・免疫の実体と役割(P1） ・乾癬 Q ＆ A(P11）
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乾癬と免疫 その２
特集

かけはし

免疫の実体とその役割

ているのです。

免疫の働きを説明するのにどうして

しい表 現がさ れて いるの でしょ うか 。

「非自己を排斥するシステム」
という難

それは免疫システムが生体に対して必

ずしも有用に働いてくれるばかりでは

なく、
時として健康な体を蝕む、
抑止で

きない暴走者として振舞う危険な一面

キーワードをたえず頭の隅におきなが

について「非自己を排斥する」という

をもっているからです。免疫を考える

に関して、
免疫の実体とその役割についての講演をお願いしました。
講

ら免疫について考えていってください。

昨年 月定例総会で大阪府立羽曳野病院の小阪博先生の
「乾癬と免疫」

何かという基本的な知識がなければ理解できない部分が多くありました。
そこで「乾癬と免疫」の講演の理解を一層深めるため、免疫とはそもそ
も何者なのか？という基本的なクエスチョンに少しでも役立てればとい

病気になったら病気を治そうとしてい

分の身体を自分で守り、
健康を維持し、

生活していますが、無意識のうちに自

ます。
私たちは免疫など意識しないで、

めとする高等動物の身体に備わってい

ます。
この免疫システムは、
人間をはじ

て身体を守る機能」ということになり

した異物を見つけ、
これを攻撃、
破壊し

られます。すなわち、
「身体の中に侵入

自己を排斥するシステム」と定義付け

たように、
「自己と非自己を認識し、非

と、小阪博先生の講演で述べられまし

または免疫システム」を専門的にいう

逃れることをさしますが、今日「免疫・

なわち病気を免れる、または病気から

広義には免疫の疫は流行病、
病気、
す

う観点から、
遅ればせながら免疫の実体とその役割にせまってみました。

免疫とは何か？
「Ａ君は彼女に振られたらしいね。
落
ち込んでいるだろうな。
」
「いや あ 、
何度も振られているみたい
で免疫ができて大丈夫だろう。
」
このように免疫という言葉は、私た
ちの日常生活でもしばしば使われます。
これを医学的に正しく理解することは
私たちの健康にとって大変重要なこと
のように思います。しかしながら免疫
の仕組みは大変複雑で、まだ解明され
ていない部分がたくさんあると言われ
ています。
さて、
医学でいう免疫とはど

るシステムを生まれながらにして備え

疫の扉を開けます。

場所を知るためにまず血液の話から免

きをしているのでしょうか。その働き

胞」は身体の何処にいてそのような働

しかし、免疫の役割をになう「Ｔ細

ステムを支えています。

て、身体の組織防衛軍としての免疫シ

も様々の多数の構成員が役割を分担し

疫軍という防衛隊の一員であり、他に

の主要な役廻りを演じていますが、免

に出てきました。Ｔ細胞は免疫の働き

の講演の中に
「Ｔ細胞」
なる言葉が盛ん

いったい何なのでしょう。小阪博先生

いたでしょうか。では免疫の実体とは

枠は、おぼろげながら理解していただ

さて、以上の簡単な説明で免疫の大

免疫の実体

演は、
乾癬との関わりを主たるテーマにして頂きましたので、
免疫とは

11

ういう事を指すのでしょうか？
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血液とは何か？
血液は、
「血漿」と呼ばれる液体成分
と、何種類もの有形成分（細胞）で成り
立っています。血漿 ％以上は水です
が、その中にタンパク質、酸素、二酸化
炭素、ナトリウム、カリウム、マグネシ
ウム、カルシウム、鉄やコバルト、さら
に脂肪やホルモン、そしてエネルギー
源の代表である糖および代謝産物など
を含んでいます。
これらの中から、
全身
の細胞に必要なものを末梢の血管から
与え、逆に細胞から不要な二酸化炭素
や老廃物を受け取って、処理の場であ
る肺や肝臓 腎
血漿に
･臓へと運びます。
含まれるタンパク質のうち、約半分は
栄養となる
「アルブミミン」
と呼ばれる

個の赤血球は、
直径７～８ミクロン
（１

け取ってくる「赤血球」があります。１

すが、寿命は約 日と短命です。

２～３ミクロンの薄い円板状の細胞で

２ミクロン、少しまん中のへこんだ平

ミクロンは千分の１ミリ）
で、
厚さは約
日誕生しています。

て全身の骨の中心部にある骨髄から毎

血液中を流れるこれらの細胞は、すべ

バー状の大型の細胞が多数集まってき

注射すると、注射した場所にアメー

メチニコフ (Ilya Ilich Mechnikov)
は、細菌などの微生物を動物の皮下に

研究所にいたロシア生まれの細菌学者

貪食細胞または大食細胞
世紀末に、フランスのパスツール

【マクロファージ】

のでしょうか。

免疫には、どのような顔ぶれがある

免疫の戦士達

う。

の免疫戦士達の役割をお話ししましょ

何処にいるかわかったところで、実際

さて、免疫をになう戦士たちが通常

*************

べったい丸型をしています。その数は
血液１ ミリ 立法 メート ル中 に男 性で 、
四五〇万～五三〇万個、女性で三八〇
万～四 八〇 万個 あると され てい ます 。
また赤血球には細胞核がなく、酸素結
合をするヘモグロビンを含んでいる１
個の赤血球の寿命が約百二十日です。

【白血球の話】
次にあげられるのが白血球です。白
血球はケガや病気の際、体内に侵入し
てきた病原体を排除する重要な役目を
負っています。数は血液１ミリ立方
メート ル中 に六 千～八 千個 あり ます 。
白血球にはいくつか種類があり、 ～
％が「リンパ球」と呼ばれ

％が
「顆粒球」
、
５％が
「マクロファー

ジ」
、 ～

る細胞です。ほかにも単球とか形質細
胞と呼ばれる細胞があります。それぞ
れ違った戦法で、しかも連携をとりな
がら病原体の侵入やガン細胞の発生か
ら私たちの体を守っています。

て、注射した細菌を盛んに取り込んで
消化、
分解していることを発見し、
その
細胞を大食細胞
（マクロファージ）
と名
三つ目にあげられるのが、出血した

身をめぐってパトロールしているもの

定着しているものと、血流に乗って全

付けました。この細胞は肝臓や脾臓に
ときに止血の役割を果たす
「血小板」
で

があります。マクロファージは寿命が

ヤ原虫などのようにじっくり時間をか

けて増殖する敵との戦いを得意として

います。その働きは捕食作用のほか酵

素やサイトカインを放出し、Ｔ細胞に

抗原提示をして異物の侵入を知らせる

マクロファージの働きはそれだけに

重要な働きをします。

とどまらず、古くなった赤血球なども

食べます。赤血球の平均寿命は約百二

と血液がどろどろになって血管がつ

十日。古くなったものをほうっておく

まってしまいます。マクロファージは

新しい赤血球と古い赤血球を巧みに見

分けて、
掃除をしています。
一日に食べ

顆粒球】

られる赤血球は三千億個ともいわれて

います。

【かりゅうきゅう

顆も粒もどちらも
「つぶ」
を意味しま

(2)

免疫という
のはね……

10

長く、結核菌やチフス菌、真菌、マラリ

【血小板の話】

19

タンパク質です。血液中の細胞は骨髄
中で作られます。骨髄はすべての骨の
内部の空洞にある赤いどろどろした液
体です。
血液細胞をつくる元の細胞は、
一種類と考えられており、「多能性肝細
胞」
と呼ばれています。
この細胞が順々
に分化していって、赤血球などになり
ます。一般に血液細胞のうち、
「赤血球
を」除いた他のものをひとまとめにし
て「白血球」と呼んでいます。

【赤血球の話】

65

万～ 万個含まれていて、直径
35

では血漿に乗って血液中を流れる細

30

す。
血小板は、
血液１ミリ立方メートル
中に

20

胞に話を移しましょう。まず酸素を全
身へ運び、逆に不要な二酸化炭素を受

25

70

90

粒子を内蔵する細胞で好中球、好塩基

称ですが、顆粒球とはそうした微小な
きれいに食べてしまいます。数は白血

単球はその食べ残しをゆっくり動いて

な単核細胞で、
直径
あ
好中
μります。
球は活 発に 動い て細菌 を食 べま すが 、

細胞が確認し、その抗体を大量につく

その型紙に合う抗原が侵入した時にＢ

じめ何 種類 かの 型紙を 用意 して いて 、

しか結合できません。Ｂ細胞はあらか

す物質で、１個の抗体は１個の抗原に

【エヌケーＮＫ細胞】

体が異物を攻撃する場合もあります。

す。顆粒とは細胞内の微小な粒子の総

球、好酸球の３種類に分かれます。
球のう ち５ ％く らいを 占め てい ます 。

す。リンパ節、脾臓、扁桃腺などに集中

キャッチし、戦闘態勢にはいるため増

ます。これによって異物の侵入を

て腫瘍になるまで 年以上かかるが、

す。たとえば、がんは発芽し、増殖し

胞で、
異物を見つけ次第攻撃していま

ナチュラルキラー細胞
命令系統をもたないフリーの免疫細

◎こうちゅうきゅう＝好中球
ります。

【ヘルパーＴ細胞】

組織内でマクロファージに移行すると
されています。

【リンパ球】

抗原に対するレセプター
（受容体）
を

していますが、リンパ管から血管に流

殖し、Ｂ細胞やキラーＴ細胞に攻撃指

持ち、抗原を見分ける能力に優れてい

れ込み全身をめぐっています。
Ｂ細胞、

知られているように、サイトカイン自

ターフェロンの抗ウイルス作用がよく

どいろいろな種類があります。イン

ターフェロン、インターロイキン２な

泌する生理活性物質を指します。イン

してほしい相手を活性化するために分

免疫細胞が情報を伝達したり、出動

【サイトカイン】

「抑制する」という意味です。

撃を止めさせます。サプレッサーとは

胞がヘルパーＴ細胞の興奮を鎮め、攻

身体に害を及ぼします。そこでこの細

も攻撃を続けていては過剰防衛になり、

異物を退治し終えたのに、いつまで

【サプレッサーＴ細胞】

わっています。

り、臓器移植における拒絶反応にも関

物を殺しまくる。がん免疫の主役であ

ヘルパーＴ細胞の指令に従って、異

【キラーＴ細胞】

令を出します。

抗体】
Ｙ字型をしたタンパク質で、抗原に

【こうたい

出されます。これが【抗体】です。

飛び出し、体液中の異物に向かって放

が突き出ています。この突起が大量に

細胞の表面には抗体と同じ構造の突起

マ細胞と呼ばれる）
になります。
このＢ

抗体をつくるＢ細胞
（形質細胞、
プラズ

攻撃指令を待っており、
指令が届くと、

臓に陣取って、ヘルパーＴ細胞からの

ンを作り出します。主にリンパ節や脾

ようなタンパク質
（抗体）
免疫グロブリ

Ｂ細胞は異物を攻撃するミサイルの

【Ｂ細胞】

ましょう。

はリンパ球の仕事の役割を次に説明し

サーＴ細胞などに分かれています。で

ルパーＴ細胞、
キラーＴ細胞、
サプレッ

胞）の３種類がありさらにＴ細胞はヘ

Ｔ細胞、ＮＫ細胞（ナチュラキラー細

おとなでは全白血球の ％を占めま

16

結合します。抗原とは異物の特徴を示

ると言えるのです。

◇ ◇ ◇

化します。若い元気な人や、老人では

肺炎や心筋炎、
脳炎などを合併して悪

感染を併発すると中耳炎や気管支炎、

倦怠感などが起こり、
時には他の細菌

日の潜伏期ののちに、発熱や咳、体の

気がスタートします。
一般には２～４

し、
そこで増殖を始めるところから病

上気道粘膜の上皮細胞に結合して侵入

された飛まつに含まれるウイルスが、

ろ患者の咳やクシャミなどで撒き散ら

す。
冬になって空気が乾燥してきたこ

てＡ型、Ｂ型、Ｃ型などに分けられま

インフルエンザは抗原の種類によっ

よって起こる感染症です。

インフルエンザはＲＮＡウイルスに

げて免疫の現場を考えてみましょう。

ンフルエンザ（流行性感冒）を取り上

まず、
私たちが毎年のように罹るイ

◇

してくれていると、
がんの発病も防げ

ます。つまり、この細胞が元気で活躍

異常な細胞をやっつける働きをしてい

ＮＫ細胞はこのがんへと育ちつつある

10

好中球は白血球のうち約 ％を占め
ます。マクロファージと同じように捕
食作用を持ちます。ただしすぐ死んで
しまうため（寿命７日）
、短時間で増殖
する細菌と戦っています。肺炎など感
染症にかかって体の中に細菌が侵入す
ると、好中球が血管から組織内に活発
に遊走（移動）して細菌を食べます。
好中球の名の由来は、細胞質中の顆粒
が中性色素によく染まることが所以で
す。
◎こうさんきゅう＝好酸球
好酸球は白血球のうち約２％ですが、
蕁麻疹、
湿疹、
喘息などのアレルギー性
の病気にかかると、５～ ％に増えま
す。
何故増えるかはわかっていません。
好酸球の名の由来は、細胞質中の顆粒
が酸性色素によく染まることが所以で
す。
◎こうえんききゅう＝好塩基球
正常では好塩基球は少なく、白血球
のうち ％くらいです。慢性骨髄性白
れも何故増えるのかわかっていません。
好塩基球の名の由来は、細胞質中の顆
粒が塩基性色素によく染まることが所
以です。

【たんきゅう単球】
単球は白血球のなかでは比較的大き

(3)

30

57

20

血病のとき増えるのが特徴ですが、こ

0.5

症状や経過は違いますが、一般には何
走り外出できる状態ではないようです。

壊し、
飲み込もうとしています。
ほぼ時

系の細胞が戦場で戦っています。ア

イルス粒子や破壊された感染細胞を盛

メーバーのようなマクロファージはウ

んに攻撃、
貪食しています。
しかし今回

を同じくして、ＮＫ細胞というリンパ
球が働き出し、感染細胞を殺してゆき

そこで現に戦っている敵の情報を味方

分だけでやっつけることが出来ません。

の敵は数が多く手ごわいウイルスで自

ないから、感染した細胞が殺されたり

の免疫細胞（Ｔ細胞など）に伝えるた

を頭のテッペンにかざして（抗原提示

貪食されたりするとウイルスは死んで

という）応援部隊の出動を要請しまし

しまうしこれ以上増殖することは出来
この初期のエマジェンシーに対する

た。

め、飲み込み消化したウイルスの断片

作戦を『自然免疫』と呼ばれています。
ス侵入部隊は壊滅し、めでたくインフ

ルエンザが治癒したことになるのです。
『自然免疫』力が強い若い人達が、イン
フルエンザに罹りにくく、罹ってもす
ぐに治ってしまうのはこのためです。

普段免疫系のＴ細胞は、体中を常に

循環しながら、自分の細胞の旗印に何

か異常はないかを看視しています。リ

ンパの流れに乗って身体を巡回してい

を始めます。
この時、
免疫系部隊はまだ

道の上皮細胞内に侵入し、そこで増殖

網を突破したウイルス侵入部隊は、気

しかし
『自然免疫』
という最初の防衛

示された断片に反応して、臨戦体制に

めて知ります。
そこで、
Ｔ細胞はその提

熾烈な戦いが行なわれていることを初

どに出会いその場所で外部侵入者との

片などを掲げているマクロファージな

たＴ細胞は、飲み込んだウイルスの断

戦闘態勢の整っていない非力な状態な

分裂、増殖し始めると同時に、イン

入るべく分裂、増殖し始めるのです。

ターロイキンと呼ばれる強い働きを

ので、感染した細胞はウイルスの増殖
は細胞を殺しながら新しいウイルス粒

持った一群のタンパク質を新たに合成

ターロイキンを生産する細胞を一般に

子となって飛び出し、感染を拡大させ
ウイルスは宿主の細胞を次々と破壊

ヘルパー（補助）Ｔ細胞と呼んでいま

し、それを放出し始めます。このイン
し、
自分も増殖を続けてゆきます。
初期

す。

ヘルパーＴ細胞がインターロイキン

の防衛隊として強力なマクロファージ

てゆきます。

に身を任せざるをえません。ウイルス

「獲得免疫・夏の陣」

「巡回するＴ細胞」

この初動作戦が功を奏すれば、ウイル

ません。

ウイルスは細胞の中でしか増殖でき

ます。

今日は仕事を休もう。

染部位に駆けつけ、感染した細胞を破

ファージや白血球などの防衛戦士が感

混乱がおきます。その間にマクロ

フェロンに反応して、周囲の細胞にも

します。免疫細胞から出たインター

うウイルス抑制物質を合成して、抵抗

これに気づいてインターフェロンとい

しか し 、
侵入された方の免疫細胞が、

増やしています。

ウイルスを次々と複製増殖して仲間を

体細胞 のＤ ＮＡ 複製装 置を 利用 して 、

イルス・侵入部隊は、巧妙にも、宿主の

気道粘膜の上皮細胞に入り込んだウ

ましょう。

感染を拡大させている真っ最中といえ

内に送り込んだのです。
それが増殖し、

膜上皮細胞にウイルスの遺伝子を細胞

す。そのとき吸い込んだウイルスが粘

～３日前に感染の機会があったはずで

感染を起こしています。おそらくは２

は、既に気道粘膜の上皮細胞に広範に

この時、インフルエンザ・ウイルス

らです。

肉にも働いて炎症をスタートさせたか

に働いて、
体温を上げ、
さらに関節や筋

物質インターロイキンが脳の発熱中枢

や白血球が作り出した細胞由来の炎症

これは感染を察知したマクロファージ

「自然免疫・冬の陣」

もしなくても一週間以内に熱が下がり、
日以内に治癒します。治癒したあと

では、同じ型のウイルスには再感染し
ないか、
罹ってもごく軽く済みます。
こ
うして成立した免疫は、数年程度は持
続すると言われています。
Ｔ細胞をはじめとする免疫細胞の働
きを我々にもっとも身近なインフルエ
ンザの罹患に例えて、お話しを進める
と免疫の総合的な役割が理解できます
ので、
「インフルエンザ免疫城攻防戦」
と名付けてドラマ仕立での筋書きを紹
介します。

インフルエンザ
免疫城攻防戦
２０ ××
年冬のある朝、
突然、
身体が
だるくなり寒気もするようです。何と
もいえない不快感が身体中を襲い、体
中や足腰が痛み、辛抱できない悪寒が

温は、 度を越えています。
まもなく背
39
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あることなのです。このインターロイ

なる物質を放出したのには勿論意味の

この時であろうと思われます。

大分よくなったな」と思うのはまさに

日たった頃のことです。
「ああ、今日は

ているのは、ウイルス感染から７～８

インフルエンザだったら、またたくま

いち早く増殖するので、同じタイプの

には、この【記憶】を持った記憶細胞が

同じウイルスが再び侵入してきた場合

ん。
治るまで、
時間がかかるということ

何時の日にか完治する日が来ることを

・血液検査

参考文献

（編集員 森豊彦）

到来する日を待ちたいと思います。

がんなど難病が全て克服される時代が

アレ ル ギ ー や 数 多 く の 自 己 免 疫 疾 患 、

強く願い、免疫が関係するといわれる

以上で、
「インフルエンザ・免疫城攻

「終章」

になりますね。

が型どおり繰り返さなければなりませ

ジ、
Ｔ細胞、
Ｂ細胞を巻き込む免疫反応

と同じように、
自然免疫、
マクロファー

憶】
がないわけですから、
また再び最初

侵入した場合には、それに対する【記

タイプのインフルエンザ・ウイルスが

に治ってしまいます。
しかし、
異なった

キンに刺激されて、
今まで、
おとなしく

の外では増殖することができないから、

無力化してゆきます。ウイルスは細胞

れた大量の抗体にぴたりと結合されて

ウイルス粒子には、Ｂ細胞から放出さ

次々殺し、細胞から運良く逃げ出した

キラーＴ細胞は、感染した細胞を

「免疫連合軍の勝利」

流れていたリンパ球の中に急速に分裂
を始める新顔が現われます。これぞお
待たせ・クールな殺し屋【キラー細胞】
なのです。最初の感染から４～５日
たって やっ と強 力に働 き始 めま した 。
このように侵入した抗原
（異物・ウイル
スなど）に特異的に発動される免疫現
この殺し屋
【キラーＴ細胞】
はウイル

象を『獲得免疫』と呼びます。
スに感染した細胞だけを認識して、感
染細胞を効果的に殺してゆきます。そ

ここで感染は止まり、ウイルスは消滅
してゆきます。
こうして、
マクロファー
ジ、
Ｔ細胞、
Ｂ細胞などの協同作戦が成
功をおさめて、インフルエンザは終息

か。免疫を勉強するといってもどこま

・からだを守る免疫の話

て少しは分かっていただけたでしょう

防戦」
の物語を終わります。
免疫につい

反応していたＴ細胞の増殖もサプレッ

で勉強すれば免疫を知ったことになる

インフルエンザ・ウイルスの抗原と

に向かいます。

サーＴ細胞の指令でとまります。Ｔ細

の会報第 号
「乾癬の免疫学」
をお読み

かわかりませんが、
改めて、
小阪博先生

竹内敬二

免疫に つい てより 詳し く知 りたい
人は、ホーム ペー ジ近畿 大学 免疫
学教 室を お尋 ねく ださ い。

Ａ

・ＮＨＫサイエンス驚異の人体Ｑ＆

多田富雄 ＮＨＫ出版

・免疫「自己」と「非自己」の科学

朝日新聞社

星崎東明 誠之書房

胞やマクロファージなどが作り出して

くだされば、免疫の３大特性や自己免

「免疫学というものは、
まことに難し
く、医学全般と同じかまたそれ以上の
深さと拡がりを持つ学問である。
」
という小阪博先生の言葉を今更ながら
重く受け止めながら、今後とも、免疫
学、
遺伝子工学や分子病態医学、
皮膚科
学のますますの発展で、私達の乾癬が

(5)

れによってウイルスの産生は減ります
が、上気道の細胞が破壊されているわ
けですから、傷の方も拡大してゆきま
す。
この段階で、
病気は一段と悪化して
います。

「免疫連合軍・最後の戦い」

いた発熱物質なども消失し、組織は急
速に修復され、病気は跡形もなく治っ

キラ ーＴ 細胞 が働き はじ める ころ 、
もう一種類のリンパ球
【Ｂ細胞】
も分裂

疫疾患についても少しは理解が進むと

このようにして、インフルエンザが
治ったあと、このウイルスに接触した
という経験は
【免疫学的記憶】
として長
い間免疫系のファイルに保存されます。

思います。

てゆきます。

放出するインターロイキンの指令を
待っていたのです。
Ｂ細胞のほうは、
ウ
イルスを中和する能力のあるミサイル
【抗体】を合成して放出します。このあ
と複雑な抗体遺伝子の変異や組み換え
を起こして、
効率的、
より強力な
【抗体】
を合成して、ウイルス粒子を無力化し
てゆくのです。この免疫反応が起こっ

「免疫学的記憶の成立」

し始めます。Ｂ細胞もヘルパー細胞の

10

三重県乾癬の会の方々と
楽しいひととき

さるびの温泉記
時間 分程度で到着しま す。京都
や名古 屋か らも多 分同 程度 の時間
で到 着す ると 思い ます 。

先日 三重 県乾癬 の会 から の急な
お誘い で、三重県 阿山 郡大山 田村
のさるびの温泉に行ってきまし
た。大山田 村は 昔でい う伊 賀の 国
に属し 、上野市 の東 に隣接 する 山
間の地にあります。戦国時代に
は、あの織 田信 長も手 をや いた 伊
賀忍者 の発 祥地で す。現在は 国道
１６３ 号線 が村の 中心 を東 西に横
断し大 阪か ら名阪 道路 を使 うと１

しました。集合は午前 時という
ことで した が、９時前 には 、さる
びの温泉の駐車場に到着しまし
た。すでに 三重 県会長 と大 阪の ミ
キタロ ウさ んが駐 車場 で待 機して
いました。さすが大阪とは違い、
車外に 出る と山の 冷気 が身 体を包
み、脱いで いた ジャン パー を再 び
着込む 始末 です。

３月 ３日 は快晴 でし た。私はマ
イカー で枚 方より 木津 町経 由国道
１６３ 号線 を木津 川沿 いに 京都府
笠置町 をへ て三重 県上 野市 をめざ

会の顧 問と して設 立当 初よ り患者
会のバ ック アップ に努 めて こられ
ました。

10

開始時刻には早いということ
で、温泉の 喫茶室でお 茶で もと い
うこと にな りまし た。喫茶室 は木
の国だ けあ って、フロー リン グ張
りの床 暖房 。靴下を 通し てほか ほ
かのあ った かさが 上半 身に 伝わっ
てきま す。三重県 会長 とは京 都学
習会以 来の 再会で よも やま 話しで
盛り 上が りま した 。

さて、 時になり、別館の広間
に集まりました。本日は三重
名、三重 大医 学部 婦長 さ ん１ 名、
大阪４名 、計 名の参加 でした。
三重県会長の開会挨拶に始まり、
私にも 一言 挨拶の 時間 を頂 きまし
た。今日の 会の 進行は 、谷口先 生
が欠席 され たので 、最初か ら出 席
者全員 の乾 癬歴と 体験 談を 披露す
ること にな りまし た。三重の 皆さ
ま方は 悩み の中に も乾 癬の 会で勇
気付け られ ている 気持 ちを お話し

15

(6)

10

程な く、副会長 も到 着され まし
たが、挨拶も そこ そこに 開口 一番
「まことに申し訳ないが、実は顧
問の谷口先生が体調をくずされ
て、今日出 席で きない 旨の 連絡 が
ありま した 」とのこ とで した。谷
口芳記 先生 は三重 大学 医学 部皮膚
科助教 授を 退官後 、四日市 市立 病
院皮膚 科に 勤務さ れ、多くの 患者
さんの 信頼 を得て おら れま す。特
に乾癬 治療 につい ては 三重 乾癬の

10

30

豊彦
森

さるびの温泉 正面風景

か」も見当 たり ません でし た。友
の会のみなさん。信じてくださ
い。乾癬が完全に納まっている
人っ て本 当に い るん です よ。

最後にみんなで記念写真

温泉は広く、露天風呂もあり、
外では温泉の湯も販売していま
す。２００リットル２００円と
なって いま した。ガソリ ンス タン
ドのよ うな 給油ノ ズル があ り、ポ
リ缶を 積ん だ軽ト ラッ クが 何台も
並んで いる のみる と結 構人 気のあ
る元 湯な んで すね 。
湯は なめ らかで 、身体が すべ す
べにな りま す。何度も 入る と皮膚
症状 もよ く なる かも し れな い。
そんな 気を おこさ せる いい 温泉で
した。

さるびの温泉

宿泊施設はありません

★経営
（大山田温泉福祉公社） ※

電話０５９

★場所：三重県阿山郡大山田村大

字上阿波２９５３

５ ４
-８ ９
- ８１１

★休館日 毎
: 週火曜日（火曜が祝
日の場合は営業。但し翌水曜日が

休館です）

まで（入浴受付け最終

３０分）

★駐車場：１８０台

子供（３～ 歳以下）４

尿病、通風、肝臓病。

飲用：慢性消化器病、
慢性便秘、
糖

疾、冷え性、疲労回復、他。

うちみ、くじき、慢性消化器病、痔

十肩、運動麻痺、関節のこわばり

膚病、神経炎、筋肉痛、関節痛、五

★浴用：切り傷、やけど、慢性皮

塩・塩化物温泉

★泉質：ナトリウムー炭酸水素

★会議室利用：１時間１０００円

うです。２０００円から

★食事も１週間前から予約できそ

００円 ７０歳以上６５０円

００円

★入浴料金
（タオルつき） 一般８

午後８時

★営業時間：午前 時～午後９時

10

となっております。（パンフ

レットより）

(7)

昼食 は温 泉用意 の松 花堂 弁当と
会が用 意さ れた「伊賀 攻め 」なる
日本酒 です 。せっか くお 勧めの 地
酒です 。お猪口 に少 し頂き まし た
が、本当に 口当 たりが よく 美味 し
かった 。伊藤会 長さ んが差 し出 す
酒瓶の「もう少しどうです。」の誘
惑に思わず差し出そうとする杯
に、宙天より「あんたー。あたま、
ぼ こ ぼ こ に な る で ～ 。」 の 神 の
声・・・。自動停 止ブ レーキ が利
きました 。
休憩 後は 、入浴タ イム です。三
重の男 性諸 氏と一 緒に 風呂 場に向
かうと 、何と温 泉客 があふ れん ば
かりで す。朝の十 時頃 とはエ ライ
違いの 大賑 わいに 、この温 泉の 人
気があ るこ とを実 感し まし た。三
重の会員さんは勇気があります。
人ごみ を掻 き分け 結構 皮疹 が全身
にばら まか れてい る身 体も 気にす
ること なく 、湯船に ドボ ン、ドボ
ン。他のお 客も 知らん 顔し てい ま
す。
また 乾癬 が全く 消失 して いる三
重の会 員さ んがい て、さすが の私
もびっ くり しまし た。失礼も 省み
ず、裸体の うら おもて 上か ら下 迄
すべ て 観 察 し ま し た が 、「 乾 癬 の

12

になり 、三重県 乾癬 の会が ほん と
うにア ット ホーム な雰 囲気 のなか
で、活動と いう より仲 間づ きあ い
という 感じ で会を 守り 育て ている
気持ち がお 話しか らし み出 るよう
に伝わ って きて、大阪の 会の 地方
の会員 の皆 さまに はこ れが 必要な
んでは なか ろうか とつ くづ く思っ
たしだい です。
お話 しの 中に、６歳か ら発 症さ
れた女 性や 、生後６ ヶ月 から発 症
され、現在 歳の年頃の娘さん を
お持ち のお 母さん のお 話し は心を
打ちま した 。娘さん のた めにず っ
と会 の 世 話 役 を 続 け て お ら れる
そうです。正午すぎには 名全員
15

の体 験談 が終 わり まし た。

みんなで体験を語り合う

24

日光浴と皮膚刺激について
谷口芳記先生

生じさせる原因となります。
いままでの経験で分かっている
ことは、悪化する場合には、乾癬
の皮疹が悪くなっていきつつある
時強い日光にあたった場合が多い
ようです。例えば細かな皮疹が増
加してきた時や乾癬の皮疹が大き
くなってきた時などに、強い日光
による皮膚炎が生じると、乾癬の
皮疹 が急 速に 悪化 す るよ うで す。
乾癬の方で、傷をした場合にも同
じような悪化がある場合がありま
す。
昨年もふれましたが、乾癬の方
は、悪くなっていく時期には皮膚
に対して少しでも外的刺激がある
と皮疹が出てくるようです。女性
の中にはボデイスーツを着けられ
る方、ガードルを着けられる方を
多く見かけます。やはり、ボデイ
スーツ・ガードルは皮膚を締め付

あたり、だんだんと焼いていくの
が理想とされます。日光で悪化す
るときは、日焼けが乾癬の皮疹を

市立四日市病院皮膚科

夏になると、乾癬の皮疹が良く
なる方を多く見かけます。どうも
夏の適度の紫外線・湿度が良いの
ではないかという事になりますが、
海水浴プラス日光浴も効果がある
と以 前か らい わ れて いま す。
外国では、特にイスラエルの死
海における海水浴プラス日光浴が
有名 で す 。死海 は 海 抜 下 に位 置 し
、高濃度になった海水を浴びなが
ら大気で弱められた紫外線を含む
日光浴をすると、かなりの人の乾
癬が軽快するといわれています。
この治療が良く効く人は、特に顔
や手などの日光にあたる部分に乾
癬の皮疹が少ない人といわれてい
ます。
しかし、日光にあたり過ぎま
すと、今度は逆にその部分に乾癬
の皮疹が新しく発生する場合があ
ります。なかなか、日光浴・海水
浴も難しいのですが、できるだけ、
強い日焼けを起こさないように少
しずつ何回も分けて徐々に日光に

けることによって、皮膚に強い刺
激を与えます。ボデイスーツの着
用をやめてもらったら、非常に治
りにくかった胸と背中の皮疹が
治っ てき た方 が あり まし た。
また、腰痛のある方でしたが、コ
ルセットの着用を止めてもらった
ら 臀 部 の乾 癬 の 皮 疹 が 急 に よ く
なってきたのを、最近見ておりま
す。外的刺激は内的刺激（ストレ
ス）と同じ大敵です。正座を一日
中している方には膝から下の皮疹
を良く見ることがあります。また
肘をよくつく方には肘に皮疹が多
く見られることがあります。日常

生活の 中か らそれ らの 刺激 を取り
去ると 、少しず つよ くなる ので は
ない かと 期待 され ます 。
ぜひ 、日常生 活を もう一 度見 直
してい ただ き、何か皮 膚に 刺激が
くわわ るこ とがな いか を探 してい
ただく のも 、皮疹改 善の 一方法 か
と思われ ます。

三重県乾癬の会
会 報「ひ ま わ り 」第２ 号 よ り

「皮膚の 医学」 中
( 公新書 ）田上八朗 より

水であったり食べ物であったり、
よくも これ だけと 驚く よう な方法
がい ろい ろ考 え出 さ れて いま す。
悩む 人が 多いだ け、 信じら れな
い治療 法が 雑誌に 宣伝 され 、ある
いは、だれの 批判 を受け ない 形の
本とし て出 版され たり して います
ので、素人判断で飛びつく人は、
跡をた ちま せん。

皮膚 病 へ の民 間 療 法に つ い て
さまざまな不幸な治療体験か
ら医療に見切りをつけ、科学的
な証明もない治療を受け、肉体
的にも経済的のもひどい目にあ
う人も多くいます。新聞を開い
てみても、たくさんの「これでア
トピーはなおる」というような
宣伝文句があふれています。そ
れは特殊な外用剤であったり、
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医療の補助的な役割をする民間
薬はたくさんあります。しかし、完
治まで約束し、何万円、何十万円
という法外な費用を請求する民間
治療となると、それは患者のため
でなく、宣伝している人達の利益
のためのものとみて間違いありま
せん。科学的に有効性が確かめら
れた薬剤ならそのデーターをもっ
て厚生省の許可を得て、広く健康
保険の適用を取ってしかるべきで
す。
ある薬が医薬品として厚生省に
認可される場合は、効果と副作用
に関する科学的なデータが必要で
す。
一方、民間薬はすでに認められ
たものを使っているなら許可され
ます 。しか し そ れ は 、多く の 人 が
使っても副作用がないものが求め
られますので、当然、効果もすく
ない とい った たぐ い のも ので す。
ですから、それによって病気がな
おるというより、多くは自然治癒
の例を宣伝に使っているにすぎま
せん。
ある治療法で、たとえ病気が治
せなくても、
「効く」ということは
きわ め て 簡 単 で す 。この 治 療 を
し始めてから良くなったかどうか
わからなくても、なんとなくその

気になるのは人情です。患者の側
は、効くという宣伝を信じて治療
される、つまり、信心と同じ心理
的要 素 が か な り 入 っ た もの
です。ほんとうに有効な治療であ
るなら、数多くの偏見をもたない
医師の手でも確かめなければなり
ません。
その結果は、だれの批判もなし
に自由に販売できる本のかたちで
なく、ほかの科学者の審査を受け
たうえで、はじめて受理され学術
雑誌の掲載論文として出版される
べきです 。
アトピー性皮膚炎の患者が民間
治療を受け、かえって悪くなって、
皮膚が破れじくじくとしてくるこ
とがよくあります。そういうとき
常套的に使われるのは「今、から
だの毒が出ているから我慢しなさ
い」という説明です。前にお話し
したように、じくじくと汁が出て
くる状態は、環境からの刺激に生
体が激しい炎症反応があるときに
出てくる浸出液です。からだの毒
でも なん でも あり ませ ん。
このように皮膚が破れれば、そ
こにすぐ病原菌がついて繁殖をは
じめ 、その 毒 素 、スー パ ー 抗 原 の
作用で、Ｔリンパ球は刺激され、皮
膚炎はさらに悪化し、それがまた、

とい う悪 循環 をと り はじ めま す。
ときに は、病原菌 の感 染を 起こ
し、重症になってはじめて病院に
かつ ぎこ まれ てく る 人も いま す。
残念ながら、現在の医療に絶望し
たこれらの人は、現代医学の枠に
より 重 篤 な 状 況を 脱 す る と 、また
前の非科学的な治療にもどってゆ
きます。まさに、宗教的な洗脳が
おこなわれてしまっているかのよ
うで、医者でも、よほどカリスマ
的性格をもつ医者でなくてはでき
ない芸当 です。
こういう治療法は一般に法外な
費用を請求します。安ければ、だ
めでもともと、とさほどの期待も
しませんが、大枚を払えば当然、大
きな期待をもちます。同じ処方薬
でも大学教授や病院のベテランの
医長からもらうほうが、医者にな
りたての若い研修医からもらうよ
り、よく 効き ます 。

暗示や信仰など精神的な影響で、
皮膚の腫瘍すら治すことができま
す。ですから、精神的影響でこう
いう治療でも良くなることはあり
ます。しかし、病気の原因は環境
への 過剰 な免 疫反 応で す。
悪循環をうまく絶つような治療
法でもってしか、ほんとうの治療
効果は期待できません。いろいろ

な広告でよく使われる、治療前、治
療後の写真を撮ることは、決して
難し くあ りま せん 。
わたしたちが治療薬の臨床治験

をしていてよく経験するのは、何
も入 っ て な い 偽薬（プ ラ セ ボ ）で

治療効果が出る人がかなりいるこ
とです。たとえば、水虫にたいし

て、薬でもなんでもないものを
塗った側でも、数週間たつと３割

の人は治ってしまいます。薬を
塗った側が７～８割ですから、

まったくかたよりのないない判定
は、統計的にその差が意味がある
かどうかで決めます。ですから、
まったく効かないものでも、何例
か良くなった写真を撮って示すこ
とは いく らで もで きま す。
病気は治せなくとも、
「何々に効
く」
「何々によい」と症状への効果
をいうことは、最も簡単です。病
気は季節や環境の変化で常に動い
ていますので、そのとき食べたり、
飲んだり、手入れした方法で治っ
たかのようにみえることはいくら
でもあります。しかし、医薬品の

比較 試 験 の よ う に 、多数 の 患 者
でくりかえしてみると、その効果
をいつも同じように再現すること
ができないことは、いっぺんに分
かります 。
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医療によらず、魔法のように、む
ずかしい病気を治せると宣伝する
には 、なに か「か ら く り 」があ る
と考えたほうがよいでしょう。そ
ういうからくりに、たとえばステ
ロイ ド ホ ル モ ンが 一 緒 に 使 わ れて
いた、というようなことが、あと
であかるみに出た治療法がよくあ
ります。多くの非科学的な民間治
療には保険がききませんので、医
療にくらべ莫大な費用が請求され
ます。効いたというばかりの広告
で踊らされないことです。結局、そ
の治療でも良くならず離れていっ
た人や、
「毒がどんどん出ているの
だ」と説明され、ほんとうにひど
い重 態 に な っ て、はじ め て 病 院 に
紹介されてくるような例があるこ
とは、もちろん広告には決しての
りません 。
治療の科学的な検討法
科学的理論は、だれが実験しょ
うと、正しく再現できるものでな
くて は な り ま せん 。この 治 療 法 が
効くのだと主張する人だけがその
治療をやっていては、なんの有効
性の証明にもなりません。逆に、そ
の 治 療効 果 を 頭 か ら 疑 う 人 が や っ
ても、やはり効くというのでなけ
れば、科学的には信用されません。
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開会
１２：３０

どの治 療法 もすべ ては 、一人の 人
での経験の報告からはじまりま
す。
それを数人の患者でおこない、
効いた とし てもま だ信 用は 出来ま
せん。生物学 や医 学では 、こうい
うこと を証 明する ため には 、たい
へん面倒な手順が必要とされま
す。だれも が納 得をせ ざる を得 な
いもの は、多数の 患者 を対象 とす
る二重 盲検 法によ る臨 床治 験の成
績です。
「皮 膚の医 学」 中公新書
東 北 大 学 医 学 部 田 上 八朗
先生よ り

タイムスケジュール

事業報告
2001 年度決算報告 , その他

１３：００ 会員体験スピーチ
１３：３０ 学習講演会

社会保険福島二本松病院
皮膚科医長 佐藤守弘先生

１４：００

演 題：「乾癬と私」
乾癬に関する質疑応答

１４：３０

懇親会・個人相談会

【参加費３００円（おつまみ・飲み物代）】

★日時
5 月 2 5 日（土） 午後 12 時 30 分
より
★場所
日生病院（別館 1 階講堂）
大阪市西区立売堀 6-3-8
TEL 06-6543-3581
★参加費
昨年１０月～本年５月２５日（定
例総会当日）までに年会費（３００
０円）入金済みの会員の方とご家
族は無料です。その他の方は（会場
受付にて）一名１０００円申し受

閉会

１６：００

けます。

定例総会のお知らせ
第７回

Ｑ、わが国に おける乾 癬の発
症動向はどうでしょうか。

引き金となって発症すると言われ

の環境的素因が加わり、それらが

事、ストレス、薬剤、感染症など

Ａ、
「患者数は、難病指定ではあ

の合併報告はありますが、内臓に

ものがありますか。

ステロイドとの差が縮まるものと

ただ、この統計は乾癬学会の会

思われ ます。

法がありますが、一九九九年の日

員を対象としたもので、乾癬を専

Ａ、
「治療には局所療法と全身療
本乾癬学会による新規の登録患者

門とする施設のデータですので、

必ずしも全国の平均を表している

の内訳では、局所療法ではステロ
イドの外用剤、活性型ビタミン

イド、シクロスポリン、内服ＰＵ

イド（ビタミンＡ誘導体）
、ステロ

は有効ですが、長期外用しなけれ

Ａ、
「ステロイドは乾癬の治療に

Ｑ、ステロイ ド外用剤 と比較
するとビタミン 製剤の優れた
点は どう いう とこ ろで すか 。

とは言えないかも知れません。」

ＶＡ療法などがあります。尋常性

ばならない場合に、皮膚の萎縮、毛

療法（中波長紫外線療法）もあり

乾癬の全身療法は、レチノイド、シ

細血管の拡張など局所的な副作用

があることや、全身的には、経皮

を抑制するという点などが問題で

間使用していますと、効果が弱く

吸収された場合に副腎皮質の機能

Ｑ、局所療法 の最近の 傾向は
どうですか。

す。また、同じステロイドを長期
使用状況の二〇〇〇年と二〇〇一

製剤 は、ステ

なり 、中止 した 時に 増悪 し ます 。

一 方、ビタ ミン

ロイドに比べて皮膚自体に対する

製
剤が三七％程度でしたが、二〇〇

副作用が少ないことが特徴の一つ

です。乾癬の治療に当たっては、患

者のＱＯ Ｌの改善 から考 えると、

製剤 が四 〇
％程度に伸びています。また、こ

長期に使ってもできるだけ副作用

が少ないこと、患者自身が毎日通

院しなくても自宅で治療できると

製剤 二品 目
が発売され、二〇〇二年の統計で

いう点で外用療法は非常に重要で

しい 高濃 度 ビタ ミン

の 二 〇 〇 〇 年 と 二 〇 〇 一 年 に、 新

に減 少し 、ビタ ミン

一年はステロイドが七五％ぐらい

ロイ ドが 八 〇％ 弱、ビタ ミン

年の比較では、二〇〇〇年はステ

Ａ、
「ステロイドとビタミン

の

ます。一方、全身療法ではレチノ

クロスポリンが中心となります。」

ＰＵＶＡ療法（光線療法）
、ＵＶＢ

の外用剤が使われています。また、

D3

製剤が更に伸びて、

はビタミン
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D3

D3

りませんので、希少難治性疾患に
指定されている膿疱性乾癬を除き

影響 を与 える こと は あり ませ ん。

D3

D3

ています。関節炎とかブドウ膜炎

ますと正確な数字は分かりません

痛めず、しかも長期に行えるよう

従って、治療の面では、内臓を

計一〇万人程度と見られています。

な治療が重要になります。副作用

が、日本では一〇〇〇人に一人、合
患者数は近年徐々に増え、皮膚科

を起こさず、患者のＱＯＬを損な

療が行われています。」

ロールすることに目標を置いて治

わないように皮膚の症状をコント

を受診する患者数は増加傾向にあ
ります。
原因自体はまだ十分に解明され
ていませんが、体質の面につきま
しては遺伝子の研究が進められて

Ｑ、乾癬の治療にはどのような

D3

D3

今回は「乾癬の外用療法
に有効なビタミンＤ３製
剤」について、日生病院
皮膚科部長、
東山真里先生
にご説明して
頂きました。

います。その体質的な素因に、食

D3

乾癬
ＱＡコーナー

Ａ、日本国内では、現在、
（商品

Ｑ、ビタミン 外用剤開発の
経緯について教えて下さい。

Ａ 、「 商 品 名 オ キ サ ロ ー ル 軟 膏

が、その特徴などを説明して頂
けませんか。

に有効 な薬 ですの で乾 癬の 治療薬

リング など の注意 が必 要で す。高

的な血 清カ ルシウ ム濃 度の モニタ

剤は約八割の患者

厚くなります。そして、鱗屑が剥

て表皮が厚くなり、表面の角質も

比較しますと、正常な皮膚に比べ

尋常性乾癬では、正常な皮膚と

導の作用、抗炎症作用があります。

用以外に、細胞増殖抑制や分化誘

作用は、カルシウム代謝調節の作

の薬理

Ｑ、ビタミン 外用剤のはど
うして乾癬に有効なのでしょう
か。

まくいきません。そこで高濃度の

ウム血症を引き起こし、治療がう

が、大量に服用しますと高カルシ

は内服薬で効果が検討されました

されて開発が行われました。最初

ものですが、これらの作用が注目

ので、歴史的にはまだまだ新しい

にも効果があることが判明したも

療のために投薬したところ、乾癬

もともと大阪大学で骨粗鬆症の治

い製剤です。」

顔面に も使 用でき 、より使 いや す

ないと 言わ れてい ます 。そのた め

膏はド ボネ ックス 軟膏 に比 べて少

のです が、商品名 オキ サロー ル軟

したり かゆ みが生 じる こと がある

時に刺 激症 状のた め外 用部 が発赤

れてい ます 。ドボネ ック ス軟膏 は

す。更に、皮膚刺 激性 の面で も優

によりそれ以上と言われていま

択できる日も間近です。）」

す。症状に 応じ て種々 の製 剤を 選

軟膏が 本年 中に発 売さ れる 予定で

用剤と して 高濃度 ボン アル ファー

濃度ビタミン

んでは 三ヵ 月間を 目安 とし て定期

症の患者でも、外用療法は必ず併
名ボンアルファー軟膏）、（商品名

されて まだ 時間が 経っ てい ないた

として 大い に期待 でき ると 思いま

す。内服による全身療法をする重
用しますので、軽症から重症の全
ドボネックス軟膏）、（商品名オキ

め、私自身 はそ れほど 多く の症 例

す。

がれ落ちる現象が起きます。また、

ビタ ミン

剤ですが発売

ての症例で自ら行う療法となりま
サロール軟膏）の三種類のビタミ

に使用 して いませ んが 、効果は ド

真皮の乳頭層に毛細血管の増生が

めに外用剤が開発されました。そ

も高濃度ビタミン

す。
」
製剤が使用 されてい ます。

あり、血管が拡張し赤くなります。

れぞれに濃度の差があります。高

ビタミン 製剤につきましては、

を皮 膚に 作 用さ せる た

剤で ある ドボ ネッ

Ｑ、 （商品名オキサロール軟
膏）の副作用について教えて下
さい 。

D3

ン

その血管から、リンパ球とか好中

濃度 ビタ ミン

Ａ 、「 注 意 す べ き 副 作 用 と し て

剤外

球などの炎症細胞が出てきて、血

クス軟膏は、欧米では乾癬の第一

は高カルシュウム血症がありま

ますが 、オキサ ロー ル軟膏 の方 が

（ 追 記 … 第４ の ビ タ ミ ン

管の周囲や表皮内に集まってきま

選択薬として広く使われています。

す。ドボネ ック ス軟膏 でも 高カ ル
す。」

ｇ の 範 囲 内 に す る こ と 、・

頻度が 高い ようで す。・使用量 を
一日

Ａ

ボネッ クス 軟膏と 同等 また は症例

す。そのような慢性の炎症と表皮

国内でも発売後多く使用されその

シュウ ム血 症をお こす こと があり

態で す。活性 型ビ タミ ン

細胞の細胞増殖を抑制し角化の異
常を改善します。また真皮の炎症
も抑えます。
」

広範囲 に皮 疹がで きて いる 患者さ

Ｑ

Ａ、「 活性型ビタミン

の肥厚が持続することが乾癬の病

有効性はすでに認められていま

D3

D3

は表 皮

D3

乾癬についてのご質問
がある人は、編集局まで
お寄せ下さい。毎号いく
つか選んで、相談医の先
生方に紙上でお答えして
頂きます。

D3

D3

Ｑ、三番目の製剤として、オキ
サロール軟膏が発売されました
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＝ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ＝
かけはし

乾癬の会の愛称について

愛称は

「梯の会」に決定しました

「梯（かけはし）の会」趣意・報告書
当会発足時からの懸案でありました大阪乾癬患者友の会の愛称が決まりました。
これまで、
多くの愛
称をご提案・推薦いただきまして感謝申し上げます。
友の会ホームページなどでも、
仮投票のような形
で、
推薦、
投票などして頂きましたが投票上位の愛称に的をしぼり、
最終的に友の会の幹事会で慎重に
検討の上決定致しました。かけはしの由来は広辞苑によりますと、
「掛橋」
「架橋」
「懸橋」
「桟」
「梯」な
ど当用される言葉がたくさんあります。
いずれも、
英語ではブリッジに相当する言葉ですが、
さらに、
「は
しわたし」
や
「とりもち」
「なかだち」
など良好な人間関係を結ぶ意味での広義な使い方がされています。
念のため、ヤフー検索エンジンで「かけはし」を検索いたしました。何と１万件近くヒットしたのには
驚きました。多くの交流組織や会に『かけはし』という愛称が広く使われていることに、この言葉のも
つ何ともいえぬ優しさと希望の響きを感じています。このように、多くの人々が「かけはし」というこ
とばに寄せる気持ちが私たちも多くの点で共感するところがあります。
大阪乾癬患者友の会もよく考え
ますと、
乾癬という病気に心ならずも侵され、
永く孤独と焦燥の気持ちにさいなまれてきた私達が、
友
の会に出会うことで、
閉ざされていた心に希望の明かりを燈してくれたやすらぎの場でした。
その意味
で、
「かけはし」ということばが、私たち患者と患者、患者と家族、患者と医者、患者とナース、患者と
ボランテアのみなさんをつなげる橋渡しの場としての希望に満ちた出会いの場をあらわすにもっともふ
さわしい愛称と結論付けました。また、他の多くの「かけはし」の愛称をお使い中の諸会の皆さんの会
と区別するために正式愛称としては木へんに弟と書く
「梯」
を採用することになりました。
「梯」
に子を
つけて梯子（はしご）とも読みますが、まさに会員どうしの「はしわたし」やより一層の治癒の成功を
手助けをする
「はしご」
の役目をも果たす会でありたいと願っております。
今後友の会は正式には従来
どおり「大阪乾癬患者友の会」そして愛称として

梯（かけはし）の会として、出発いたします。最後

に、このすばらしい「かけはし」愛称を提案して頂いた姫路の友の会会員ご夫妻に、ご提案採用のご報
告を兼ねて、
この場をお借りして心からお礼申し上げます。

学

会

情

報

な

ど

○ 第１８回日本乾癬学会

○ 第１０１回日本皮膚科学会総会
会期：２００２年６月７～９日

日程：未定

会場：熊本市

会場：未定
主催：岐阜大学医学部皮膚科学教室
岐阜県岐阜市司町40

○ 第１７回日本乾癬学会

学習会の開催は未定です

日程：2002 年 10 月 11 ～ 12 日
会場：鹿児島県屋久島
主催：神埼

保 (鹿児島大皮膚科）

学習会を開催いたしますが詳細は未定です
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★編集局の方では皆さんの原稿を募集しています。乾癬に
ついての自分の体験、自分が行っている治療法、日常生活
で心がけていること、乾癬治療に役立った事、その他何で
も構いません。エッセイ・詩・短歌・俳句などもぜひ投稿
してください。お待ちしています。
★「Ｐｓｏｒｉａ Ｎｅｗｓ」では「乾癬Ｑ＆Ａ」コーナーを設けています。症状や治療法、
薬など乾癬に関する質問がありましたら編集局までお寄せ下さい。
代表
的な質問などを選んで、
相談医などの先生方に会報上で答えて頂こうと
考えています。
★「大阪乾癬患者友の会」の幹事会は全て会員や相談医の方のボラン
ティアで成り立っています。
会では幹事になって頂ける方を募集してい
ます。幹事の人数が少なくて大変困っています。自分のやれる範囲でも
ちろん結構ですから、ぜひお手伝い下さい。お待ちしています。
★「大阪乾癬患者友の会」のホームページがあります。役に立つ情報が
満載です。ぜひ御覧下さい。↓
ホームページアドレス

http://derma.med.osaka-u.ac.jp/pso/
東京地区乾癬患者友の会が発足
◎事務局所在地
東京都中央区明石町 9
聖路加国際病院皮膚科外来
◎指導母体
東京逓信病院皮膚科・江藤隆史先生
聖路加国際病院皮膚科・衛藤光先生
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座・上出良一先生
◎ホームページ
http://www.kansen.info/
◎設立総会・学習懇談会
日時：5 月 19 日（日）午後１時より
場所： 東京逓信病院 管理棟５階
講堂
申込み：東京地区乾癬患者友の会事務局へ
Email ＝ info@kansen.info
(以上ホームページから抜粋させて頂きました）

会員の皆さまへ

会費納入のお願い

年会費を下記の要領で徴収させていただいております。より充実した会の運営のため何卒、ご理解
のほど宜しくお願いいたします。
会
費：年間 ３０００円
納入方法：郵便振替
納入期限：毎年３月末日までに納入お願いします。振込用紙に必要事項を記入のうえ郵便局の振
り替え口座に振り込みをお願いします。 会費につきましては、未納の場合、自動的に退会となりま
す。受領書は会報発送時に同封いたしますが、振り込み用紙の領収証を保管願います。
大阪乾癬患者友の会(会長
550-0012

森豊彦）
事務局

大阪市西区立売堀 6 丁目 3 番 8号

TEL 06-6543-3581 Ext.159

日本生命済生会附属日生病院皮膚科内

FAX 06-6543-3418

psoadmin2@derma.med.osaka-u.ac.jp
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