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ひとりで悩んで、孤独じゃ闘えない！

手をたずさえ、共に歩めば、きっと克てる

第三回定例総会のご報告

皆さんこんにちは︑如何おすごしでし
ょうか？第三回定例総会の報告です︒
去る︑六月十日︵土︶に大阪乾癬患
者友の会の第三回定例総会が︑大阪市
西区の日生病院で午後二時より開催さ
れました︒
近畿地方は前日から梅雨に入り︑当
日の天気が大変心配されました︒しか
し曇り空ながら天気も崩れず︑おだや
かな一日となりました︒午後一時の受
付には早くも山形県からの友が一番乗
りされ︑東京︑静岡︑愛知︑徳島︑島
根︑山口︑大分と近畿圏外から沢山来
阪されました︒またはるか鹿児島県奄
美大島からも駆けつけられた会員の女
性には︑幹事一同感激の思いでした︒
総会には会員外の参加者も多く︑総参
加者数九十名を超えました︒
総会は会長挨拶に始まり︑事務局長
東山真里より友の会事業報告と今後の
活動予定につき︑報告を致しました︒
事業報告を要約します︒
現在入会者数は二百七十四名に達し
ております︒本年四月より会の正常運
営のため会員の皆様から年会費三千円
頂戴することになりましたが︑現在百
二十八件ご納入頂いています︒引き続
きご協力宜しくお願い申しあげます︒
今後の活動予定については本年九月八

日福島県で開催される第十五回﹁日本
乾癬学会﹂年次大会の﹁乾癬学習懇談
会 in
福島﹂に参加し︑北海道﹁乾癬の
会﹂三重県乾癬の会︑茨城県乾癬の会
と交流を深めることが当面の予定です︒
また︑本会のイベントとして︑海水
浴や温泉ツアーを提案したところ︑温
泉ツアーには十数名の希望者が挙手さ
れました︒温泉ツアーは北海道最北端
の豊富温泉を指しますが︑距離的︑費
用的︑時間的に大変な企画になりそう
です︒困難ではありますが︑日本の乾
癬患者のメッカ？だけになんとか実現
に漕ぎ着けたいものです︒
会員数が増えるにつれ︑運営の仕事
もますます増えることが予想されます
ので︑会報の読者で︑幹事会に協力し
てもよいとお考えの方は是非事務局に
ご連絡下さい︒
お待ち申しております︒
続いて︑大阪大学医学部付属病院８
階東病棟山根洋子ナースより﹁乾癬に
ついてのアンケート調査の報告﹂があ
りました︒前回五月の中間報告との対
比を示しながらの報告は︑短期間での
調査にも拘わらず︑各調査項目に乾癬
患者の意識の向上と変化が読み取れる
興味深い調査結果となったようです︒
その後︑兵庫医科大学篠山病院長立
石正臣先生の﹁関節症性乾癬の臨床﹂
という演題で︑乾癬より生じる関節炎
についての講演がありました︒会員へ
のアンケートで最も関心あるテーマで
の講演という事で︑今回皆様の非常な
関心が集まった講演となりました︒講

演後は講演内容についての質問が続出
し︑司会者が時間の関係で質問の打ち
切りをお願いする場面もありました︒
関節症性乾癬への質問等が予想外に
長引き︑懇親会開始はすでに午後四時
を過ぎました︒大急ぎで︑総会会場の
会議机を並び替え懇親会場に模様替え
しました︒
恒例のビンゴゲームが開始︑次々と
ビンゴ完成者が会場前列に景品を受け
取りに殺到︑演壇前は人であふれてい
ました︒北海道﹁乾癬の会﹂岡部伸雄
氏ご提供の豊富温泉原油もあっという
間に会員の手に︒その他の用意した多
数の景品も飛ぶように売り切れ？ビン
ゴゲームも終了しました︒その後参加
者どうしの歓談が始まりました︒
会場の入り口部分では大型プロジェ
クターによるインターネットの実演が
ありました︒また今回初実施の名刺型
﹁友の会交流カード﹂は皆さん使い方
はおわかりになったでしょうか？事前
に詳しい説明もなく配布しましたが︑
それでも八十枚ほど参加者交流の名刺
代わりに使われたようです︒懇親会後
も個人的に情報交換や︑交流に使って
いただければという趣旨で用意いたし
ました︒短い時間ではありましたが︑
それぞれのテーブルでは乾癬論議に花
が咲いておりました︒今後はもっと懇
親会の時間を長く取り皆様の交流が一
層進むよう幹事一同努力いたします︒
五時過ぎには名残惜しくも︑懇親会
はお開きになりました︒十二月には大
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阪大学で再会しましょう︒必ず・・・︒

関節症性乾癬の臨床
兵庫医科大学篠山病院
院長
立石博臣
始めまして︑立石です︒私は以前か
ら関節症性乾癬に興味を持ち多くの患
者さんを診断し手術も手がけてまいり
ました︒東山先生からのご依頼で講演
を引き受けましたが︑多分大阪近郊の
方々のごく小数のお集まりと考え気軽
に会場に来まして︑会場の参加者の多
さにびっくりした次第です︒

乾癬性関節炎とは？
皮膚科の医師が関節症性乾癬と呼び
ます疾患は︑私たちリウマチ性疾患を
扱う整形外科医の立場からは乾癬性関
節炎と呼んでおりますが︑内容的には
同一のものであります︒
乾癬症状がベースにあり関節に水が
溜まったり腫脹を伴う症状を合併する
症例を乾癬性関節炎と定義つけており
ます︒リウマチ因子はおおむね陰性を
示しますが︑約５％の患者さんからは
陽性を示す血液反応があります︒
脊椎にも症状が出現することもありま
す︒

乾癬性関節炎の歴史
次に乾癬性関節炎の歴史を簡単に振
り返りますと︑１８１８年︑フランス
のアリベールという医師が乾癬性関節
炎に言及し︑１８６０年に同じくフラ
ンスの皮膚科の医師として有名なバザ
ンがソリアーシスアースリテイック
︵関節症性乾癬︶と名付けました︒
１８８０年には︑ブルデイノンとい
う医師が乾癬と関節炎の合併について
詳しく述べております︒
リウマチ因子は１９４０年代に発見
されました︒その後研究が進みリウマ
チ因子の陰性︑陽性が明確になるにつ
れリウマチ因子陰性関節炎がＲＡと区
別され︑その一つとして︑アメリカの
ライト医師が１９５９年にソリアテイ
ックアースライテス︵乾癬性関節炎︶
と医学書などに記したことが現在のリ
ウマチのテキストブック等に乾癬性関
節炎として定着しております︒

乾癬性関節炎の診断基準
次に︑乾癬性関節炎の診断基準につ
いて申しあげます︒
まず臨床的には必ず皮膚の乾癬症状
があり︑爪の変形なども診断基準とさ
れます︒
また一関節以上の疼痛と腫脹︑
運動制限を伴い︑リウマチではＰＩＰ
関節︵指の第二関節︶が傷む症例が多
いのですが︑乾癬性関節炎ではＤＩＰ
関節︵指の第一関節︑爪側の関節を指
す︶にその症状が顕著に表れることが

特徴といえます︒
また指のソーセージ様腫脹なども認
められますが︑リウマチにみられる皮
下結節︵リウマチ結節︶は認められま
せん︒かつ︑リウマチ因子は陰性であ
ります︒このような診断基準で診断さ
れます︒
Ｘ線上︑ペンシルインカップ変形と
いわれるものは丁度関節部分の片方が
鉛筆の先状に尖るがごとく骨が溶け︑
もう一方の関節部分がカップ︵杯︶の
ように被さる状態で︑このようになり
ますと︑関節がぐらぐらになるムチラ
ンス変形を呈します︒

乾癬と関節炎の関係
次に︑乾癬と関節炎の関係について
不明な点が多いのですが︑紅皮症乾癬
など広い範囲に渡る皮膚症状に多く見
られます︒推測の域を出ませんが︑皮
膚の乾癬症状が直接関節に何らかの炎
症因子︵サイトカイン等︶を出してい
るように思えます︒
結局︑現在では免疫異常というよう
な表現でかたずけられているのが現状
です︒
好発年齢は２５歳から３０歳で︑発
症の仕方は︑徐々に発症するのは３分
の２で︑
３分の１が急激に発症します︒
また乾癬が先行して関節炎を併発する
人が７５〜８０％にのぼり︑逆に関節
炎先行型が１０〜１５％︑同時発症が
５％程度です︒

リウマチ因子が陽性の人と陰性の人
を比較すると陰性の人がはるかに多い
ようです︒

関節炎発症率について

乾癬患者のうち︑どの位の割合で関
節炎を併発しているか︑私が神戸大学
と兵庫医大で調べた結果では 1.5
〜
％弱の人が関節炎を併発していま
2.0
した︒
また男女別では 1.00
対 1.04
の比率
でほぼ拮抗していますが︑脊椎に痛み
のある人は男性は女性の約２倍の比率
で発症しています︒またリウマチに似
た手指の変形などは逆に女性の方が多
い傾向にあります︒
次に家族発症ですが︑親戚など身内
に乾癬性関節炎がある人は︑無い人に
比べて発症率が高い傾向にあります︒
乾癬性関節炎の出現率の割合として︑
身内に乾癬性関節炎が無い人の発症率
％で身内にある人は３〜５％の
は 0.1
割合でかなり高くなります︒これは組
織適合性抗原︑いわゆる白血球の血液
型といわれるものですが︑このＨＬＡ
抗原が非常に関係しているようです︒

ＨＬＡ抗原について

次にＨＬＡ抗原に言及しますが︑臓
器移植などにはＨＬＡ抗原が合わない
と移植できないというようなことがあ
ります︒ヒトにはそれぞれ特有のＨＬ
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Ａ抗原をもっていますが︑強直性脊椎
炎とその近縁疾患には︑組織適合性抗
原 ＨＬＡ・Ｂ２７陽性の人に最も強
く関連すると言われていますが︑乾癬
性関節炎でもその関係が指摘されてい
ます︒

乾癬性関節炎の症状
乾癬性関節炎には約３０％の人にぶ
どう膜炎症状が出現しています︒また
乾癬症状のみの患者さんの２０％に爪
の変形が認められますが︑乾癬性関節
炎の人の場合８０％もの人に爪の変形
が認められます︒爪が浮き上がる︵オ
ニコライシス︶や爪の下の骨が増殖し
てくる症状が特徴です︒
また︑乾癬性関節炎の初期症状とし
て手指が腫れることが多いのですが︑
指が腫れる原因としては他に種々のも
のがあります︒
腱鞘炎︑初期の強皮症︑リウマチ︑
変形性関節症などですが︑手の指の一
番先の関節には︑変形性関節症がしば
しば起こります︒これをヘベルデン結
節と呼んでいます︒同じ変化が指のま
ん中︵第２関節︶におこるのをブシャ
ール結節と呼びます︒

リウマチとの違いについて
リウマチの場合はどちらかというと
手指の第２関節︵ＰＩＰ︶やＭＰ関節
が腫れてきます︒乾癬性関節炎の場合
は第１関節︵ＤＩＰ︶が腫れてくるの

が特徴といえます︒足の指の腫れなど
も乾癬性関節炎に多いようです︒
手指のスワンネック変形︵白鳥の首
様変形︶やボタンホール変形はリウマ
チに特有ですが︑
オペラグラス変形
︵ム
チランス変形︶のように骨が溶けてぐ
らぐらになる症状はリウマチ︑乾癬性
関節炎両方に見られる症状です︒

乾癬性脊椎炎とは？
乾癬性関節炎の患者で︑脊椎の痛み
を訴える患者さんがありますがそれを
乾癬性脊椎炎と呼びます︒
どの部分の脊椎からも発生します︒
頚椎︵首の骨︶も結構多いが︑腰椎も
多いです︒レントゲン変化が認められ
る割には疼痛はそれほど強くないのが
特徴です︒

血清反応陰性脊椎関節炎
乾癬性関節炎はリウマチ因子陰性脊
椎関節炎の７つの疾患
◎ 強直性脊椎炎
◎ ライター症候群︵反応性関節炎︶
◎ 潰瘍性大腸炎
◎ クローン氏病
◎ ヴイップル氏病
◎ ベーチェット氏病
◎ 乾癬性関節炎
のひとつに分類されています︒

リウマチ因子陰性脊椎関節炎

の共通項について
リウマチ因子陰性脊椎関節炎の症状
について左記の共通する症状がありま
す︒
〇リウマチ因子陰性︵血液検査︶
〇皮下結節なし
〇末梢関節炎あり
〇脊椎炎あり
〇仙腸関節炎あり
〇皮疹あり
〇爪の変形あり
〇眼の病変あり
〇ＨＬＡ抗原 Ｂ２７示す
〇アキレス腱などの疼痛あり
血駅検査異常としては血沈亢進︑ＣＲ
Ｐ亢進︑乾癬の表皮細胞の代謝亢進の
ため尿酸値があがります︒

乾癬性関節炎の進行
乾癬性関節炎に罹患した患者さんに
とって︑将来の関節炎の進行状況は大
変気になるところでありますが︑関節
の破壊は割合少なく︑少々関節が痛ん
でも心配はありません︒しかし約１
５％の人に骨破壊の症状があらわれま
すので注意が必要です︒

乾癬性関節炎の治療
最後に治療方法を述べます︒全身療
法としての痛み止めとして非ステロイ
ド性抗炎症剤投与︑関節炎がひどくな

ってきますとレチノイド活性型ビタミ
ンＤ︑抗リウマチ剤︑メソトレキセー
ト︵ＭＴＸ︶
︑サイクロスポリン等の投
与︑抗サイトカイン療法等の生物学的
療法などがあります︒
以上で講演をおわります︒ご清聴あ
りがとうございました︒

立石先生へのＱ＆Ａ

Ｑ私は皮膚の症状としては紅皮症です
が︑最近外反母趾がひどくなってき
たようです︒何か関係があります
か？
Ａ関節炎の恐れがあるかも知れません︒
整形外科の受診をお勧めします︒
足指の場合︑指間装具や特別の靴な
どありますからそれで矯正しながら
悪化を食い止める方法をとってくだ
さい︒

Ｑ先生のご講演によりますと乾癬性関
節炎の患者さんは乾癬患者の１〜
２％ということですが︑周りで見聞
きする範囲ではもっと多数の方が関
節の痛みを訴えておられるようで︑
私たちの感覚とはズレがあるように
思いますが？
Ａ確かにおっっしゃる通り関節の痛み
を訴える乾癬患者さんは多いです︒
しかし︑私ども整形外科医が診断す
る限りは前述の発表統計通りです︒
関節の痛みだけでは︑関節炎とは診
断しない訳です︒実際に関節の腫脹
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や変形を認めないと関節炎と診断し
ません︒
しかしながら︑以前の皮膚科学会の
統計などによりますと︑関節痛を訴
える乾癬患者さんは６０００例の症
例中約３０％を占めていたという報
告はありました︒
は痛み止めを服用したり軟膏を塗っ
たりというようなことです︒
講演内容語彙説明

☆リウマチ因子
リウマトイド因子︵ＲＦ︶

Ｑ関節炎患者の日常生活ですが︑関節
痛が強いとき︑安静にした方が良い
のかそれとも痛みをこらえてリハビ
リのつもりで動かした方が良いのか
どちらが良いのでしょうか？
Ａ関節とか︑骨とかはやはり動かした
り歩いたり負荷をかけることによっ
て強くなってきます︒少々の痛みな
ら動かしたり︑歩いたりして関節の
回りの筋肉などを鍛える必要はあり
ます︒
適当な運動量とは運動後２〜３時間
しても痛みが引かない場合について
は運動のやり過ぎでしょう︒運動後
１時間くらいで痛みが引く程度を目
安に運動を行なって下さい︒

(rheumatoid factor)
リウマトイド因子はリウマチ患者の
血液中に認められますが︑血液中だけ
でなく︑関節液中にも認められます︒
また慢性関節リウマチ患者の関節滑膜
にはリウマトイド因子を盛んに産生し
ている形質細胞が認められ︑リウマト
イド因子が慢性関節リウマチの関節炎
に密接に関連している証左といわれて

☆リウマチ
現在リウマチといえば︑狭義に慢性
関節リウマチ︑リウマチ熱︑若年性関
節リウマチ︑リウマチ性多発筋痛症な
どを指しますが︑広義のリウマチ性疾
患となると多数の疾患があり︑
︒
百種類
以上あるといわれています︒基本的症
状としては骨︑関節︑筋肉などの運動
器に病的な疼痛を伴う共通項を持つ疾
患です︒好発年齢は３０歳〜５０歳で
す︒慢性関節リウマチ患者数が圧倒的
に多い日本では一般にリウマチという
と慢性関節リウマチ︵ＲＡ︶を指しま
す︒
︵日本リウマチ友の会約２万２千
人の会員数︶
︒
その確定的な原因説は明
らかにされていません︒

Ｑ最近︑鎖骨が痛むのです︒医者で何
度レントゲン写真を撮っても異常な
しといわれるのですが？
Ａ鎖骨の端にはやはり関節があります︒
そこが乾癬性関節炎によって痛むの
かも知れません︒詳細に見ると骨そ
のものにもレントゲンで異常が発見
される場合もあります︒治療として

います︒

☆ぶどう膜炎
眼球の虹彩︑毛様体︑脈絡膜を一緒
にしてぶどう膜とよびます︒ここは色
素や血管が豊富で︑炎症が起こりやす
いところです︒虹彩と毛様体に炎症が
起きたものを虹彩毛様体炎︑脈絡に炎
症が起きたものを脈絡膜炎︑これらが
同時におかされたものをぶどう膜炎と
よびます︒
☆サイトカイン
モノカイン︑リンフォカイン︑イン
ターロイキン︑インターフェロンなど
免疫担当細胞から分泌される各種液性
因子をサイトカインと呼びます︒サイ
トカインは急速に進歩しつつある研究
分野で︑さらに新しいサイトカインの
発見が続くと予想されています︒個々
のサイトカインについても遺伝子レベ
ルでの研究が進んでいます︒
☆血清
血液を試験管に入れておくと赤い部
分が下に沈殿し︑上に上澄みの液体が
残る血液分離状態がおこります︒上の
方の黄白色透明の液体を血清と呼びま
す︒血漿からフィブリノーゲンを除い
たもので︑アルブミン︑グロブリン等
の蛋白質︵血清蛋白質︶を含みます︒
☆血沈︵赤血球沈降速度︶亢進

血沈は関節炎の炎症などによる血漿
蛋白の変化を示すもので︑フィブリノ
ーゲン︑γグロブリンなどの増加によ
って亢進します︒目盛りのついた細い
ガラス管に血液を入れ︑抗凝固剤を加
えて立てておき︑赤血球の沈む速度を
６０分後に測定するものですが︑
結核︑
肺炎︑扁桃炎︑肝硬変︑心筋梗塞など
各種病気が疑われます︒

☆ＣＲＰ︵Ｃ反応性蛋白︶亢進
︵ C reactive protein
︶
ＣＲＰとはβグロブリンに属するタ
ンパク質で︑炎症細胞から出るインタ
ーロイキン６の刺激により肝細胞で産
生されます︒急性の炎症がおこったと
き︑血中にＣＲＰが増えます︒各種炎
症性疾患の存在を判断する検査指標と
なります︒ＣＲＰが正常値以上の値を
示した場合︑リウマチ熱︑慢性関節リ
ウマチ︑ガン︑心筋梗塞などが疑われ
ます︒

☆仙腸関節
骨盤と脊椎の間の関節

☆非ステロイド系抗炎症剤︵ NSAID
︶
︵
non
steroidal antiinflammatoy
︶
drug
いわゆる消炎鎮痛薬です︒鎮痛だけ
でなく炎症も押さえる薬です︒一般に
よく知られている市販薬アスピリン︑
バファリンはこの仲間にはいりますが︑
治療にはインドメタシンなど︒
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乾癬に関するアンケート調査の報告
大 阪 大 学 医 学 部 付 属 病 院

回は入浴し︑きっちりと塗り薬を塗っ
ている方が殆どでした︒
入浴剤の使用に関してはムトーハッ
プやスギナなど︑石鹸では刺激の少な
いベビー石鹸や米ぬか石鹸︑よもぎ石
鹸など︑自分の皮膚に合ったものを工
夫して使用されていることがよく表れ
ていました︒その反面﹁してはならな
いと思いつつ﹂そのかゆみからこすっ
てかさぶたを落としてしまう︑という
方も若干名見られました︒

それでも症状が悪化した場合︑医師に
相談する︑二十四名︒自分の判断で薬
を変える︑八名︒サランラップを取り
入れる十二名︒良くなるまで時期を待
つ︑二十一名でした︒

８階東病棟ナースチーム
山根洋子
皆さまが日頃︑乾癬とともに日々を
送られる中での悩みや苦労を率直に伺
うことで︑今後の会の運営︑ならびに
治療と看護に生かしたいと考え︑アン
ケートを実施させて頂きました︒
回収人数は︑男性八十五名︑女性四
十九名の計百三十四名でした︒年齢の
内訳は二十歳から八十五歳まで︑平均
年齢四十四歳で壮年の方々を中心に解
答を頂きました︒会社勤めの方が八十
三名︑現役を退かれた方十八名︑主婦
が十八名︑学生三名でした︒回収の方
法は︑受診先の外来に手渡して頂いた
り︑郵送やインターネットの形で頂い
たりしております︒

今回の皆さまの病歴は平均十二︐九
年と長く︑病歴の長い中での状態の良
い時期︑悪い時期が繰り返し表れるこ
とをご自分で理解されているのだと考

塗り薬についてはボンアルファが六十
二名︑ステロイドを使用されている方
が八十七名にのぼりました︒またステ
ロイドの名前をきっちり知っておられ
る方が多く︑自分の治療に対する関心
の高さが表れていました︒その他光線
療法が六十名︑免疫抑制剤七名︑サラ
ンラップ六名︑チガソン内服十二名︑
漢方薬内服︑コールタール剤使用など
少数意見としてありました︒

アンケートの結果の内容について︑
皆
さま自身の治療や皮膚のケアの方法な
ど具体的に聞かせて頂きましたが︑皮
膚の手入れはその必要性から︑一日一

えられました︒
悪化しない工夫として︑規則正しい
生活︑禁煙︑入浴を欠かさず︑塗り薬
を塗ること︑ストレスを避けるなど一
般的によいといわれるものを積極的に
取り入れ︑自分の体調を整えている方
が多く見られました︒効果があるにも
個人差があるため︑病歴の長い中でご
自分に適するものを探しておられるの
だと考えられました︒
次に乾癬に関する現在のお気持ちを
お聞きしたところでは︑乾癬があるた
めに一番つらいことは何ですか？につ
いて見た目という外観をあげる人が男
女差なく最も多く︑ふけ︑かゆみと続
き︑心身の苦痛をあげられる方が多く
ありました︒また︑反面︑軟膏を塗る
のが面倒という回答も多くありました
が︑先ほど述べましたように︑皮膚の
手入れの必要性から実際はきっちりと
塗られていることがわかりました︒そ
の他として︑かさぶたの掃除︑衣類が
汚れる︑温泉︑海水浴での人の目や偏
見など深刻な意見が寄せられました︒
これらの結果は前回の中間発表と同様
の意見でした︒
乾癬があるために日常生活で避けて
いることがありますか？には﹁はい﹂
と答えた人はなんと七十二名六十％に
ものぼりました︒具体的には︑水泳︑
海水浴と温泉︑
銭湯は半数以上でした︒
その他の意見として︑半袖︑半ズボン

の衣類︑集団検診や第三者との旅行︑
裸になれない︑など深刻な意見があり
ました︒反面︑旅行には気にしないで
行くなどの意見もなかにはありました
が︑病状が︑日常生活に大きく影響し
ていることが感じられました︒

乾癬があるために人から特別な目で
見られている気がしますか？には﹁は
い﹂が五十％以上でした︒具体的には
髪の生え際やふけを人から指摘される
ことがある︒温泉での人の目など︒小
数意見として今は誰の目も気にしない
という意見もありました︒

次に乾癬があるため男女交際に差し
障りがありますか？に対しては﹁いい
え﹂が半数以上の五十二％で﹁はい﹂
は四十八％でした︒具体的には結婚前
では問題になったかな？とかその年齢
のときは気にしたが結局支障は無かっ
たというような解答でした︒

次に同性との付き合いにおいて差し
障りがありますか？については
﹁はい﹂
は五十三％で︑
﹁いいえ﹂
が四十七％で
した︒

次に︑子供に遺伝するのではないか
と心配していますか？については﹁は
い﹂
﹁いいえ﹂
の解答がほぼ五十％と拮
抗しました︒

現在︑遺伝的要因は否定されている
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が︑直接的には遺伝はしないだろうが
皮膚が弱いというレベルで子供に受け
継ぐのではと心配される方がありまし
た︒
いろいろな悩み事は周りの人々に乾
癬についての正しい知識を広めること
でよくなりますか？には男女差なく
﹁はい﹂は八十％でした︒
次に︑乾癬についての知識をどこか
ら得ていますか？については︑のべ二
百三十五名中︑医師が七十二％と圧倒
的であり︑他︑雑誌や本︑インターネ
ットや他の患者さんというのも多くあ
げられました︒特にインターネットで
の情報収集は前回中間報告では十四名
と小数でしたが︑今回五十三名と大き
く増え︑五月での会員数が約二百四十
名ですが︑インターネットでの申込み
は約半数を占めております︒昨今の情
報化社会の特徴が如実に表れた結果と
なりました︒
続いて大阪乾癬患者友の会をどのよ
うな場と考えられますか？という問い
に対し︑情報を得る場として会に期待
していると考える方が五十五名で︑そ
の中でも最新の医療情報や体験談を希
望される方が多くおられました︒回を
重ねる度に相談できる場︑話し合い︑
心の支えとなる場と考える方がますま
す増えていくことと思います︒

次に︑どのような活動を望みます
か？という質問に対しては︑中間報告
では︑上位３位は会報︑会話︑講演会
の順序でしたが︑今回はその順位に変
化が見られ︑会員同士の会話を希望さ
れる方々が一番になりました︒また食
事会より温泉ツアーなどを希望される
方がいくらか増えていることは今後の
会の活動企画として注目すべき点です︒
次に医療者に望むことはなんです
か？については︑情報の提供を求めら
れている方がほとんどでした︒
しかし︑
会の運営に関しての結果は︑患者さん
が中心となって︑お互いを高め合って
いくという友の会の会則と一致する傾
向が表れています︒
入会については︑入会する︑すでに
入会している︑という方々が圧倒的多
数でしたが︑入会しない理由として身
体が不自由︑仕事が忙しい︑遠方のた
め思案している等がありました︒本日
の総会参加についても︑参加したいが
遠方であるとか︑旅費がかさむなど切
実な意見がありました︒
また︑以前にご協力頂いた﹁自信度
アンケート﹂の結果ですが︑昨年五月
度調査より︑９月度調査に短期間にも
拘わらず点数が向上するという結果が
表れました︒

ざいました︒
阪大付属病院８階東病棟ナース
佐藤︑山根︑堀井

第十五回﹁日本乾癬学会﹂
年次大会開催のお知らせ︒
日時：２０００年９月８日︵金︶
９月９日︵土︶
会場：福島テルサ ︵福島市︶
福島勤労者総合福祉センター
福島市上町四の二十五
電話 〇(二四 五)二一︱一五〇〇番

シンポジウム
◎乾癬遺伝子プロジェクトの現況と
展望︑他
ワークショップ

福島
in

◎乾癬における炎症とその制御︑他

乾癬学習懇談会

昨年の京都国際会館での学習懇談
会は初の全国患者会の集まりで大変

好評でした︒

本年も﹁日本乾癬学会﹂終了後︑

乾癬学習懇談会を開催します︒関東︑

東北方面の会員の皆様を中心にふる

ってご参加下さい︒各道府県患者会

の代表者が参集予定です︒

日時：２０００年９月９日︵土︶
講演：乾癬と日常生活
講師：佐藤守弘先生
社会保険福島二本松病院
皮膚科医長

ステロイド外用剤一覧表

乾癬の患者さんでステロイド剤を使用
した経験が無い人は皆無でしょう︒
アトピー患者やその他現在も多くの患
者さんに処方され︑乾癬治療の最大の
武器として君臨する薬ですが︑長期に
わたる使用で︑その有効度の減少や副
作用︑使用を中断した時のリバウンド
などなど苦い思いをした患者さんも少
なからずあると思います
ドボネックスなど新登場した現在︑
ステロイド外用剤の使用はどのような
変化を遂げるのでしょうか︒アメリカ
やヨーロッパの現状から相変わらず︑

｡

アンケートへのご協力ありがとうご
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乾癬治療の重要な一角を担い続けるこ
とは確かなようです︒
そこで︑今更ながらステロイド剤っ
てどのような種類があるの？という素
朴な疑問からその種類を調べてみまし
た︒
﹁外用副腎皮質ステロイド剤﹂
﹁ス
テロイド配合剤﹂
﹁ステロイド外用剤
の 薬効に よる 分類と 血管収 縮指数 ﹂
﹁角化症治療剤﹂その他乾癬治療に一
般的に使われる治療薬を対比しながら︑
次ページに提示しました︒紙面の関係
からステロイド剤などの最適な使用方
法やその副作用など掲載できませんで
したが︑乾癬治療の基本であるステロ
イド剤の種類の一覧表を見て何を感じ
られましたか？︒次号以降に出来れば
皆さんと共にステロイド剤を考えまし
ょう︒
シューテイカル・プロダクツ社で開発
された活性型ビタミンＤ３誘導体の軟
膏製剤で︑米国︑欧州各国はじめ世界
８０カ国以上で既に発売されており︑
海外における尋常性乾癬治療の主流と
なっております︒日本においても︑専
門医の期待も高いことから当疾患の治
療に貢献できるものと考えております︒
本剤は活性型ビタミンＤ３の誘導体
であるカルシポトリオールを主成分と
しております︒カルシポトリオールは
非臨床試験において︑天然型の活性型
ビタミンＤ３と同等の角化細胞の増殖
抑制作用及び分化誘導作用を示し︑表
皮細胞の角化異常を正常化することが
明らかにされています︒また︑全身の
カルシウム代謝調節に及ぼす影響は少
なく︑
﹁製品特性﹂
に示すとおり有用性
の高い薬剤です︒
本剤は日本において帝國製薬株式会
社がレオ・ファーマシューテイカル・
プロダクツ社より導入して開発を行い︑
本年１月１８日輸入承認を取得︑同年
４月１４日薬価収載されました︒当社
は帝國製薬株式会社より販売権を取得
し︑当社及び帝國製薬株式会社の子会
社テイコクメデイックス株式会社が併
売します︒当社にとってはアトピー性
皮膚炎治療剤﹁プロトピック軟膏﹂と
ともに︑皮膚科領域における製品ライ
ンの強化をはかることができます︒

製品特性
①活性型ビタミンＤ３誘導体︵カルシ
ポトリオール︶の尋常性乾癬治療外
用剤です︒
②尋常性乾癬患者の皮膚に特徴的な角
化細胞の増殖亢進︑分化異常を正常
化する作用を有します︒
③尋常性乾癬に対する﹁中等度改善﹂
以上の改善率は︑ 91.4
％︵３３７例
中３０８例︶と優れた治療効果を示
します︒
④副作用は安全評価対象例数３８９例
中︑２４例︵ 6.2
％︶に３７件認められ
ました︒主な副作用は掻痒１２件
︵ ％︶
︑紅斑︑発赤１１件︵ 2.8
％︶
︑
3.1
刺激感・ヒリヒリ感９件︵ 2.3
％︶等で
した︒また臨床検査値への影響として
血清１α︑
の低下︵６６
25(OH)2D3
例中５件︵ ％︶
︑血清リンの低下︵３
7.6
１７例中５件︵ 1.6
％︶︑血清１α︑
25(OH)2D3の上昇︵６６例中１件
︵ 1.5
％︶等認められました︒
﹁記﹂
製品名：：：ドボネックス軟膏
一般名：：：カルシポトリオール
効能︑効果：：尋常性乾癬
用法・容量：：通常１日２回適量を患
部に塗布する
使用上の注意：別添の﹁製品情報概要﹂
をご参照ください︒
｡

包装：：：： 10g
︑ 30g
発売日：：：平成１２年６月１３日
薬価基準価格： 0.005
％
：
円
1g 160.7

使用上の注意

以上︒

以上

本年度会費未納の方は恐れいります

お知らせ

⑥密封療法はしないこと︒

⑤患部以外には使用しないこと︒

④目に入らないようにすること︒

③顔面には使用しないこと︒

②通常１日２回適量を患部に塗布する︒

①一週間に９０ｇ以上は塗らないこと︒

ので適量を適切な部位に塗ること

清カルシウム値が上昇することがある

本剤は活性型ビタミン 製剤であり血
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ドボネックス軟膏
新発売のお知らせ
藤沢薬品ホームページより
リリース日 ２０００年６月８日
当社は︑尋常性乾癬治療剤
﹁ドボネックス軟膏﹂
︵一般名：カルシ
ポトリオール︶を本年６月１３日︵火︶
に新発売致しますので︑お知らせしま
す︒
本剤はデンマークのレオ・ファーマ
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が休会または退会されたものと見なさ
れ次号より会報が送付されません︒ま
た友の会患者メーリングリストにも参
加できませんので︑悪しからずご了承
下さい︒

大分市 るる
p
j
.
e
n
.
n
o
i
d
.
1
d
@
t
a
w
a
u
l
u
l

会費納入の郵便為替番号は

０９２０・２・１５５７４５
﹁大阪乾癬患者友の会﹂宛です
お近くの郵便局で申し込めば
送ることが出来ます︒

編集後記
いよいよ待ちに待ったドボネックス
が国内発売されました︒その効果のほ
どはどうでしょう︒次号はその効果に
ついて検証する特集号となりそうです︒
期待以上に効き目があり︑尋常性乾癬
患者激減︑大阪乾癬患者友の会も退会
者続出で閑古鳥が鳴き︑運営に支障を
きたしついには解散︒
というような真夏の夜の夢をみまし
た︒十二月定例総会には会員の皆様参
加されるのでしょうか？
会員の皆さん︑乾癬が治っても大阪
にはきてね〜︒ 幹事一同︒

関節炎闘病記

９７年 夏に︑突然右足の小指がはれ︑
左膝︑足首︑右膝︑足首︑腰と１ヶ月で
動けなくなってしまいました︒
当初皮疹は︑頭のふけが多い程度で︑
関節との関連も考えが及ばず︑急遽整形
外科に入院したものの︑１ヶ月間病名も
わからずに過ぎて行きました︒その間に
左手が痺れて動かせない様になり︑夜に
なると高熱が出て皮疹もからだにぽつ
ぽつと出ました︒
大学病院に行き︑即﹁関節症乾癬﹂と
診断されました︒ほぼ寝たきりの状態で
した︒９ヶ月間いろいろな治療を受けて︑
︵治療法については御存知と思われま
すので割愛︶９９年冬には︑ひとりで
出歩いたり︑車の運転もできるようにな
りました︒先日の大阪乾癬患者の会にも
参加できたほどです︒
私の場合は急に進行するタイプで急
変しましたが︑現在は元気です︒治ると
言うと語弊があると思いますが︑必ずよ
くなります︒人によって効果はまちまち
ですが︑自分の状態と治療方法を把握し
た上で適切な治療を受ける事でコント
ロールできると思います︒
悪化の予感があるときはそうも思え
ないこともありますが︑病気と自分と担
当医と上手に付き合って行くことが大
事だと思っています︒

関節症でない方は関節症では？とか
ひどい部分を見て不安もあるでしょう
が︑知識として受け止めておいて︑疑わ
しければ即検査を受けてください︒早い
うちなら︑くい止める方法は多々ありま
す︒それと︑まだ起きていない事に不必
要に神経質にならないで下さい︒精神的
に悪化すると思います︵笑︶
自分自身のコントロールが一番難し
いですが︑皆それぞれに症状︑状況は違
いますが共にがんばっている仲間が結
構いるので︐助けられております︒
わたしの素顔

田中まさ︵八十二歳︶
乾癬という業病に何年か前にとりつか
れ不安と焦躁の捕虜となり︑一喜一憂し
ていた頃もあった︒今でも心の底にはず
っとある︒しかし︑今は農に生き︑四季
折々の野菜作りそして米作りをして︑そ
の成長を楽しみにそれに一喜一憂して
いる︒何時の日か訪れる旅路には綺麗な
身体で行きたいという煩悩を捨てては
いないし︑またそれを祈っている︒
折にふれ︑短歌をも作っている︒思い
つくまま作ったツタナイ作品であるが︒

死にたきと思いし頃も
遥かなり
いまは夢もつ乾癬なれど

豊富温泉湯治ツアー

北海道﹁乾癬の会﹂では︑毎年豊富温
泉湯治ツアーを行なっておられます︒
本年も８月末に実施されるそうです︒
そこで︑当友の会では﹁乾癬の会﹂にお
願いして︑湯治ツアーに当会員を合流さ
せていただけるか打診したところ︑快く
ご承諾頂きました︒
左記に日程表を提示しますので︑参加
可能な方は参加コースに合わせて︑お申
込み下さい︒

記
日程：八月二十五日︵金︶二十六日︵土︶
二十七日︵日︶
出発：二十五日︵金︶午前十一時
場所：北大病院玄関前︵滝川駅停車︶

帰札：二十七日︵日︶午後四時
場所：北大病院玄関前︵滝川駅停車︶

宿泊と費用︵右記場所起点︶
︵Ａ︶バス利用全日程参加者
二万五千円
︵Ｂ︶現地合流者︵２泊３日︶
二万円
︵Ｃ︶現地合流者︵１泊２日︶
一万一千円
本ツアーの魅力
① 北大病院の川嶋先生︑今までも同
行して下さった︑小林皮膚科クリ
ニック院長の小林先生もご一緒の
予定︒
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② 同じ患者同士︑他人の目を気にす
ることなく湯治ができる︒心なご
む交流の旅ができる︒
③ 広大なサロベツ原野と砂丘︑利尻
富士が一望できる自然との触れ合
いを盛り込んだ豪華な湯治ツアー
です︒

申込み方法
北海道﹁乾癬の会﹂会長
簗田 剛︵ヤナダ︶様
電話

3
2
2
7
3
8
8
1
1
0
︵ ＦＡＸ兼用︶

締切日
平成十二年七月二十八日まで

①

②

③
④
⑤

申込み時の注意
大阪乾癬患者友の会では会員が各
地に渡るため︑友の会として一括
申し込みは取り扱い致しません︒
各個人で直接お申し込み下さい︒
ツアーの内容についての問い合わ
せは夜八時以降簗田会長様に直接
電話して下さい︒
参加申込み金は不要です︒現地に
てお支払い下さい︒
申込み時には生年月日を明示して
下さい︒
北海道﹁乾癬の会﹂の特別のご好
意による初めての合流企画ですの
で︑参加される友の会会員の方は
同行中︑滞在中の行動につき宜し

くご配慮の旨お願い申しあげます︒
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