳1）、趙 海栄1）、山本 徹也2）、小山 英則2）

O-14	利尿薬抵抗性夜間高血圧における尿酸代謝の関与
宮崎医療センター病院   内科   生活習慣病センター

斉田 光彦

O-15	尿酸とCOVID-19の原因ウイルスSARS-CoV-2の宿主側受容体ACE2との関連
についての検討
札幌医科大学   循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座、2）札幌医科大学   公衆衛生学講座、
日本医療大学

1）
3）

古橋 眞人1）、田中 希尚1）、東浦 幸村1）、森 和真1）、小山 雅之1,2）、大西 浩文1,2）、
齋藤 重幸1）、島本 和明3）
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O-16	悪性リンパ腫における高尿酸血症と腫瘍崩壊症候群の現状について
福井大学医学部   血液・腫瘍内科

森田 美穂子、山内 高弘

16：20～17：10

アフタヌーンセミナー1
座長：内田 俊也（帝京平成大学ヒューマンケア学部・国際交流センター）

痛風・高尿酸血症と尿酸関連疾患のゲノム個別化予防・医療に向けて
防衛医科大学校   分子生体制御学講座

松尾 洋孝

共催：帝人ファーマ株式会社／帝人ヘルスケア株式会社

17：20～18：50

シンポジウム1 「痛風発作をより深く理解するために」
座長：谷口 敦夫（結核予防会複十字病院 膠原病リウマチセンター）

益田 郁子（十条武田リハビリテーション病院 リウマチセンター）

S1-1	痛風発作の炎症機序、インフラマソーム
久留米大学医学部   小児科

西小森 隆太

S1-2	痛風関節炎の発症・収束における好中球の役割
京都大学大学院医学研究科   血液・腫瘍内科学

山下 浩平

S1-3	痛風の診断と関節液検査～本邦ではなぜ痛風が誤診されるのか？
東京都立多摩総合医療センター   リウマチ膠原病科

横川 直人

S1-4	結晶沈着性関節炎のIL-1阻害薬による治療
結核予防会複十字病院   膠原病リウマチセンター

谷口 敦夫

S1-5	尿酸塩結晶沈着と骨関節破壊
十条武田リハビリテーション病院   リウマチセンター

益田 郁子
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第2日目

2月18日（金）

8：50～9：30

一般口演5 「尿酸塩結晶」
座長：荻野 和秀（鳥取赤十字病院）

山下 浩平（京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学）

O-17	Activation of NLRP3 inflammasome in mouse cardiomyocyte HL-1 by
monosodium urate crystal-stimulated macrophages
鳥取大学大学院医学系研究科   再生医療学、2）虎ノ門病院   循環器センター内科

1）

李 佩俐1）、桑原 政成2）、久留 一郎1）

O-18	CD38 activation contributes to gouty inflammation in vitro
金沢大学 医薬保健研究域 薬学系

文 世杰、荒川 大、白坂 善之、玉井 郁巳

O-19	尿酸塩結晶によるマクロファージのインフラマソーム活性化に及ぼす可溶性尿
酸の効果とその責任トランスポーターの解明
鳥取大学   医学部   医学科   ゲノム再生医学講座   再生医療学分野、2）鳥取赤十字病院   循環器内科、
虎の門病院   集中治療科・循環器センター内科、4）山陰労災病院   循環器科、
5）
山陰労災病院   高血圧内科、6）仁厚会藤井政雄記念病院   循環器内科、
7）
鳥取大学   医学部   保健学科   検査技術科学専攻   病態検査学講座、
8）
鳥取大学   医学部   医学科   地域医療学講座、
9）
鳥取大学   医学部   医学科   統合内科医学講座   循環器・内分泌代謝内科学分野、
10）
独立行政法人   国立病院機構   米子医療センター
1）
3）

野津 智美1）、荻野 和秀2）、桑原 政成3）、水田 栄之助4）、太田原 顕5）、宮崎 聡6）、
加藤 雅彦7）、浜田 紀宏8）、山本 一博9）、久留 一郎1,10）

O-20	ヒト血管内皮細胞への尿酸塩結晶の影響の検討
鳥取大学   医学部   再生医療学部門、
株式会社 明治   研究本部  乳酸菌研究所 応用微生物研究部 プロバイオティクスG

1）
2）

經遠 智一1）、江橋 由夏2）、久留 一郎1）
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9：40～10：50

シンポジウム2 「痛風・尿酸核酸代謝学の魅力・未来〜若手が学会に対して感じ
ること〜」
座長：阿部 弘太郎（九州大学病院 循環器内科）

大谷 直由（大分大学医学部 臨床薬理学講座）

S2-1	転勤族の尿酸遺伝子研究
防衛医科大学校   分子生体制御学講座

中山 昌喜

S2-2	食品中のプリン体一斉分析法の開発とその応用
帝京大学薬学部 臨床分析学研究室、2）帝京平成大学薬学部

1）

福内 友子1）、髙栁 ふくえ1）、三枝 大輔1）、山岡 法子1）、金子 希代子2）

S2-3	様々な病態におけるキサンチン酸化還元酵素の意義
大阪市立大学大学院医学研究科・代謝内分泌病態内科学

藏城 雅文

S2-4	薬学研究者

兼

病院薬剤師の立場から

東京大学医学部附属病院   薬剤部

高田 龍平

11：00～11：50

一般口演6 「高尿酸血症」
座長：日高 雄二（赤坂中央クリニック）

森田 美穂子（福井大学医学部 血液・腫瘍内科）

O-21	血清尿酸値は女性において収縮期血圧の経時的な上昇と関連する： 線形混合効
果モデルでの解析
防衛医科大学校   免疫微生物学講座、2）札幌医科大学   循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座、
札幌医科大学   公衆衛生学講座、4）渓仁会円山クリニック

1）
3）

森 和真1）、田中 希尚2）、東浦 幸村2）、小山 雅之2,3）、塙 なぎさ4）、大西 浩文2,3）、
古橋 眞人2）

O-22	尿酸排泄の性差を生じる背景の検討
東京明日佳病院   内科

春原 伸行、佐藤 直子、向井 正法、西 亨
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O-23	APOE ε2ハプロタイプは血清尿酸値を増加させる
東千葉メディカルセンター   代謝・内分泌内科、2）千葉大学大学院   医学研究院   総合医科学講座、
国立循環器病研究センター研究所   病態代謝部、4）防衛医科大学校   分子生体制御学講座、
5）
東京大学医学部附属病院   薬剤部
1）
3）

小倉 正恒1,2,3）、豊田 優4）、河村 優輔4）、中山 昌喜4）、高田 龍平5）、清水 聖子4）、
東野 俊英4）、中嶌 真由子4）、四ノ宮 成祥4）、松尾 洋孝4）

O-24	地域住民における血清尿酸値と食品群摂取量の関連：山形県コホート研究
山形大学大学院   医学系研究科   公衆衛生学・衛生学講座、2）山形大学   内科学第一講座

1）

鈴木 奈都子1）、今田 恒夫1）、大瀧 陽一郎2）

O-25	新規尿酸排泄促進薬（ドチヌラド）の使用経験
両国東口クリニック、2）つばさクリニック、3）筑波大学医学部医療系膠原病リウマチアレルギー内科

1）

大山 博司1）、大山 恵子2）、諸見里 仁1）、田淵 大貴3）、藤森 新1）

12：00～12：50

ランチョンセミナー2
座長：久留 一郎（国立病院機構 米子医療センター／

鳥取大学医学部 ゲノム再生医学講座 再生医療学分野）

冠動脈疾患における尿酸塩結晶の意義
東北大学 循環器内科学

西宮 健介

関節エコーを用いた痛風の診断と治療
森戸整形外科医院

森戸 俊典

共催：持田製薬株式会社／株式会社富士薬品

14：00～15：00

教育講演
座長：津谷 寛（国立病院機構あわら病院）

『臨床研究を紐解く統計学

～臨床検査の基準値と臨床診断値の求め方～』

大阪市立大学   大学院医学研究科   医療統計学教室

新谷 歩
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15：10～16：00

アフタヌーンセミナー2
座長：𡈽橋 卓也（製鉄記念八幡病院）

睡眠時無呼吸と高尿酸血症の関係
順天堂大学大学院医学研究科   循環器内科学
順天堂大学医学部附属順天堂医院   睡眠・呼吸障害センター

葛西 隆敏

共催：株式会社三和化学研究所

16：10～17：40

シンポジウム3 「高尿酸血症の病型分類からみた薬物治療」
座長：市田 公美（東京薬科大学 薬学部 病態生理学教室）

山内 高弘（福井大学 病態制御医学講座内科学（1）血液・腫瘍内科）

S3-1	高尿酸血症の病型分類
東京薬科大学   薬学部   病態生理学教室

市田 公美

S3-2	RICE-U研究から見た高尿酸血症の病型分類
国立病院機構あわら病院   血液・腫瘍内科

大槻 希美

S3-3	SURIを病型分類に従い第一選択として使う適応条件、メリットデメリット
大阪市立大学大学院医学研究科・代謝内分泌病態内科学

藏城 雅文

S3-4	キサンチンオキシダーゼ阻害剤の有効性
国家公務員共済組合連合会   虎の門病院   集中治療科 兼 循環器センター内科、
鳥取大学医学部地域医療学講座、3）藤井政雄記念病院循環器内科、4）山陰労災病院循環器科、
5）
鳥取赤十字病院循環器科、6）鳥取大学大学院医学系研究科再生医療学、
7）
米子医療センター、鳥取大学大学院医学系研究科再生医療学
1）
2）

桑原 政成1）、浜田 紀宏2）、宮崎 聡3）、水田 栄之助4）、太田原 顕4）、荻野 和秀5）、
李 佩俐6）、久留 一郎7）

S3-5	尿酸降下薬の選択：ロジカルとプラクティカルのあいだ
馬場記念病院・糖尿病科

嶺尾 郁夫
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プログラム（オンデマンド）
第1日目
第2日目

2月17日（木）
2月18日（金）

12：50～13：40（質疑応答）
13：00～13：50（質疑応答）

ポスター1 「栄養・栄養指導」
P-01	即席麺（カップ麺）中のプリン体含量の測定、および、蒸し調理（活車海老、ブロッ
コリー、鶏むね肉）によるプリン体量の変化
帝京平成大学   薬学部、2）帝京大学   薬学部   臨床分析学研究室

1）

金子 希代子1）、髙栁 ふくえ1,2）、福内 友子2）、山岡 法子2）

P-02	HPLCによるカップ入り即席ラーメンと鍋用調味スープ中のプリン体分子種の定量
帝京大学   薬学部   臨床分析学研究室、2）帝京平成大学   薬学部、
帝京大学女性医師・研究者支援センター

1）
3）

銘苅 心愛1）、大岡 巧1）、髙栁 ふくえ1,2,3）、福内 友子1）、三枝 大輔1）、金子 希代子2）、
山岡 法子1）

P-03	育児用調製ミルクに含まれるプリン体の分子種別評価
帝京大学薬学部   臨床分析学研究室、2）帝京平成大学薬学部、
帝京大学女性医師・研究者支援センター

1）
3）

小口 莉央1）、福内 友子1）、髙栁 ふくえ1,2,3）、三枝 大輔1）、金子 希代子2）、山岡 法子1）

P-04	過剰一日尿酸排泄推算量を用いた高尿酸血症患者の栄養指導
国立病院機構あわら病院栄養管理室、2）国立病院機構あわら病院内科

1）

皆川 健太1）、大槻 希美2）、谷口 恵美1）、伊藤 和広2）、鈴木 友輔2）、桒田 敦2）、
桐場 千代2）、見附 保彦2）、津谷 寛2）

P-05	栄養運動指導介入で体重減量に成果があった一例
如水会   嶋田病院

山室 暁、嶋田 英敬

P-06	糖質量に着目した栄養指導が奏功した痛風患者の一例
医療法人社団   如水会   嶋田病院

大森 和代、嶋田 英敬

ポスター2 「高尿酸血症・薬剤」
P-07	血清尿酸値9.0㎎/dl以上に達した患者におけるその後の血清尿酸値の1年間推
移に関するデータベース研究
シミック株式会社

澤山 泰佳、髙橋 伸平、林 洋平、三浦 伸也
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P-08	てんかん発作後の高度蛋白尿と急性高尿酸血症を伴った急性腎障害の1例
帝京大学   医学部   内科学講座、2）帝京平成大学 国際交流センター

1）

伴光 幸大1）、田村 好古1）、森本 幾之1）、浅川 信一郎1）、内田 俊也2）、柴田 茂1）、
藤垣 嘉秀1）

P-09	左室駆出率の保たれた心不全（Heart Failure with Preserved Ejection
Fraction：HFpEF）を合併した80歳以上の高齢者における血清尿酸値の検討
国立病院機構あわら病院

見附 保彦、桐場 千代、桑田 敦、大槻 希美、鈴木 友輔、伊藤 和広、津谷 寛

P-10	キサンチン酸化還元酵素に対するオキシプリノールの親和性は低い
東京薬科大学   薬学部   病態生理学、2）NeSA  LLC

1）

関根 舞1）、寶島 七海1）、市田 公美1）、西野 武士2）

P-11	高尿酸血症モデルにおけるオキシプリノール単独投与の効果
東京薬科大学 薬学部 病態生理学、2）NeSA LLC

1）

小板橋 慧1）、関根 舞1）、市田 公美1）、西野 武士2）

P-12	新規キサンチンオキシダーゼ阻害剤の市販後調査による安全性解析
大阪医科薬科大学   薬学部   薬学科   臨床薬学教育研究センター

飯田 達也、細畑 圭子、若林 智仁、岩永 一範

P-13	血液透析患者におけるXOR阻害薬服用とサルコペニアとの関連
大阪市立大学   大学院医学研究科   代謝内分泌病態内科学、
大阪市立大学   大学院医学研究科   腎臓病態内科学、3）愛仁会井上病院   内科、
4）
愛仁会井上病院   リハビリテーション科
1）
2）

藏城 雅文1）、森 克仁2）、宮部 美月3）、松藤 勝太4）、一居 充3）、森岡 与明1）、
木津 あかね3）、辻本 吉広3）、繪本 正憲1,2）

ポスター3 「栄養・代謝」
P-14	病院治療食のプリン体量および食事性酸負荷の算出と尿pHとの関連性
帝京平成大学   薬学部、2）帝京大学 薬学部 臨床分析学研究室

1）

髙栁 ふくえ1,2）、福内 友子2）、山岡 法子2）、金子 希代子1,2）

P-15	行動変容ステージモデルを利用した痛風患者指導の取り組み
医療法人   如水会   嶋田病院

皆越 奈津子、西山 真純、嶋田 英敬

P-16	高尿酸血症に対するモデル献立立案及びポーションコントロール教材作製の試み
茨城キリスト教大学

坂倉 有紀

P-17	Methylthioadenosine phosphorylase（MTAP）欠損細胞株に対するポリアミ
ン合成阻害薬Sardomozide dihydrochloride（SAM486A）の効果
福井大学   医学部   内科学 1 、2）松波総合病院   血液・腫瘍内科、
株式会社スタージェン医療人工知能研究所

1）
3）

西 理恵1）、藤田 慧2）、松田 安史1）、鎌谷 直之3）、山内 高弘1）
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P-18	マウス培養細胞におけるATP合成経路の基質を供給する食品成分と代謝経路の
解析
東京大学大学院   農学生命科学研究科   応用生命化学専攻   食品生物構造学

久保 裕亮、佐藤 奈々、永田 宏次、岡本 研

P-19	尿酸トランスポーター発現HEK293細胞のプリン代謝物解析
東京大学農学部   生命化学工学専修   食品生物構造学、
東京大学大学院   農学生命科学研究科応用生命化学専攻   食品生物構造学、
3）
日本医科大学千葉北総病院   腎臓内科、4）千葉大学大学院医学研究院   薬理学、
5）
東京薬科大学薬学部 医療薬学科 病態生理学教室
1）
2）

北山 沙笑1）、宮本 大資2,3）、久保 裕亮2）、佐藤 奈々2）、永田 宏次2）、安西 尚彦4）、
市田 公美5）、岡本 研2）

ポスター4 「薬剤・痛風」
P-20	保存期CKD患者への新規尿酸降下薬ドチヌラドの使用経験
市立福知山市民病院   腎臓内科

金森 弘志

P-21	当院におけるドチヌラドの使用経験
〜病型分類による治療は尿酸値6mg/dl以下の達成率を改善するか〜
医療法人IRO三重膠原病リウマチ痛風クリニック、
医療法人IRO名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック、3）IRO統括臨床研究センター、
4）
国立長寿医療研究センター 放射線診療部
1）
2）

甲斐 基一1）、小川 邦和1）、松原 里奈1）、荒尾 友里恵2）、加藤 隆司4）、玉置 繁憲2）、
田中 郁子2,3）

P-22	尿酸降下薬服用中の随時尿中尿酸/クレアチニン（UUA/UCr）測定の意義
両国東口クリニック、2）つばさクリニック、3）筑波大学医学部医療系膠原病リウマチアレルギー内科

1）

大山 博司1）、大山 恵子2）、諸見里 仁1）、田淵 大貴3）、藤森 新1）

P-23	循環器内科外来患者における痛風の有病率
広島赤十字・原爆病院   循環器内科

岡田 武規

P-24	腱鞘巨細胞腫と鑑別を要した痛風結節の1例
医療法人如水会   嶋田病院

緒方 美樹、嶋田 英敬

P-25	手指の痛風関節炎のコントロールにコルヒチンカバーが有効であった一例
医療法人   如水会   嘉島クリニック、2）医療法人   如水会   嶋田病院

1）

末藤 美星1）、嶋田 英敬2）

P-26	利尿薬の過剰服用によって痛風関節炎を繰り返し、超音波検査上痛風腎の所見を
呈した女性痛風の一例
両国東口クリニック、2）つばさクリニック、3）筑波大学医学部医療系膠原病リウマチアレルギー内科

1）

藤森 新1）、大山 恵子2）、久住 真砂子1）、諸見里 仁1）、田淵 大貴3）、大山 博司1）
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