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第 10 回学習懇談会

岡田

のご理解が進み種々のご支援を
いただけるようになったことで
しょうか。
大阪乾癬患者友の会ではこの
間、会員の皆様により多くの的
確な情報を提供することを主眼
として活動を行ってまいりまし
た。この五年間でそれなりの情
報発信ができたものと自負して
います。しかし会員の皆様のＱ
ＯＬをより良くするには、病気
に関する情報とともに会員同士
の交流がまた重要な問題となっ
ていると思います。
この先の五年では会員の皆様
同士の交流をより進めることが
できるような活動を増やしてい
く必要性を感じています。これ
から皆様と相談しながらできる
ことから活動を増やして行きた
いと考えています。平成十五年
度末に大阪府の吹田地区にて発
足した地域の患者会活動を支援
させていただくのを皮切りに模
索していきたいと思っていま

会長

会発足六年目を迎えて

本会は一九九八年十二月に発
足し今年度は六年目を迎えよう
としています。この間会員の皆
様の御支持により多くの活動を
行い、多々の乾癬の情報をご提
供していくことができて幸いに
思っています。
会発足五年を節目に、五周年
記念誌をまもなく発行いたしま
す。内容は既発行の会報を中心
といたしますがその他有用な記
事を追加した形を取るようにし
て現在編集中でございます。次
号会報発送までに完成させる予
定です。
五年間の当会の活動を振り
返って見ますと、五年の歳月の
うちに大きく変わった事が多々
ございます。まずは乾癬の治療
法が多くのビタミンＤ３外用剤
の開発により様変わりしたこ
と。患者会関連では、全国の患
者会が東京、石川、愛知、
（大分）
に発足したこと。さらには乾癬
学会等で医師側の患者会活動へ

す。但しこのような活動は会の
幹事の働きも重要ではあります
が、それにも増して会員の皆様
のご要望、ご発案、ご支援等が
不可欠です。会員の皆様ととも
に歩み発展させる会を目指して
今後の活動を進めたいと思って
います。これから会報等を通じ
て幹事会で討議した内容等をも
皆様に広報させていただくよう
にするよう考えています。これ
とともに会員皆様のより積極的
な患者会への働きかけをも期待
しております。
皆様何かとお忙しいと思いま
すが、会のためにご協力いただ
ける些細なことでもございまし
たら是非お申し出ください。会
員の皆様の小さな力を結集させ
てより大きな力とし今後の患者
会活動を盛り上げて行きたいと
考えています。
会の運営には何かとご不満な
点も多々あると思いますが、会
員の 皆 様 の 叱 咤激 励 の 積 極 的、
建設的なご意見をお待ちしてい
ます。会員の皆様の積極的なご
参加を切に願っております。皆
様とともにより良い患者会を運
営するとともに会員皆様の病気
の状態が回復するようになるこ
とを期待して筆をおきます。
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第十回学習懇談会開かれる

井先生はもちろん現代医学の乾
癬に対する治療、ステロイドや
ビタミンＤ３による投薬、紫外
線療法や免疫抑制剤の効果や必
要性を十分認めつつ、乾癬 ひ
(
いてはあらゆる病気）におい
て、最も基本的かつ重要な問
題、
「食」について豊富な事例を
用いて非常に丁寧な講演をして
頂きました。さらに漢方薬の治
療についてもわかりやすいお話
をして頂きました。薬や最先端
の治療も大切ですが、まず第一
に私達の食生活を今一度根本的
に見直す必要があるのではない
かと痛切に思った人も少なくな
かっ た の で は ない で し ょ う か。
肉や脂中心の食生活は必ずしも
体の健康に適切とはいえないこ
と、質素といわれているいわゆ
る野菜や魚・穀物中心の和食が
体には極めていいこと、これら
は私達も日常的には何となく分
かっ て い る よ うな 感 じ で す が、
石井先生から乾癬患者の治療と
絡めて具体的にお話をして頂
き、いかに食べ物と病気が密接
に関連しているかを再認識させ

られたと思います。講演記録は
この後に収録してありますの
で、ぜひご覧下さい。
講演の後は、石井先生を始め
として、本会の相談医である日
生病院東山皮膚科部長、阪大名
誉教授吉川先生、小林皮フ科ク
リニック（大阪阪急三国）小林
院長、阪大皮膚科樽谷講師に壇
上に来て頂きまして、恒例の質
疑応答コーナーの時間を設けま
した。会場からは熱心な質問が
たくさん出ていました 質
( 疑応
答も収録してあります）。
三時から会場で懇親会が行わ
れ、各地から来られた皆さんと
交流を深めることができまし
た。臨時の医療質問コーナーも
設けられ、先生方が応対。色々
な質問に丁寧に答えて頂きまし
た。
今回の総会も無事盛況のうち
に終えることができました。ま
た次回の再会を期したいと思い
ます。最後に会の開催に当たっ
て色々と尽力していただいた多
くの方々にお礼申し上げます。
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「食」の重要さを再認識
昨 年 の 十 一 月二 十 九 日（土 )
の午後から、大阪市西区の日生
病院別館一階講堂にて、第十回
学習懇談会が開かれました。十
二時よりの受付の後、一時より
学習会を開始しました。岡田会
長の挨拶の後、大阪乾癬患者友
の会副会長の森氏より、まず会
員体験談がありました。森氏
は、尋常性乾癬になった経緯か
ら、病院巡り、様々な治療、現
在の状態などをスライドを交え
て丁 寧 に 話 を して 頂 き ま し た。
また大阪乾癬の会の立ち上げか
ら現在に至るまでの経緯を、御
自身初代会長として実際に非常
な努力をされてきたことをお話
しして頂きました。森氏は現在
完治と言えるぐらい良好な状態
を得られており、多くの患者様
方には大変希望の持てる話では
なかったでしょうか。
また一時からは今回の中心で
ある 医 療 講 演 が行 わ れ ま し た。
今回は大阪市立大学医学部皮膚
科教授の石井正光先生に「尋常
性乾癬の食と漢方治療」という
題で講演をして頂きました。私
達は治療や薬と言えばいつでも
現代医学の最先端による分野の
みに関心が行きがちですが、石
総会会場風景

第 10 回学習懇談会より

今回のテーマ

会場の日生病院

医療相談コーナー(懇親会会場）

お世話になった日生病院

医療相談コーナー(懇親会会場）

小田様に御礼

医療相談コーナー(懇親会会場）

懇親会の様子

懇親会の様子
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学習懇談会講演

「 尋常性乾癬の食と漢方治療」
石井

正光

書いてありますでしょう。これは
学会で受けが悪いのです。よかっ
たですよという話をしても、たま
たま でし ょう とい う考 えの 先生 が
結構おられるということと、それ
から一時的に少しよかったので
しょう、少しいいのでしょう、補
助療 法で すね とい った 考え の先 生
が圧倒的ですね。僕は違います。
違うけれども、もう学会で言って
もそ のこ とは 通じ ない なあ と思 っ
て、ほとんど学会発表もしていな
いのですが、結局患者さんを治す
ということは、自分がずっと見続
けて、頭の中でどう思っているか
ということに帰結します。結構診
ていますからね、これでも二十五
才で出てから、四年は基礎におり
まして、二十九才から患者さんを
診続けています。その時から乾癬
は非 常に 大き なテ ーマ とし て頭 の

中にあり続けています。どうやっ
てきたかと言いますと、大したこ
とはしていないのですけれど、こ
この 会は 吉川 先生 がお 作り にな っ
て、東山真里先生にこういう事を
して頂いて、大変素晴らしい会と
思っております。今日ここで喋ら
せて頂くのも、実は僕自身の経験
論に過ぎないというふうに思っ
て、やって頂く必要があるのです
ね。論文になったりしていない
し、ＥＢＭとして発表もされてい
ないので、申し訳ないのですが、
頭の 中で 乾癬 の患 者さ んは こう い
うふ うな のが いい ので はな いか と
私が 思っ てお りま すこ とを お伝 え
致しまして、そういう面からもお
考え 頂く のが いい ので はな いか と
思っ てお 話 させ て 頂き ま す。
こ の方 は僕 が研 修医 にな って す
ぐに受け持った患者さんです。三
十才 ぐら いの 女性 の方 で全 身紅 皮

症の方でした。全身を治すために
入院して頂いて、ＯＤＴという全
身を ステ ロイ ドで くま なく 覆っ て
ラップする方法なども、これこそ
全身 を覆 える とい った 方法 を考 え
て喜んでいたのです。それをやれ
ば引くのですが、取ればたちどこ
ろに反跳して真っ赤になります。
部分的に残して、その後覆ったら

いいと、元はこのような形で全身
この よう な状 態の 方だ った です け
れど、ステロイドなどで覆うのは
うまくいかない。あと光を当てた
り、その頃ゲッケルマン療法とい
うのがありましたので、それを
やったりしていたのですが、少し
も治ってくれないものですから、
入院させ、治す約束をしていまし
たので、困り果てて漢方薬の先生
の所へ連れて行くことにしまし
た。京橋で開業されておられた山
本先生の所へ連れて行きますと、
先生 はふ にゃ ふに ゃと 処方 を書 い
て、
「これを飲ませておきなさい」
と言って処方を頂きました。生薬
を切り刻んだもの、それと「四つ

4

大阪市立大学医学部皮膚科教授

大阪市大皮膚科の石井です。今
日は 患者 様の 会と いう こと でお 話
しするのを楽しみにしておりま
す。なぜかと言いますと学会で話
して もも う一 つ受 けが 悪い ので す
ね。さっき書いてありますよう
に、僕の話は食事とか漢方薬とか

石井正光先生

足を食べたらだめですよ」と言わ
れました。四つ足って何だろう？
とよ く考 えた ら牛 とか 豚の こと か
なと思いましたが、その頃はそう
いう こと はあ まり 言わ れて いま せ
んでした。一応言うことを聞い
て、四つ足を禁止して二つ足だっ
たらいいのか 二
( つ足というのは
鶏 の こ と で す け ど ）、 そ れ は 少 し
分かりませんでしたが、病棟で
ずっ と漢 方薬 を焚 き続 けた わけ で
す。病棟で臭いがして嫌がられな
がら焚いていまして、長い間入院
されて、きれいになって医局員一
同「ああこれで治ったなあ」とい
うことで驚いて、しかしあまりに
ひどかったので、五ヶ月ぐらい入
院されたでしょうか、五ヶ月と
いったら長いですよね。五ヶ月ぐ
らいになったかと思います。治り
まして、これはいいのではないか
ということになって、医局の先生
もそ の先 生の 所に 習い に行 くと い
うことになりました。僕自身は習
いに行く時間がなく、習いに行っ
ている先生に習いながら、漢方薬
の治療をしようという決意をした
わけ で す 。
これは少し古いスライドで、あ
たふたと持ってきたので…。乾癬
の治療と言いますと、ステロイド

を塗 った り飲 んだ りと かＰ ＵＶ Ａ
療法とかＵＶＢの照射とか、ビタ
ミン Ａ誘 導体 の内 服と かサ イク ロ
シス ポリ ンと か皆 さん 飲ん でお ら
れるもの、あるいはビタミンＤの
外用が一般的だと思いますが、漢
方治療ということについても、ど
れぐ らい 価値 があ るか 考え てみ よ
うというお話になるかと思いま
す。漢方というのは、僕が思うに
は、その時は知りませんでした
が、僕の先生は「四つ足を食べた
らだめ」を前提にしておられまし
たので、食についての注意＋漢方
薬という形、合計で全部なのです
ね。合計しなければ、漢方薬だけ
飲ん でも 治る かと いう とそ うは い

きません。元々医食同源の考えが
入っているでしょう。食べ物と投
薬を 同時 に行 わな けれ ば効 果は 出
ない、そう考えて頂く必要がある
と思 い ま す。
少し前、姉妹の方が来られまし
た。ずっと乾癬で困っていて「食
事の注意はしています」とおっ
し ゃ る の で す 。「 肉 な ど は 食 べ て
いません」とおっしゃるので、そ
れで は漢 方薬 だけ あげ まし ょう か
ということであげてみました。漢
方薬をあげてどれぐらい効くの
か、漢方薬の力だけがわかると思
いあげてみました。三ヶ月漢方薬
を飲んで頂いて、どのようになっ

たのかというのがこれです。これ
三ヶ月後だったのです。だから食
べ物 がそ のま まで も漢 方薬 を飲 ん
で効く人もいる。効く状態を作ら
なければ効きませんよ。今の方は
大してひどくないですね。大して
ひどくないから効く。もっと軽け
ればもっと効きやすいでしょう。
病気というのは全てそうで、大変
ひどい状態の時から、例えば全身
真っ 赤に なっ たら どこ まで ひど い
かわからないでしょう。だから軽
い状 態を 作れ ばま すま す治 りや す
い。病気は本質的にそういうふう
なものです。これぐらい治りまし
た。
この写真はその方の足ですが、
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足はこれぐらいです。もう一人妹
さんです。妹さんは軽くあまり全

身に出ていませんね。ここと膝の
下です。漢方薬だけ飲んで頂くの
を姉 妹の 方に やっ てみ て治 りま し
た。漢方薬には力があるというの
を実感したのはこういう例です。
習い に行 った 高橋 先生 と一 緒に 頑
張って、山本巌先生に習ってです
ね。決まり切った処方しか使いま
せんでしたが、その頃先生がおっ
しゃ った 通り やっ てみ よう とい う
こと でや って みた のが こう いう も
のですね。漢方薬で数年間の患者
さんを集めてみて、その頃どうす
れば 漢方 薬が 効い たと いう 証明 を

するのが難しいと思っていたの
で、ではステロイドがどれだけ減
るか とい うこ とも 効果 があ った か
どう かに 入れ よう では ない かと 高
橋先生と相談しました。ステロイ
ドがどれぐらい減ったか、ベリー
スト ロン グか らス トロ ング に落 ち
ることができたか、量がどれぐら
い減ったか、そういったことを加
味して、
「著効」
「有効」
「やや有効」
「 無 効 」 と か を考 え て や り ま し た
所 、 大 変 良 か っ た わ け で す 。「 著
効」が五十というのはすごいです
よ。有効三十、無効二十一、悪化
ゼロで、有効率は非常に高かっ
た。これをどこかの学会で高橋先
生が発表したのですけれど、反響
はありません。それは一時的で
しょうとか言われておしまいで
す。それ以後あほらしくなりまし
て発表をやめたのです。言っても
仕方がないということになりま
す。
例 えば この 方は こん な状 態で す
ね。治っています。漢方薬の名前
とい うの はい ちい ち言 って も仕 方
がないのですが、その時先生が教
えてくれたのは「温清飲（うんせ
い い ん ）」「 桂 枝 茯 苓 丸 け
( いしぶ
く り ょ う が ん ）」 と い う こ と で や
りました。僕らの先生はこれとい

うのにこだわらずに、この中の一
つ一 つの 薬草 成分 を自 由自 在に 多
くしたり少なくしたり、あるいは
他の 成分 を十 ほど 足し たり 入れ た

りしていました。加減といいます
か、足したり引いたりが自由自在
に出 来な けれ ば漢 方医 とし ての 資
格がないと思っていらっしゃるの
で、一つ一つの薬草の働きをよく
知って、足したり引いたりして、
その 人用 に作 り上 げる とい うの が
漢方の趣旨ですので、その先生は
そうされます。しかし僕らはエキ
スしか使えない漢方医です。決ま
りき った もの をポ ンポ ンと 併用 し
てど れぐ らい とい うの をや って み
ました。結果は良かったですとい

うこ と に な り ま す 。
こ の方 など もず いぶ んい いで す

ね。この方はステロイドなしでい
けるほどよくなりましたね。でも

もう 治っ たと 思っ て元 へ戻 せば 元
の木阿弥です。そうならないため
には その 生活 を続 ける とい う事 が
大事だと思っていますけれども、
とり あえ ずは この 方は 非常 にい い
です。今の処方だけよりも「通導

散」という処方を加えるともっと

よくなるというお話だったので、
やっ てみ たと ころ もっ と効 くよ う
になりました。例えばこの人は最
初の 二剤 では 効か なか った ので す
が、もう一剤加えることによって
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きれいになられたですね。やって
いる治療はほとんど一緒で、きつ
いステロイドにするか、ゆるいス
テロイドにするか、ゆるいステロ
イド にな って いっ て治 って いる と
いう 状態 をで きる だけ 作る よう に
しています。きついステロイドに
していては全く評価できないで
しょう。ゆるいステロイドにし
て、なお効くかどうかを見るわけ
です。僕らの先生は内科の先生で
すけれど、皮膚の病理の所を見て
いたりして、病理的にはここをど
うするか、これは尋常性乾癬の皮
膚の模型図なのですが、血管とか
ずっと増えて伸張して、あるいは
皮膚 が分 厚く なり やす いと いう 事

から、それを漢方的に読み解い
て、どういう薬にするか決めれば
よいとおっしゃるわけです。
ちょっと難しいですけれど、結局
の所 どん どん 分厚 くな って くる と
いうので、慢性でふくれ上がって
赤いという事から、お血症状があ
ります、というふうに読み解きま
した。お血症状というのは血液の
滞り、例えば静脈系の全身的な
ウッタイですとか、あるいは毛細
血管 が伸 びて 伸び て仕 方が ない と
いう病態と考えています。それか
ら皮膚はカサつく、それから全体
に赤くて熱がある。これだけのも
のに 対す る治 療を 表面 的に は行 い
ましょうという事になりました。
お血がひどい人というのは、皆さ
ん帰 って から 鏡で 舌の 裏を 見て 下
さい、こういう静脈がすごく見え
る 方 、（ 普 通 は ほ と ん ど 見 え な い
と 思 っ て 下 さ い ）、 静 脈 が 舌 の 裏
の状 態に ガッ と強 く見 える 方は お
血症状が強いと思われ、お血を治
す薬というのを飲まれると、どれ
くらい効くかわかりませんが、お
そらく乾癬はましになります。こ
の舌 の裏 の静 脈の 状態 とい うの は
すごく大事なものと考えていま
す。乾癬に使う漢方薬について
は、
「温清飲」は熱を取り去って皮

膚をしっとりさせる処方です。
「黄連解毒湯 お
( うれんげどくと
う 」
) は熱を取り去る処方です。
「柴苓湯」はむくみ・皮膚がふくれ
上が って いる のを 取り 去る もの で
す。
「桂枝茯苓丸」は血流を改善し
お血を取り去る、これは強烈なお
血を取り去る漢方薬です。そう
いっ たも のに 使う とい うこ とに 対

してやってきたわけです。一応駆
お血剤というものを、お血を治す

漢方薬、そういうのに効くのでは
ないかとずっとやってきていま

す。
他に駆お血剤を使って、強皮症
やケロイド、肉芽腫なども治るよ

うに思っています。これは今言っ
たも の以 外の 漢方 薬の 使い 方と し

て、この方は糖尿病があって乾癬
を起こしやすくて、十年ぐらい前
から全身に皮疹が出てきた。近所
で乾 癬と 言わ れて ビタ ミン Ｄ３ の
外用、抗ヒスタミン剤、抗アレル
ギー剤、
「温清飲」も飲んだけれど
も治 らな いと いう こと で紹 介さ れ
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ました。手がこのようですとか、
足がこのようですとか、非常にひ
どかったのです。この方は便秘症

がすごく強いのです。
「便秘」など
関係 ない と思 って おら れる 方が あ
るかもしれませんが、お血を作る
ということについて、便秘はすご

年数

皮疹なし
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く悪いのですね。便秘がないこと
は非常に重要だと考えています。

皮疹あり

したけれども 、
) 今までダメだっ
たのが随分治ってきました。便秘
もなくなりました。そういった形
で こ の 方 は き れ い に な っ て 、「 補
中益気湯」で効いたのだと思いま
す。こういう変わったものも応用
編で出来ます。体のどこか悪い所
を色々な事で治して、全身の調子
を整 えて 治す とい うこ とも 乾癬 に
大事な事と思います。これもそう
です。尋常性乾癬の方は、なった
り治 った りで 大し たこ とな く過 ぎ
る方もおられると思いますが、こ
うい う方 はあ まり 悪化 方向 がな く
て、一年二年過ごしてまあ大丈夫
という方もおられて、まあ軽い方
なら それ でい いか と思 いま すけ れ

健康度

便秘 を治 さな けれ ばな らな いの に
治っていないですね。非常にバイ
菌に弱くなり、バイ菌に弱いと乾
癬は非常に悪化しやすいですね。
のどが腫れやすいとか、どこどこ

にバイ菌の巣があるとか、そうい
うのは悪化しやすいですね。バイ
菌に 強く なっ てお 腹の 調子 もよ く
なって体が強くなって、と言う形
で乾 癬を まし にし てし まお う方 針
で、駆お血剤、糖尿病に使う漢方
薬、それから腸を動かしてくれて
免疫を高める薬、そういったもの
を足しますと 抗
( 生物質も使いま

病勢

皮疹あり

年数

健康度

皮疹なし

ども、例えば三十代・四十代・五
十代 で出 てき たと いう 事に なり ま
すと、生活習慣病的な面も非常に
強いという事になると思います。
今ひ どい と思 って いら っし ゃる 方
も十 代の 時は この あた りに 病気 が
あったのだと考えます。十代の時
から 何年 か経 つ内 に段 々病 気が 出
やすくなって、最初体に普通の出
方ですと、腕に少しとか、背中に
少しとか、膝に少し出たという事
で、ステロイドを塗るとすぐに治
まると思いますが、年数が経つ内
に段々とひどく悪化してきて、全
身に 広が った とい うよ うな 方は 多
いの では ない かと 思う ので すけ れ
ど。段々ひどくなってきたと思っ

ておられる方、どれぐらいおられ
ます か？ 手挙 げて 頂け ます ？結 構
おられますね。段々ひどくなると
いう事は、ステロイドにすると
段々 きつ いの を塗 って いか なけ れ
ばならないし、ステロイド塗るだ
けではおさまらなくて、ステロイ
ド＋ ビタ ミン Ｄを 塗っ ても うま く
いかない事もあるかもしれない。
そうすると免疫抑制剤を飲まなけ
ればならない、あるいはレチノイ
ドを飲むとか、そうなりますね。
レチ ノイ ドを 飲ん でも っと ひど く
なってきたという事であれば、免
疫抑 制剤 も併 用し よう かと いう 事
になってきますね。だから段々ひ
どく なる とい うの はよ くな いと い
う事になります。段々ひどくなる
というのは、僕は生活習慣的な面
が強いと思っています。なぜなら
遺伝的素因、自分のなりやすさと
いう もの はあ まり 変わ らな いで す
ね、生まれつき私はアトピー素因
がありますが、アトピー素因がど
んどんひどくなって、常にアト
ピー性皮膚炎が出ていたり、喘息
が出 てい たり する かと いう とそ う
はなりませんね。今も自分で注意
していますから何も起こりませ
ん。乾癬の方ももし出ていなかっ
た時の状態を復元できるならば、

治る 可能 性は 非常 に高 いと 思う の
です。遺伝的なりやすさのという
のは もち ろん 色々 な病 気に あり ま
す。乾癬以外のどんな病気でもな
りやすさの上に、後天的な事が重
なってなってくるわけですね。後
天的な事というのは、五年、十年、
十五年、二十年続けてやった事
が、遺伝的素因の上に積み重なっ
てそ れが 百％ を越 えれ ば発 病し て
くるわけです。だから論理的には
元へ戻せるという事になります。
もし 変え る事 が出 来な いほ ど異 常
な事 が起 こっ てい なけ れば 変え る
事が 出来 るは ずと いう ふう に考 え
て、頑張ってみようかという元が
できるわけですね。遺伝的な素因
が強 いか らな って いる とあ きら め
るのは間違いだと思います。後天
的な部分をなしにして、病気がな
かった時に戻る事ができる、そう
いうふうに考えています。段々悪
くなる事について、何とかしなけ
ればいけませんね。僕はそれは後
天的なものとしては、色々な事が
あると思いますが、後で申し上げ
ます。
他の例をとって、なぜ病気が悪
くな るの かと 御紹 介し たい と思 い
ます。これは私がまとめたのでは
なくて、名古屋大学の予防医学の

大野 先生 がま とめ られ た日 本の 疫
学調査です。日本中の疫学調査で

変わった病気、珍しい病気につい
て全国調査をしています。たとえ
ば難病、厚生労働省指定の難病に
ついて、それは特発性拡張型心筋
症と いう この 頃心 筋に 対す る抗 体
が原因だとか言っていますが、特
発性間質性肺炎とか、レックリン
グハウゼン症ですとか、強皮症と
か、ここに膿胞性乾癬があります
が、膿胞性乾癬とか混合性結合組
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病勢

織病 膠
( 原病 で
) すとか、ベー
チェット病とか潰瘍性大腸炎、ク
ローン病、突発性難聴とか、後縦
靭帯 骨化 症と いっ た原 因が 不明 と
言わ れる 色々 な疾 患が あげ られ て
います。日本中同時に疫学調査を
行いましたが、生活習慣との関係
を見ますと、例えば膿胞性乾癬の
方は、一番近いからいいのではな
いですか、上向きは悪化因子なの
です。上向きは悪化しやすいとい
う印です。そのことをやれば悪化
しますよ、一年、二年、三年やれ
ば段々悪化の傾向が強まります
よ、そう書かれていると僕は解釈
しています。一応統計上の問題で
す。人によって違うかもしれませ
んし、それがどれくらいの程度か
わかりませんが、朝食を食べない
ということは、一体どういう事が
含まれているかというと、くたく
たに疲れていて朝食べられない、
しんどくて起きられない、食欲が
ない、胃が弱い、色々考えられま
すよね。しかし合計してとにかく
朝食 を食 べな い習 慣の 人は こう い
うことになりやすい。睡眠不足に
ついては、睡眠時間六時間以下の
人は 悪く なり やす いと 書い てあ り
ます。そうすると膿胞性乾癬の方
は、
「よく眠れていますか」
「いや

不眠なのです」とおっしゃるだけ
では 悪化 の方 向へ 向か いや すい と
いうことになりますね。例えば喫
煙では、喫煙するだけで、どんど
ん悪化していくのに、例えば「二
箱吸っています」と言っていた人
に「注意しなければなりません
よ」と言うと、
「先生、この頃すご
く偉いですよ。一箱にしていま
す」と言われるとします。一箱と
いう のは 偉い です か？ 悪化 の方 向
に向かうと書いてありますね。そ
うい う事 でこ れは 空欄 の所 も色 々
な傾向はあるのですけれども、
色々な事が日常生活に影響して
徐々 に悪 化さ せて いく こと があ る
とい うこ と を示 し てい ま す。
次は食べ物ですね。脂が好きと
か、牛肉をよく食べる、ヨーグル
ト・チーズ・バター・マーガリン・
トマトと書いてありまして、こう
いう 肉と か脂 とい った 状態 のも の
が多いと色々な疾患が悪化しやす
いという事が示されています。膿
胞性乾癬は脂と書いてあります
ね、これは確かに教科書にも脂の
多い のは 病気 のも のと 書い てあ り
ますね。これはバターですが、バ
ター が悪 けれ ばも ちろ んマ ーガ リ
ンも悪いし、ヨーグルト・チーズ
などはいいかもしれませんけれ

ど、程度の問題がありまして、こ
れらはおそらく一緒ですよね。こ
れが好きな人はこれも好きだし、
これ も好 きだ し… これ は一 体で す

よね。一体として好きだという事
になるのはあまり良くないです。
ひどくなっていきます。トマト、
好き だっ たら いい かも しれ ませ ん
が、トマトで悪くなる病気もあ
る？えっ、何の事？と思われます
か。強皮症というのは手足が非常
に冷たくて紫色になる病気です
が、手足が冷えるような食物を食
べていると非常に悪いです。循環
障害を起こしていますので、生の
野菜 など を食 べま すと 大変 手足 が

冷えます。それを知らないで毎日
トマ トジ ュー スを 飲む とい う事 は
よくないのだろうという事にもつ
なが って い るか と 思い ま す。

と ころ で予 防因 子と して 下向 き
の矢 印が 出る 物も いっ ぱい あり ま

すが、膿胞性乾癬でも魚・野菜・
人参・ミカンといったものは良く

なると出ていますね。しかも、ど

れも 一緒 で全 部例 外な く下 向き で
す。何をすれば色々な難病が出に
くく なる のか とい うと 一緒 では な
いですか。こう考えると、お茶を
飲む・漬け物を食べる・白菜食べ
る・山菜食べる・魚食べる・干し
魚食べる・蒲鉾を食べる・豆腐食
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べる・人参食べる・みかん食べる
…誰 もが 知っ てい る健 康食 をよ く
食べるという事に尽きています
ね。そういう事をしているのかど
うか とい う事 が乾 癬と 関係 ない だ
ろうと思っていても、ここにも膿
胞性乾癬と書いてあるように、関
係があります。私が医者になる前
は乾癬の患者さんはとても少な
かったそうです。実際の所はわか
りませんが、僕の前の教授などは
乾癬 の患 者さ んが 来た ら見 学に 行
かなければならないくらい珍し
かったとおっしゃっています。だ
から戦前、戦後ぐらいは乾癬は非
常に少なかった。それから日本で
もどんどん増えてきて、欧米型の
乾癬の方が大変増えてきました。
だか ら糖 尿病 でも アト ピー でも そ
うだと思っているのですが、食の
影響というのはすごくあって、欧
米型 の食 事と いう のは 先程 見ま し
たよ うに 悪化 因子 中心 の食 とほ と
んど一緒です。日本型の食という
のは こん な貧 しい 食事 をし てい た
ら欧 米に 負け るよ とか なり 切り 捨
てられた面があると聞いておりま
す。だから戦後は日本型の食をや
めて 欧米 型の 食に 移行 した のは 間
違いない。その事と乾癬の患者さ
んが 増え てこ られ た事 とは 必ず 関

おら れる のか とい うと ほと んど 一
緒なのです。一冊本を見ましたけ

気で はな く長 生き して おら れる と
いう事なので、どんな物を食べて

係があると考えています。もし今
よりも軽くなりたいと思われる
方、僕はこれがいいと思うので
す。
長 寿の 里で あま り太 った よう な
方もいなくて、九十才・百才とい
う方 もい っぱ いお られ て元 気に 働
いておられる。それというのは病

次マイナスで変わりませんね。で
もそ れで やめ て毎 日プ ラス を積 み

す。適当にすると一日頑張っても
次の 日マ イナ ス次 プラ スだ けれ ど

す。強く思わないで適当にしてい
る方 とい うの はい っぱ いお られ ま

なります。だから強めの薬で抑え
ても らっ てい る間 にこ うい うも の
を利 用し て自 分の 力を 蓄え て治 り
やす い体 作り を進 めて いく とい う
事を 毎日 頑張 らな くて はい けな い
と強く思う事が大事だと思いま

てい るう ちに 自分 の免 疫力 とか が
下がりますね。副作用も出やすく

れども、その辺で採れた物、魚・
煮炊き物などで、天ぷらとかフラ

続け たら 一年 経っ たら 三六 五プ ラ
スでしょう。重症の方でも五年

経っ たら 一五 〇〇 くら いプ ラス に
なるでしょう。たった紙一枚でも
一五〇〇枚は大きいですよ。そう
いう形でできるだけ継続して努め
てい くと いう 事の 大き さと いう の
をお知りになればと思うのです。
僕はもちろんエトレチネートを
使っ たり サイ クロ シス ポリ ンを つ
かったりしています。ステロイド
もし ばら く飲 んで 頂い たり して い
る方もあります。その片方でやっ
ているのは、もっと強くなるには
どうすればよいかということで
す。私も子どもの時、小学校も満
足に 行け なか った 虚弱 児童 でし た

イなどはほとんど入らないです
ね。こういうものを食べてニコニ
コと暮らしておられる。そういっ
た生活というのは、今もし乾癬に
お困りならば、本気で治したかっ
たら、根本的にはこういう事を重
視する生活をなさる、昔の日本に
戻っ てみ たら いい と僕 は思 って い
ます。もちろん今の乾癬の重症な
所を抑えるのに現代医学の色々な
治療法は重要ですよ。ステロイド
とか 免疫 抑制 剤と か使 わな けれ ば
なら ない 方も たく さん おら れる と
思います。しかしそれにずっと
頼っ てこ れで 治ま って いる から い
いで はな いか と思 って いる のは よ
くないと思うのです。いいと思っ

ので、どうすれば強い体を作れる
かと いう 事を 常に 片方 で思 って い
たわけです。それをしなければき
つい 薬か ら脱 却す る事 はで きま せ
ん。きつい薬は重要です。また必
要です。今大変なものを抑えてく
れる。しかしそれにかまけて先生
あれ下さいと言っているようで
は、そのうち色々な副作用が出る
でし ょ う 。
脱 却す る方 法と して は全 人医 療
が重要だと思います。全人医療に
も順序がありまして、①は悠々と
した気持ちです。我慢するのでも
悠 々 と 我 慢 を し て 、「 畜 生 こ ん な
のを我慢しなければならない」と

思わず、悠々と我慢をする。自分
の体がこのようだと言っても「病

気そのうち治るわ」と悠々と考え
る、そんな事ですね。②は食です。
漢方 が先 では なく て食 の方 が先 で
す。食はそれほど重要です。なぜ
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それほど重要かと言うと、私ども
の体の七十％は水、三十％は物質
です。全部食べ物と取り込んだ水
から出来ています。そういうもの
をど うい う形 で作 り上 げる かと い
うこ とは とて も重 要な 事に なり ま
す。③は、この食で入って来た必
要十分な成分をどのように動か
し、どのように火を付け、どのよ
うに燃やして、どのように働かせ
るかという観点から、漢方薬が重
要という事になります。その他に
健 康 な 体 作 り 、「 お な か ブ ヨ ブ ヨ
しています」という点と、運動し
て体脂肪を燃やしましょうとか、
ある いは 呼吸 法を して 眠れ ない 自
分を何とかしましょうとか、そう
いった自分のフィジカルな事を
色々 使っ て健 康な 体を 作る と言 う
事も 非常 に関 係が ある と思 って い
ます。
こ れは 現代 人の 食生 活の 特集 で
す。若者は食事嫌いで長々食べて
いて いつ でも お菓 子を 食べ たり し
ている。全然必要な栄養素は入っ
てこない。なぜ食が大事だという
こと を少 し申 し上 げた いと 思い ま
す。こんなものばかり食べている
人がありますね。乾癬の患者さん
でも 外来 で待 って いる うち にこ ん
なも のば かり 食べ てい る人 がい る
真菌

のですよ。それはよくないな、あ
の人 治ら ない なと 僕で も見 てい て
そう思います。健康な人というの
は、緑の人と考えましょう。とこ

アレルゲン

ろが 不健 康な 人と いう のは こん な
ふうに不健康なのです。食の面か
らですよ。食事でどんなに不健康
になるかというと、片方では農薬
とか 添加 物と か環 境ホ ルモ ンと か
食べていますし、片方で過剰な栄
養素が入ってきます。ところが片
方で はビ タミ ンと かミ ネラ ルと か
微量 元素 とか 生理 活性 物質 そう い
うも のが 不足 して いる とい うの が
現代人の姿です。私などがえらそ

うに言ってもきっとこうですね。
現代人はこうならざるを得ませ
ん。それに程度が色々あって、程
度が ひど けれ ば今 ある 病気 は必 ず
悪化します。この程度を先程の緑
人間 に近 づけ ると いう 事が 大切 で
す。そういう考えが食事の考えで
す。例えば食べ物ですが、野菜と
かお米とかを考えるだけでも、毎
日毎日どんなものを食べて、どう
やっ て自 分の 体の 物質 を作 ろう か
なという事を考えるべきでしょ
う。それをこちらの野菜を摂り続
けるか、こちらの野菜を摂り続け
るの かと いう 事に よっ て全 然違 い
ます。お米でもそうですよ。土が
活きていて、何百種類、何千種類
の生き物がいて、モグラもやって
きて、ミミズは土を耕して口から
土を 食べ てお 尻か らい っぱ い付 加
価値 を付 けた 肥沃 な土 を出 して い
る。あるいは色々な酵母ですと
か、土の中で色々な反応を行って
いる。ついでに言いますと植物プ
ランクトン・動物プランクトン・
ザリガニ・タニシ・ミズスマシ、そ
ういったものがない交ぜになっ
て、生きたり死んだり生きたり死
んだりしている。あるいは色々な
糞尿、おしっこやうんちなどでも
ここで反応を起こして肥沃な土

地、豊潤な有機物を作っていくの
は間違いない。そうなりますね。
だから例えばお米だと、ここの豊
潤な 物質 を六 ヶ月 間作 り続 けて そ
して結実させているわけです。だ
から これ を六 ヶ月 作っ ても らう の

と、こちらを六ヶ月作ってもらう
のは 全然 違う 物が 出来 上が って い
ると考えるべきですよね。こちら
は農 薬を まい たか らそ れが 入っ て
いるのは間違いないし、農薬をま
いた 途端 この 生物 はほ とん どい な
くなります。ご自分の近くの田ん
ぼでも見て頂くと、生き物のいな
い田んぼはいっぱいあります。農
薬をまくと 生
, き物は いない、吸
い込 むべ き有 機物 がほ とん どな い
という事で、形は似ていますが似
て非なるものですね。出来るだけ
こういうものを食べて、ビタミ
ン・ミネラル・そういった物が足
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細菌
ストレス

らな くな らな いよ うな 体作 りを 進
めないとよくないでしょう。もち
ろん 知ら ない 成分 もい っぱ いあ る
でしょう。食品総合研究所の人に
相談しましたら、
「その通りです。
分か らな い食 物は 山の よう にあ り
ますよ」と言われました。ビタミ
ンの 何が 足り ない とか ミネ ラル の
何が 足ら ない とか いう 以外 に分 か
らな い物 質が いっ ぱい ある わけ で
す。ですからこれを摂らないこと
には、 例えば亜鉛ですが、亜鉛
は微 量元 素で 重要 だと 言わ れて い
ますね。それはこんなふうに色々
な物 に影 響を 与え て髪 の毛 を作 っ
たり、皮膚を作ったりするのにな
かったらうまくいかないのです
が、体の中の三百以上の化学反応
に関与して、重要な働きをしてい
ます。しかし僕はよく外来で計ら
せてもらっていますが、亜鉛が非
常に 低い 人と いう のは 現代 人に 結
構おられます。亜鉛が低いから尋
常性 乾癬 のよ うな 皮疹 が出 ると い
うことだって起こり得るのです。
前に 手術 した 後に 微量 のト レー ス
エレメントを入れていないで乾癬
の皮疹を出した人もありますの
で、こういう微量元素がないだけ
でも 体の 中の 調節 が非 常に 悪く な
ります。そういうものが足らない
とい う事 にな らな いよ うな 生活 を
いつも大事にしていきたいです
ね。なぜ足らなくなるのかという

と、例えば、亜鉛を食べていても
色々 な添 加物 など がそ れを くる ん
でしまって、体に吸収しないです
ね。あるいは皆さんが生活習慣病
の薬を飲んでおられると、こうし
たものが亜鉛をくるんでしまっ
て、体の中に入ってこなくなりま
す。だから現代人は亜鉛が非常に
少な くな るの だろ うと 言わ れて い
ます。
足 らな い物 につ いて 今お 話を し
ましたが、多くて困る物、これは
大変 重要 と思 って いる 物を お話 し
しますと、僕は脂は重要だと思っ
ています。日本人の総脂肪の摂取
量ですが、エネルギーはあまり変
わっていないのですが、脂の摂取
量はものすごく増えています。そ
の中 でも リノ ール 酸と いう のが ず
いぶ ん増 えて いて リノ レン 酸は そ
んなに増えていません。リノール

酸というのは、昔マーガリンには
リノ ール 酸が 入っ てい て健 康に い

いと 皆さ ん聞 いて おら れた でし ょ
う。リノール酸が入っていてコレ
ステ ロー ルが 下が るか らマ ーガ リ
ン使 え使 えと すご く言 いま した で
すね。戦後四十年間は言っていま
したね。それは良かったかどうか
今検証されているところです。な
ぜかと言いますと、この話は名古
屋市 大で 脂質 栄養 学を よく やっ て
おら れる 奥山 晴美 先生 とい う方 に
教えて頂いたのですけれど、リ
ノー ル酸 とい うの はア ラキ ドン 酸
の元になってこれを作っていま
す。アラキドン酸というのは体の
中の 炎症 物質 であ るプ ロス タグ ラ
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ンジ ンと かト ロン ボキ サン とか ロ
イコ トリ エン とか こう いう 物の 元
になる物質なのですね。アラキド
ン酸 を作 るた めに は必 ずリ ノー ル
酸が 要る とい うこ とに なっ てい ま
す。リノール酸なしにプロスタグ
ラン ジン とか トロ ンボ キサ ンと か
は作 れな いと いう 事に なっ てい ま
す。ところがリノール酸は必須の
脂でして、必ず要るから食べなけ
れば なら ない とい う事 にな って い
ます。必ず要るから食べればい
い。しかし食べ過ぎたらものすご
く炎 症を 起こ しや すく なる ので は
ないかと疑われます。一体どれぐ
らい 食べ れば いい かと いう とほ ん
の少しです。昔の人間は山野の
色々 な植 物を 歩い て採 って 食べ て
いました。山には千八百種類の食
べるべき植物が生えています。そ
うい った もの や山 の木 イチ ゴと か
クル ミな どを 食べ てや って いま し
た。青い物を食べて摂れる程度の
リノール酸で十分です。そんな程
度なのです。脂として認識しない
程度で十分リノール酸は摂れま
す。それ以上に食べた物は過剰な
物と して 体の 中で 処理 でき なく な
るかもしれません。乾癬はすごく
赤く なっ て炎 症を 起こ して いま す
ね。だから過剰なリノール酸を摂

ると いう こと は大 変悪 いの では な
いかという事になります。そこで
私ど もは 乾癬 の人 には 肉や 脂や 甘
い物は出来るだけ減らしましょ
う、魚・野菜・穀類を極力増やし
まし ょう とい う事 をお 誘い して い
ます。食の注意というのは先程最
初に お見 せし たよ うに 色々 な病 気
でも一緒なのだったら、患者さん
に食 べ物 に注 意し まし ょう とい う
時に、近くで採れた旬の物を食べ
ましょう、薄味の和食に出来るだ
けしましょう、野菜は根・茎・葉
と色々な所をよく食べましょう。
特に青い物は大事ですよ、出来れ
ば無農薬のものにしましょう、魚
を中 心に 食べ て肉 は極 力減 らし ま

しょう、油を使わないようにしま
しょう、使うならオリーブオイル
かし そ油 しか あり ませ んよ とい う
事を申し上げています。なぜなら
リノール酸が少ないからです。他
の理由はありません。リノール酸
を減らすという一点に集中しま
す。甘い物もできるだけ減らしま

と思います。水もいい水を摂りま
しょう。

しましょう。その方が長期に亘っ
て悪 化さ せな い元 とし ては 大事 だ

てましたでしょう。だから朝を御
飯にするだけで先の健康な体作り
ということを指導しますが、朝を
パン にす ると 炎症 物質 を摂 ると い

しょう。調味料としても脂や砂糖
を減らしましょう、野菜だからと

て頂きます。一度に出来ませんの
で半 分減 らす のが 普通 にで きる よ
うに なっ たら また お願 いし ます と

うこ とが 始ま るの では ない かい う
事になります。だから朝も御飯に

言って、野菜炒めを食べるのはい
いと言って、どんどん油を使うと

を減 らす よう にと いう 事に 集中 し
ます。それはなぜかというと論理

その 程度 でも すご く過 剰に なり ま
す。だからできるだけ徹底して脂

私 ども では 患者 さん に必 ず書 い
てもらいます。皆さん帰られたら
「先生気を付けます」と言われま
す 。 次 会 う で し ょ う 。「 や っ て ま
す、気付けてます」と言われるの
です。ところがそれって野菜を少
し増やしたとか、好きだった脂を
少し 減ら した 程度 で頑 張っ てま す
とおっしゃるのです。そうではな
くて 本気 で治 りた いの なら 本気 で
やり まし ょう とい う事 で点 数を 付
けます。野菜の青い物が見えない
所に は青 線を 引い て脂 を使 った り
肉を 食べ たり とか は赤 線を 引き ま
す。これはすでにやっておられる
方ですけれど、それでも線がいっ
ぱい入っていて、この線を半分く
らい 減ら して 下さ いと 言っ て帰 っ

的な話だと思うからです。すでに
体では数Ｋｇのリノール酸が貯
まっ てい ると 考え てい ると 奥山 先
生は言っています。数Ｋｇのもの
を減 らそ うと 思う とど うし ても 必
須の もの だと 言っ ても バラ ンス よ
く摂 るの では なく て徹 底的 に減 ら
すと いう 方向 に行 く必 要が ある と
思います。朝も御飯にしましょ
う。これを実行されると随分違い
ます。朝のパンの中には植物油、
ショ ート ニン グと いう 油も 入っ て
います。それから食べ物として
は、ハムエッグとかになるでしょ
う。マーガリンとかバターも塗っ
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いうふうにしてやっています。乾
癬ではないのですが、食事が出来
ればどんなによくなるかですが、
この方は全身の湿疹なのです。も
う四、五年こんな状態が続いて七
十才ぐらいで大変な状態の方で
す。本当はＩＧＥも高くてアト
ピーの疑いもあるのですけど、大
変だとおっしゃるので、ではやっ
てみ まし ょう とい うこ とで 行い ま
した。最初だけセレスタミンを飲
みましたが後はなしでした。この
方は完璧にできるのです。線が全
く 付 か な い の で す 。「 え ら い で す
ね」といつも言い続けて、朝も「御
飯どんなものですか」と聞くと
「御飯と赤だし、エンドウ豆御飯・
あさり豆腐・キクナのお浸し・豆
腐のみそ汁、御飯・こんにゃく・
豆腐・赤だし…」お昼は「キクナ
のごま和え・とろろそば・豆腐・
赤だし…」夜もともかく全部そう
なのです。それで行っておられる
のです。おやつはサツマイモだけ
でずっと通しています。こうされ
てですね、すごく早く治ってし
まったのです。治って一切後は出
ません。これが数年間、困ってる・
困っ てる とお っし ゃっ てた ので す
よ。今までの肉や脂中心をガラッ
と変えられて、あっという間にき

れいになってそのままです。驚き
ますよね。この方アレルギーだっ
た人 でＩ ＧＥ の値 も二 万か ら五 百
ぐらいに落ちました。色々なもの
にアレルギーでプラスだったの
が、ゼロに戻ったのです。それぐ
らい 劇的 に変 わる とい う事 があ る
とい う事 です 。
僕 の外 来は 今ア トピ ーの 外来 で
すので、今は乾癬の患者さんは紹
介さ れた 人し か診 てい ない ので す
が、簡単な方はどれぐらい治るか
というのを見て頂きます。七才の
女の子が来ました。お姉さんが全
身に乾癬の症状がひどくて、もう
私は治らないらしいと言ってめ
ちゃ くち ゃし てい ると いう 話を 聞
きました。姉は高校生で、妹の七
才の子が来て、一年前両眼瞼に紅
斑ができ、続いて近所でステロイ
ドをもらうのですが、効かないと
いうことで紹介されて来ました。
便秘がひどくて、お母さんは「肉
食の家です」と自分からおっしゃ
る方でした。初診の時写真も撮ら
なかったのですが、あまりに治る
ので写真を撮りました。この両眼
瞼に あっ てこ こは 真っ 赤に 腫れ て
いたのですが、最初何か分からな
かったです。お姉ちゃんが乾癬と
言われ、
「そうかこれ乾癬なんだ」

と思って、一年間治らなかったと
言われましたが、これが二週間か
ら三週間後ですね、出したのは
「桂枝茯苓丸」と食事に注意とい
うことだけです。外用薬はありま
せん。その後この子は、これで
二ヶ月ぐらいですが、ほとんど今
も治ったままで全く出ません。そ
れどころかお姉ちゃんが、この子
が治ったのを見て、今まですねて
いたのをやめて、おばあちゃんの
所へ 行っ て昔 の食 事を 食べ るよ う
になった。肉食をやめてしまった
のですね。そうすると「先生ほと
んど治りました」とお母さんが言
われるのです。僕はこの方は見て
いないです。ひどくてやけになっ
てめ ちゃ くち ゃし てい たの をお ば
あちゃんの御飯に代えたらほとん
ど治りましたというので、姉妹
揃って治ったのですね。だからむ
ちゃ くち ゃし てい る人 ほど 治り や
すい ので ぜひ 食の 注意 はし て下 さ
い。いまものすごい注意している
人が これ から 大変 注意 をす れば い
けるかもしれませんが、その方の
注意 はか なり 頑張 らな けれ ばい け
ないでしょう。今全然考えずめ
ちゃくちゃしている人で、今申し
上げ たい い食 べ物 と逆 の事 をし て
いる 人は すご く治 りや すい と思 い

ます。ぜひ頑張ってみてくださ
い。悪い食事の方ほどやればやる
ほど 治る と思 いま す。
こ の方 はな かな か治 らな かっ た
のですが、五才の時に乾癬の皮疹
が生じて、僕が診たのは十才ぐら
いだったと思います。いくら言っ
ても食べて食べて仕方がない。回
生病院から紹介されてきました。
「〇〇ちゃん、あまり食べないで
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おこうね」と言っても、全然止ま
りませんでした。やっと年頃に
なっ てき て食 べる のを やめ てき ま
した所、漢方薬とまああまりきつ
いのは塗っていません。その頃は
リドメックスやボンアルファを
塗って食事に注意していました。
だいぶ治ってきまして、顔もひど
かったのですが、最近非常にきれ
いになっています。だからあきら
めていても長期戦でまだいけま
す。食の注意というのは、やって
頑張 って じり じり と効 果を 表す の
で基礎作りなのです。ひどい状態
を抑えるのはステロイド・免疫抑
制剤・レチノイドなどで、ビタミ
ンＤ など はい くら 塗っ ても いい と
いうすごくいい薬なのですが、そ
れだ けで 治ま らな い時 はき つい 薬
にいきますよね。だからきつい薬
をな くす ため の注 意を して ベー ス
作り をさ れる とい う事 の良 さと い
うこ とを 今日 は申 し上 げて いる と
言う こと にな りま す。
こ の方 は今 言っ たよ うな 注意 を
して治った方です。膿胞性乾癬も
そう いう こと でび っく りし た例 で
す。この方はおそらく二十才ぐら
いの時に来られた方で、治ります
よと 言っ て注 意を して 頂い てこ の
まま 悪化 せず にじ りじ りと 治り ま
した。治ったままです。この方の
舌の静脈がすごく浮いています。
これ をみ たら これ を治 さな けれ ば
なら ない とい うの は僕 が普 通に 思

うことです。今の人の背中です。
大してひどくないですね。大して
ひど くな いの は頑 張れ ば随 分治 り

やすい と思っ てい ます。
こ の方 も注 意を して 頂い てじ り

じり とよ くな って 完全 に何 も塗 ら
なくてもいい状態になりました。
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しか しも う治 った と思 って 食の 注
意をやめますと、パアッと出てく
るのです。それは例外なくそうで
す。だからその人その人に応じた
食を ここ まで やっ てい たら 軽い 乾
癬は 治し た状 態で いけ ると いう レ
ベルがあると思っています。この
方は いく ら言 って も焼 き肉 など ば
かり食べている方ですが、随分ま
しになりました。今も外来に通っ
て来られますけれど、注意は中ぐ
らい、しかし漢方薬は欲しいし、
先生 に診 て欲 しい と言 って 頂い て

います。色々な所を回ってきたけ
れど、そのやり方がいいと自分で
はおっしゃるので、まあそうかな
と思っています。これは最初のひ
どい状態です。こんなにひどかっ
たのですが、やったらやっただけ
半分はいいという事です。どこで
患者 さん が納 得さ れる かが 問題 で
す。食べるのは食べて、酒も飲ん
で、これぐらいだったらいいと言
いたいのか、いや毎年悪くなって
いくから、もっと悪くなるのはせ
めて止めたいのか、もっと完璧な
状態を目指すのか、いやいやきつ
い薬 を止 めた いか ら何 とか 努力 し
たいのか、それを選ぶ為には自分
で努 力を かな りす ると 結構 いい で
すよという話なのですが、お分か
りで しょ うか 。
こ の方 は僕 と違 う先 生が 外来 で
サイクロシスポリン、ステロイ
ド、デルモベート外用とかされた
りしていて、膿胞性乾癬で何度も
入院されておられた方です。全身
紅皮症で大変だったのですね。と
ころ が膿 胞性 乾癬 とい うの は喉 が
腫れたらひどくなるでしょう。乾
癬自 身も 喉が 腫れ たら ひど くな り
ますが、喉のバイ菌とか、口の中
にも常在菌がいます。あるいは多
くの 方は 歳を 取っ てき ます と歯 槽

膿漏 など でバ イ菌 の巣 にな って い
ます。あるいは中耳炎ですとか胆
嚢炎ですとか、そういう菌が増え
ると 乾癬 は悪 くな ると いう 方は と
ても多いと思うのです。バイ菌に
強く なら なけ れば なら ない とい う
のは前提ですね。治療するために
は喉も腫れにくい人になる、バイ
菌が 付い ても 腫れ 上が らな い人 に
な る 、 そ う な り た い も の で すね 。
なり たい のに 免疫 抑制 剤を ずっ と
飲んでいますと、段々弱くなるで
しょう。でもこんな状態を抑える
のは 免疫 抑制 剤を 使っ て抑 えて 弱
くなって一度治っても、次また喉
がすぐ腫れるのです。喉がすぐ腫
れる とま た全 身真 っ赤 にな って 膿
がパーッと出てくるのです。とい
う事 でミ ゼラ ブル な状 態だ った の
で す け れ ど 、「 い や 僕 が 診 さ せ て
もらう」と引き受けることになり
ました。それで逆に一生懸命強く
なる 治療 を今 まで やっ てこ られ ま
した。食事も全部切り替えてやっ
てきました。今随分よくなりまし
た。ほと んど 治っ たの です ね。
この方なのですけれど、顔が
真っ赤で大変だったのです。そう
するとかなりよくなったので、煙
草もヘビーに吸っていましたが、
よしっ、煙草もやめると言ったら

驚くほどまたましになるのです
ね。という事で何とか逆に今まで
放っておられた方があれば、強い
体作りをして、喉が腫れなくなっ
て、バイ菌に負けないようになっ
ていくという方向性を何とかお取
りになる事が、大変重要な事だと
思います。なぜかというと長い間
免疫 抑制 剤を 飲ま なけ れば 仕方 が
ないと思って飲みますよね。飲ま
ない と仕 方が ない から 飲ん でき た
のですけれど、片方で自分では注
意してきましたかと言いますと、
注意していないです。強くなる自
分などやっていません。だから薬
で弱 るだ け弱 って のど がま た腫 れ
まくり、年に五回腫れていたもの
が十 回腫 れる とな った ら十 回発 作
的に バー ッと 悪く なる とい う事 に
なるでしょう。一時抑えは出来る
ので すけ れど 段々 回数 が多 くな る
とか、なり方がひどくなるとか出
てくる方があると思うのです。そ
うい う事 をな くす 意味 でも 強い 自
分を 作る とい うこ とに 是非 本気 で
取り組むということが大事です。
チョ ロチ ョロ では 効果 は出 にく い
ものです。もし治りたければ本気
で取り組んでみましょう、という
のがお誘いです。以上です。御清
聴あ りが と うご ざ いま し た。
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「大阪大学で吉川先生、東山先
生と共 に乾 癬外来 を担 当さ せてい
ただい てお りまし て、今は開 業し
まして 、週に一 度大 阪大学 の乾 癬
外来を 担当 させて いた だい ており
ます。宜しくお願い致します。」
樽谷先生
「吉良先生が十月で留学されま
して、その後 代わ りに乾 癬外 来を
担当させていただいております。
どうぞ宜しくお願い致します。」
それ では 質疑応 答に 入り たいと
思います 。
まず は今 日の石 井先 生の 講演に
関する ご質 問にお 答え した いと思
います。
Ｑ①
「乳製品のうち、バターはあまり
食べま せん がチー ズは 良く 食べま
す。チーズはいかがでしょう
か？」
Ａ①
「チーズというのは、私の頭の
中では いい 食べ物 だと 思っ ていま
す 。 発 酵 食 品 と い う の は い いで す
よね。ヨーグルトやチーズなど、
身体に もい いし良 く売 れて います
よね。私もヨ ーグ ルトは 食べ てい
ます。合計どれくらい食べるか、
合計ど れく らい欧 米型 の食 事をす
るのかという問題だと思うんで

す。チーズ を食 べたい のな ら、他
の乳製 品は 一切止 めま しょ う、な

ど。そうい う形 でお出 来に なる の
かどうかという事だと思います。
あるい は先 ほど申 し上 げた ような
油の注 意と いうも のを され るのか
どうか 、そうい った 事に関 わっ て
くるのだと思います。ですので、
チーズ が絶 対にダ メだ とか そうい
う事で はな いので す。何故か と申
します と、ある患 者さ んが糖 尿病
も持っ てい て、全身太 って いるし
全然治らないとおっしゃってい
て、その方 がし ばらく 来ら れな く
てある 日突 然来ら れま した ら、え
らく痩 せて スラッ とし た身 体で来
られま した 。びっく りし てどう し
「先生、もう
たのかと聞きますと、
治りました」とおっしゃいます。
どうして治ったのかと聞きます

と、
「先生、私茶そばばっかり食べ
て い ま し て ん 。」 と お っ し ゃ い ま
す。
もしひどくて方向転換してみる
のなら 、先ほど 申し ました よう な
和食一 辺倒 の食と いう もの を試し
てみる のも いいの では ない か。オ
ススメはそうだと思っています。
乳製品 など も昔は 田舎 では 食べて
おりま せん でした よね 。牛乳は 健
康には絶対に大事だと言います

が、それは戦後の考えであって、
別にそ れが 無かっ たか らと いって

カルシ ウム 不足に なる かと いうと
そうで はな い。カルシ ウム はじゃ

こやめ ざし を食べ て補 えば いいこ
とです 。それが 長寿 の食の 基本 で
はない でし ょうか 。一度、昔日本
に少な かっ たとい うこ とを 基本に
して、昔の食 事の 写真を 見て 昔の
食事を 試し てみる とい う事 をお勧
めしま す。だから 、チーズ が悪 い
という のは 決して あり ませ ん。ま
た良く なっ てきた らチ ーズ も食べ
始めて みる といい と思 いま す。そ
してど れ位 食べた ら悪 くな るのか
を調べ てみ るとい いで しょ う。治
りたけ れば まず試 して みれ ばいい
と思います。始める前から恐れる
ことはありません。」
Ｑ②
「現在アルコールはやめており
ますが 、少量で も悪 化の原 因と な
るの でし ょう か？ 」
Ａ②
「食の問題は先ほども申しまし
たよう に、チーズ にし てもそ うで

すが、治って いる のなら 少し は食
べた方 がき っと身 体に は良 いと思
います 。過剰だ から 悪いと いう 事
に現代 人は 気付い てい ない 。自分
が普通 だと 思って いる んで す。脂
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質疑応答
石井先生
吉川先生
小林先生
樽谷先生
東山先生

本日 皆様 からの ご質 問に 回答し
ていた だく 先生方 を紹 介さ せてい
ただき ます。
石井先生
吉川邦彦先生
「今年の三月に大阪大学を定年
退職い たし まして 、今は民 間の 病
院で診療しております。」
小林照明先生

回答

左から石井・東山・吉川・小林・樽谷の各先生

もそんなにたまっているのなら、
一時的 に徹 底して する 、我慢の 子
という のも 時には 必要 なの ではな
いでし ょう か？嬉 しけ れば できま
すよね 。いいら しい 、やって みよ
うかな と思 ってす るの はお 勧めし
ます。
お酒 です が、お酒に も二 面性が
ござい ます 。一合を 一日 置きに 飲
まれる 方は 長寿で ある とい うデー
タがあ りま す。二合を 毎日 飲むの
は難病 の元 である とい うデ ータが
ありま す。この二 つの 境目と いう
のはほ んの 少しで すね 。しかも 人
によっ て違 うのを 平均 デー タとし
て書い てい ます。たとえ ばお 猪口
一杯で 倒れ る人が 長寿 だか らとい
う理由 で一 合を一 日置 きに 飲んで
いいの でし ょうか ？そ れは とんで
もない こと ですよ ね。それは 人に
よって それ ぞれ違 う。もしも のす
ごく分 解酵 素が多 くて とて も強い
方です とた くさん 飲ん でも いいの
かもし れま せんが 、私がし ばし ば
経験し ます のは、患者さ んが 焼酎
のお湯 割り これぐ らい なら いいは
ずやと おっ しゃっ てお 顔は もう赤
い、手のひらも赤い。三十年飲ん
できた 。やっぱ りそ ういう のは 悪
いです ね。お酒を 飲む と免疫 力が
弱るか とい う実験 があ りま す。背

中にば い菌 を貼り 付け て、お酒を
飲んで いる 方と飲 まな い方 でばい
菌がど れだ け育っ てお でき が出来
るかと いう 実験を した 事が ありま
す。飲んで いる 方はお でき が出 来
て、飲んで いな い方は 出来 ませ ん
でした 。という こと で、少し飲 み
すぎて 自分 の免疫 力が 下が る、あ
るいは 免疫 系の働 きが 鈍る 、この
ことは 乾癬 が免疫 力が 強い からと
いう話 とは 違って 、免疫の 働き が
余計に 混乱 すると 考え ます と、し
ばらく は飲 むのを 控え られ るのが
本当はいいと思います。もちろ
ん、ボトル を毎 日飲む なん てい う
事はと んで もない 話で す。本当に
治した いの ならし ばら くや めてい
ただくのがいいと私は思います。
何故と いい ますと 、おそら く腸 管
なども 長年 の事で 真っ 赤に 腫れた
りしや すく なって いる 。血管拡 張
をおこ しや すくな って いる と思い
ます。乾癬と いう のは、血管拡 張
が起こって血管が造成する疾患で
す。血管が 増え て造成 すよ うな こ
とはや めて おいた ほう がい いと思
います。苦しいことを言います
が、やって みる ならア ルコ ール は
お控え にな ったほ うが いい と思い
ます 。
Ｑ③

しろ亜 鉛が 低下し てい る方 には外
来で亜 鉛を 出させ てい ただ いてお
ります。」
Ｑ④

「漢方薬の副作用は大丈夫で
しょう か？ 漢方薬 と皮 膚科 のステ

しょう か？」
Ａ③
「乾癬で鯖やカキがダメという
ことが ある のでし ょう か？ アレル

「漢方薬でもアレルギーをおこ
して身 体が 赤くな る方 はお られま

のでし ょう か？」
Ａ④

「今かかっている漢方のお医者
さんの 指導 では、アレル ギー の起
こしや すい 食べ物 、例えば 鯖や カ
キはダ メと いわれ てい ます がどう
でしょ うか ？サプ リメ ント などで
亜鉛などを摂取していいもので

ギーが あっ て皮疹 やジ ンマ シンが
出る方 はダ メでし ょう けれ ど、ア

ロイド軟膏を併用しております
が、両者の 併用 は何か 問題 があ る

レルギーがあって痒みが増す方、
乾癬は 痒み のある 方も 多い ので食

ド軟膏 との 併用は 何の 問題 もあり

合わな くて アレル ギー を起 こすと
いうこ とは 少ない です 。ステロ イ

るときにはどんなお薬を飲んでも
悪い作 用を しやす い状 態に なって
います 。普通の 状態 には漢 方薬 は
あまり 副作 用が出 にく い点 では一
番では ない かと思 いま す。西洋医
学的な お薬 の方が 数的 にい えば副
作用は 出や すいで す。漢方薬 の副
作用は非常に少ないと思います。

すし、肝硬変 をお こして いる 方が
「 小 柴 胡 湯 （ シ ョ ウ サ イ コ ト ウ ）」
を飲ん だら 肝臓の 為に 飲ん でいた
のに肺 の間 質性肺 炎を 起こ したり
ということで有名になってしま
い、怖がっ てお られる 方も 多い の
ではな いか と思い ます が、内臓が
弱って いる 時や感 染を 起こ してい
べたら 痒く なると いう 方は ダメで
しょう けれ ど、比較的 鯖な どお魚
の油と いう のは、肉の脂 リノ ール
酸と拮 抗し て働き ます ので 積極的
に摂取 する のが良 いと 言わ れてい
ます。拮抗と いう のは、相反す る
動きを して くれる ので ただ お肉や
油をや めま しょう とい うの ではな
く、お魚も食べた方がいい、却っ
て炎症 が治 まりま すよ とい う風に
統計上 はな ってお りま した ね。で
すので、鯖も悪くないと思いま
す。もちろ ん痒 くなる 場合 はダ メ
ですよ ね。 サプ リメ ントで 亜鉛
を摂取 して いいの かと いう 事です
が、サプリ メン トの亜 鉛程 度で あ
れば私 はい いと思 いま す。私はむ
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ません 。飲み薬 のス テロイ ドと 一
緒にな って も、何の問 題も ありま
せん。
」
Ｑ⑤
「石井先生のお話の中で、シク
ロスポ リン やステ ロイ ドで 自己免
疫を下 げて はいけ ない とい うお話
があっ たの ですが 、自己免 疫が 高
すぎる から シクロ スポ リン やステ
ロイド を用 いて自 己免 疫を 下げる
と乾癬が治まると聞いています
が、一方ではストレスを少なく
し、食事療 法に より免 疫力 を高 め
るとい う風 に聞き まし た。相反す
る治療 法だ と思う ので すが 、どう
調整すれば良いのでしょうか？」
Ａ⑤
「これは少し私の言葉が足りな
かった のか もしれ ませ ん。乾癬は
免疫力 が高 いので はな く、高いと
いって もい いのか もし れま せんが
立派な 事で はない でし ょう ？乾癬
がおこ るの は立派 な免 疫力 を持っ
ている とい うこと では あり ません
ね。ですの で、乾癬の 場合 免疫が
高いと いう のでは なく 免疫 系の異
常と考 えま す。だから 異常 ではな
い、正常な 状態 で免疫 系が もっ と
テキパ キと 働くよ うな 環境 作りを
しましょうよというのが答えであ
ります 。免疫を 高め るとい う意 味
で異常な免疫の力をもっと高めよ
うとい う意 味では あり ませ ん。お
わかりいただけましたでしょう
か。
」
Ｑ⑥
「免疫抑制剤とデルモベート・
オキサ ロー ルを使 用し てリ ウマチ

は、各免疫細胞が自分の仕事を
きっち りと して他 の事 をし ないよ
うに出 来な いか、という こと です
けれど もそ れを細 かく どう するか
はなか なか 難しく て身 体の 自然治
癒力に 任せ ている わけ です 。自然
治癒力 に任 せると いう 事は 、その
最後の 環境 を良く する とい う事以
外にあ りま せん。いい血 液を 送っ
て、いい血 液に 必要十 分な 成分 を
乗せて サラ サラ血 液を 送っ て、老
廃物を 排除 して生 きて いる 細胞の
十分な 働き を引き 出す こと が出来
るかど うか 。これは 健康 の根幹 に
なるも ので す。身体は 六〇 兆個の
細胞は 全て 血液に よっ てど ういう
成分が やっ てくる のか 待ち 焦がれ
ている わけ です。その場 所が 汚れ
たり不 純物 がその 周り を取 り囲む
のを嫌 がっ ている わけ です 。いい
血液を 造っ て足り ない 成分 を送っ
てやれ ばよ り高く より 的確 になる
はずで す。そうい った 意味で 食事
療法を 使い ましょ うと 言っ たわけ

二年、三年して良くなってくれば
嬉しい でし ょう。そうい う風 に考
えていただいたらと思います。」
Ｑ⑦
「尋常性乾癬は一生治らないと
聞いて いま すが、どうな ので しょ
うか？」

科にも 毎月 通って いま すが 、今か
らでも薬と縁が切れるでしょう
か？ 」
Ａ⑥
「関節 症性乾 癬の方 でしょ うか。
病歴四十年ですか。大変ですね。
私の病 院の 患者さ んで Ｉさ んとい
う方は 、入院の 常連 の方で 、入院
したら 真っ 赤にな って 震え ていた
方だっ たの ですが 、それも なく な
りまし たし 、ちょっ とし た注意 も
しにく い方 でした が、とても 頑張
られて 、今落ち 着い ていま す。今
申し上 げた なかで やっ てな いと思
われる 事が あれば 、それが たく さ
んあれ ば有 るほど やら れた ら、よ
くなる可能性があると思います。
ずいぶ んや ってい ると 思わ れたの
ならやることが少なくなるで
しょ。もしお腹が出ているのな
ら、よく運 動し てその お腹 を引 っ
込める とか 、トライ なさ ること が
いいと思います。泣いているよ
り、トライです。やってみて一年、

Ａ⑦：吉川先生
「医者は、この問題について正

確な答 えは 知りま せん 。という の
は、古い教 科書 にはこ の病 気は 慢

性で一 生治 らない とい う風 に書い
てあり ます 。しかし 皆さ ん本当 に

治っていないのかと申しますと、
それは 分か りませ ん。良くな った
人とい うの は我々 医者 のと ころに
は来ら れな くなる わけ で、治って
から何 年経 ったけ どま だ出 ません
とわざ わざ 言って くだ さる 人もい
ない訳 です から、その事 につ いて
確証が あり ません 。しかし 私は こ
の病気 は、石井先 生も おっし ゃっ
ており まし たが遺 伝的 な体 質、そ
れは根 本が どんな もの なの か物質
レベル でま だはっ きり と突 き止め
られて はお りませ んが 、なりや す
い体質 とい うもの があ って 、それ
に環境 の条 件が重 なっ て出 てくる
もので ある と思い ます 。一度出 だ

すとそ れを ゼロの 状態 にす る事は
非常に 難し いけれ ども それ を出な
い状態 にす る事は 絶対 にあ りえな
いという事ではないと思います。
出ない 状態 になっ てい る人 という
のはあ ると 思いま すが 、それが ど
れ位の パー センテ ージ であ るかと
いうと 、私はそ う高 くない と想 像

しますが、それは想像の範囲で

20

あって デー タとし て持 って いるわ
けではないというのが現状です。
しかし 絶対 に出な くな るこ とが有
り得な いと いうこ とは ない わけで
す。非常に 強い 免疫抑 制剤 やあ る
いはス テロ イドを 大量 に使 えば一
時的に 消す ことは 可能 であ ります
が、そうで はな く自然 の状 態と し
て皮疹 がな くなる とい う状 態は有
り得な いこ とはな いと 思っ ており
ます。
」
Ｑ⑧
「ドボネックスやオキサロール
を塗る と非 常に痒 いの です が、休
薬したほうが良いのでしょう
か？」
Ａ⑧：小林照明先生
「ビタミンＤの外用剤は、ステ
ロイド のよ うに長 期外 用で 副作用
がある のに 比べ、優れた 薬だ と思
います 。ただ、効果を 追求 する為
にある 程度 の高濃 度の 製剤 が出ざ
るを得ないということがありま
す。この患 者さ んの場 合、とても
痒いと いう ことで 、原因と して は
二つあ ると 思いま す。高濃度 を追
求した が為 にビタ ミン Ｄの 成分が
刺激を 与え ている か、もう一 つは
起剤と いい まして ビタ ミン Ｄを溶
かしている軟膏の成分が肌に合わ
ないと いう ことも 考え られ ると思

います 。ビタミ ンＤ の濃度 自体 大
変高い ので 刺激が ある 時に はステ
ロイド の軟 膏と混 ぜて 混合 軟膏の
状態で 塗る ことに よっ て、ビタミ
ンＤの 刺激 を抑え 、ステロ イド の
効果も 出し て、病状を 回復 に向か
わせる とい う方法 があ りま す。こ
の患者 さん の場合 痒み を訴 えてい
るとい うこ とで、ビタミ ンＤ の外
用剤は 広め に塗り ます と乾 癬の病
変部の 周囲 の正常 部の 皮が むけ始
めると いう 現象が 良く みら れるの
で、もしそ の事 をおっ しゃ って お
られる のな ら、ビタミ ンの 外用剤
とはい え広 めに塗 らな いと いうこ
とが大 変大 事かと 思い ます 。ドボ
ネック ス、オキサ ロー ル、それに
ボンア ルフ ァハイ とい う軟 膏も出
ていま すの で、それは 主治 医の先
生に相 談し ていた だい てビ タミン
Ｄ外用 剤を 使い分 ける 、シーク エ
ンシャルセラピーやコンビネー
ション セラ ピーと 色々 と専 門用語
もあり まし てステ ロイ ドと ビタミ
ンＤを 刺激 の少な いよ うに 使い分
け る と い う方 法 も あ り ま す の で 、
主治医 の先 生に相 談さ れる と良い
」
と思います。
Ｑ⑨
「娘がおりますが、遺伝の可能性
はどれくらいあるのでしょう

伝子が どれ かとい うの は世 界中で
研究が 進め られて おり ます が、ま
だ同定まではされておりません。」
Ｑ⑩

「統計学的にはだいたい五％、
二十人 に一 人位遺 伝が ある と言わ
れてい ます 。遺伝と いう ことは ど
こかの 遺伝 子が変 異し て、その遺
伝子が どん どん受 け継 がれ ていっ
てなる とい うもの なの で、その遺

か？」
Ａ⑨：樽谷先生

い方が 増え てきて おり ます 。それ
は出来 るだ け避け なけ れば 免疫系
の体の 不調 和は大 きく なり やすい
だろう とい うこと で、避けて 強い
体作り に努 めまし ょう とい うこと
が大事 とい うこと に帰 着す ると思

を避け たり すると いう 事や 、シッ
クハウ ス症 候群な ど化 学物 質に弱

ら乾癬 がで てきた よう に思 うので
すが 、どう でし ょう か？ 」

「お花を作るのが好きで虫がわ
くので 殺虫 剤を不 用意 に使 ったか

います 。ここで 二、三度使 った か
ら乾癬 にな ったと いう 事で はない
と思います。」
Ｑ⑪
「中国に行けば最良の漢方医が
いる ので しょ うか ？」
Ａ⑪：石井先生
「私の 考えで は、漢方薬も『食』
の次に ラン クする もの と考 えてい
ます。漢方薬 を飲 めば体 が芯 から
変わっ てい ってそ の後 は何 をして
もいい のだ という 事で はあ りませ
ん。乾癬の 方は なりや すい 体質 だ
から乾 癬に なって いる 。私も小 さ
い頃から色々な病気をしました
が、それはなりやすい体質だから
なって いる わけで す。なりや すい
ものは なら ないよ うな 注意 をし続
けなけ れば 私は今 でも アト ピー性
皮膚炎 にな らない 注意 をし ていな
ければ痒くてたまらなくなりま
す。ですの で、ならな いよ うな注
意をし てお かなけ れば 病気 がすぐ
Ａ⑩：石井先生
「尋常性乾癬が殺虫剤を一、二
回使っ たか ら急に 出る とい う事は
ないと 思い ます。殺虫剤 は農 薬で
すね。農薬と いう のは我 々は 子供
の頃か ら食 べ続け てお りま す。そ
れは微 量だ からど うも ない と言っ
てきま した けれど も、環境ホ ルモ
ンとい う考 えから いき ます とやは
り 悪 い で す ね。 身 体 が 弱 り や す
く、細胞の 動き なども 異常 なも の
にしが ちで あると 考え られ ており
ます。しかしそれは長い時間か
かって 作ら れるも ので すの で、出
来るだ け今 からで も農 薬や 殺虫剤
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に出て くる という こと です 。それ
は生ま れつ きで遺 伝的 とい うもの
が関係 して いると いう こと は変え
ること はで きませ ん。注意を どこ
までするかという事がまずあっ
て、その上 で、漢方薬 はそ の働き
をもっ と良 くして くれ るも のと考
えてい ます 。中国に 行け ば一時 的
には漢 方薬 をもら って 良い 状態に
なる可 能性 はあり ます 。しかし そ
れはず っと もらい 続け るこ とは難
しいで しょ うし、私もそ こま では
知らないのでわからないですね。」
Ｑ⑫
「私は二十五年、乾癬を患って
おりま して 、ただあ まり 広がっ て
おりま せん 。最初は 軟膏 をもら っ
ている だけ で塗っ ても 全然 変化が
ありま せん でした 。頭には デル モ
ベートを塗ると治まるのですが、
かさぶ たに 軟膏を 塗っ ても 全然効
きませ んで した。そこで ここ 六～
七年はラップをしたりしました。
軟膏を つけ て防水 フィ ルム を上か
ら巻く と一 時的に です が間 違いな
く良く なり ます。こうい う治 療法
という のは 、ホルモ ンを 過剰に 摂
取してしまったりなど、問題はな
いの でし ょう か？ 」
Ａ⑫：吉川先生
「やりすぎれば副作用は出てき

ます。皮膚が非常に薄くなって、
毛細血 管が 拡張し て赤 っぽ くなっ
てくるという状態になりますの
で、ラップ の使 用とい うの は必 要
最小限 にさ れた方 がい いと は思い
ます。常にラ ップ を巻い てい ると
ころは 皮膚 が薄く なっ てい ません
か？全身的にはよほど広範囲に
ラップに包めば影響は出てきま
す。しかし 小範 囲であ れば 大丈 夫
」
です。
小林先生
「先程のご質問で薬を塗っても
またす ぐに 出てく ると いう 事です
が、軟膏に はス テロイ ド軟 膏と ビ
タミン の軟 膏があ りま して 、最近
はビタ ミン の軟膏 を使 われ る風潮
にあり ます 。ビタミ ンが いいと 言
われて いる のは一 度消 えて から次
に出て くる までの 期間 が長 いとい
うこと があ ります 。もしス テロ イ
ド軟膏 を塗 ってか らラ ップ で巻く
という 治療 をされ るな ら（この 治
療 法 を Ｏ Ｄ Ｔ と い う の で す が ）、
ビタミ ンを 組み入 れて され たほう
がステロイドの常用性がなくなり
ますし 、ビタミ ンで フォロ ー出 来
るのな らそ ちらの 方が 肌に 優しい
のでいいかもしれません。」
Ｑ⑬
「自分の家族には同じ症状の人

はいな いの ですが 、食事や 遺伝 の
ほかに 何か 考えら れる 原因 はある

あった り、睡眠不 足な ど生活 のリ
ズムが 不規 則にな った りす る事は
乾癬を 悪く する要 因で ある と思い
ます。」
Ｑ⑭「漢方 薬で すが、保険の 適用
される 病院 と保険 の適 用さ れない
薬局で は扱 ってい る漢 方薬 という
のは同じものなのでしょうか？」

て悪く なる 事があ ると か、精神的
なスト レス 、身内の 方の ご不幸 が

値があったのですが、今日のお話
の詳細 を会 報に掲 載し てい ただく
とか、先生の 著書 を購入 させ てい
ただき たい のです が、そうい うも
のがあ れば 教えて いた だき たいで
す。
」
Ａ⑮：東山先生
「今日の講演内容につきまして
は毎回の講演を会報の方で詳し

ます。しかし なが ら、草を切 り刻
んで混 ぜて 炊くと いう のは 保険に
は適用されません。」
Ｑ⑮
「私は今年初めて参加させてい
ただき まし た。現在二 つの 病院に
通って いる のです が、今日の お話
は私に とっ てバイ ブル のよ うな価

パック にな ってい るも のは 病院に
おいて あれ ば保険 で使 える と思い

Ａ⑭：石井先生
「エキス製剤と言って、シート

のでし ょう か？」
Ａ⑬：石井先生
「家族の方でよく発症されるの
は、欧米の 方が 多いで すね 。欧米
の方は 家族 で何人 も発 症さ れてい
たり、症状が ひど いとい うこ とは
ありま す。日本で は家 族でな られ
る方は 少な いです ね。たまた ま家
族で二 人な ってお られ ると いうこ
とは稀 なほ うです 。それか ら遺 伝
や食事以外の原因ですか・・・。乾
癬を患 って いる時 に感 染症 をおこ
すと悪 くな ります よね 。食と関 連
して運 動を しない など も脂 肪を増
やして 悪く なりま すね 。風邪を 引
いた時 にも 悪化す る方 が多 いです
よね。そうい う感 染とい うの は気
をつけ たほ うがい いで すね 。これ
をする から 乾癬が 誘発 され たとい
うのは・・・。ストレ スは 大きく
関係し てお ります ね。日常生 活の
リズムが乱れている方はやはり悪
化傾向にあると思います。」
東山先生
「今石井先生がおっしゃられた
感染と いう のはい わゆ る感 染症と
いう事 で、扁桃炎 や中 耳炎、歯周
病とい う意 味での 感染 です ね。そ
ういっ た感 染症が きっ かけ となっ
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く、ほとん どそ の通り をお 書き し
て会員 の方 にお配 りし てお ります
ので、それは 次回 の会報 を参 考に
していただければいいと思いま
す。
」
石井先生
「本の方は、診察や日常に追わ
れてお りま してな かな か書 けてお
りませ ん。今日の 発表 の用意 もあ
たふた と昨 日の九 時に やっ と出来
上がっ たよ うな次 第で 、なかな か
本まで 手が 届いて いな いと いうの
が実情 です 。何かの お役 に立つ と
嬉しい と思 います 。ご質問 があ れ
ばいつ でも おっし ゃっ てい ただけ
ればお答えしたいと思います。」
Ｑ⑯
「非常に参考になるお話有難う
ござい ます 。私は治 療歴 十五年 程
になり ます 。しかし 、何か痒 いと
ころに 手が 届かな いと いう か、こ
れとい う原 因がお 話を 聞い ても出
てきま せん 。乾癬を 引き 起こす 何
かの共 通点 がどこ かに ある のでは
ないか と思 うので すが 。もちろ ん
ストレ スや 環境な ども ある と思い
ますし 、例えば 虫歯 の治療 が乾 癬
を引き起こす原因になったとか、
何か共 通点 を見出 せな いか と思う
のですが。例えば遺伝体質でした
ら、私の兄 弟に は乾癬 の者 は一 人

もいま せん でした 。しかし 私の 小
さい頃 父は 一時期 牛肉 をた くさん
食べて おり まして 、乾癬か どう か
はわか りま せんが 父が かな り皮膚
症状の 悪く なった 時期 があ りまし
た。私だけ が同 じ体質 を受 け継 い
でいる のか とも思 いま す。私は五
十代で 管理 職につ き、それが かな
りスト レス となっ てい たよ うに思
います 。乾癬患 者に 何か共 通点 が
ない もの でし ょう か？ 」
Ａ⑯：石井先生
「乾癬は世界中ですごく今まで
長い間 研究 してこ れだ とい うもの
が見つ から ないの で原 因不 明とい
う事に なっ ており ます が、そうい
う疾患 は山 のよう にあ りま す。難
病特定疾患の中に膿胞性乾癬は
入って おり ますが 、膿胞性 乾癬 は
残念な こと に乾癬 がど んど んひど
くなっ て全 身が真 っ赤 にな って次
は膿胞 が一 杯出て きま す。その膿
胞性乾 癬は 原因不 明の 難病 に特定
されて いま すので 、無料で 診察 を
しなければいけないという事に
なっております。これだという原
因のわ から ない病 気と いう のは山
のよう にあ ります 。その共 通の 悪
化因子 とし て、先程お 示し しまし
たよう な生 活や食 をあ げて おりま
す。何故そ うな のかと いう 私の 見

解を申 し上 げます 。遺伝子 とい う
ものが人間を設計しております
ね。遺伝子 の設 計図は 仕様 書が つ
いてい るの だと思 いま す。人間と
いうの は、誰も見 たこ とはあ りま
せんが こう いう生 活を しな いと病
気にな りま すよと いう 仕様 書が生
まれつ きつ いてい るの です 。例え
ばパン ダは 笹を食 べる よう に、ラ
イオン は肉 を食べ るよ うに 、そう
いった 設計 で生ま れて きま す。例
えばラ イオ ンが草 ばっ かり 食べて
いたら何か病気になるでしょう
し、パンダ から 笹を取 り上 げて 肉
ばかり あげ ていた ら何 か病 気にな
るかも しれ ません 。例えば 、ナマ
ケモノ とい う動物 をい つも 木にぶ
らさが って 怠けて いる から と、も
のすごく走らしたとしましょう。
すると 、それで 病気 になる かも し
れませ ん。それぞ れの 生物に は生
まれつきこういう生き方をしない
といけ ない という 決ま りが きっと
あるの だと 私は思 って いま す。そ
こから 逸脱 すると 病気 が起 こって
きます 。それを 遺伝 子的に 設計 す
るのは 難し いので す。もとも と病
気が起こるようなものなのです。
六十兆 個の 細胞が 、全部共 同で 働
いて生 きて いく身 体を 作り 続ける
というのは非常に難しいのです。

絶対に 故障 がおこ るの です 。これ
を故障 の起 こらな いよ うに 設計す
るのは どん な設計 者で も出 来ませ
んが、遺伝子 はそ れを行 った ので
す。比較的 こう やって 生き ても ら
うと病 気が 少ない です よと いう生
き方が 生ま れつき 決ま って いるの
です。人間は 比較 的植物 食に 作ら
れてい ます 。という のも 、奥歯の
臼歯は穀物を食べる為の臼の歯、
切歯は 菜っ 葉を食 べる 為の 歯、犬
歯はほ んの 小さな もの が二 対ある
だけで す。これは 肉を 食べる よう
な歯で はあ りませ ん。おそら く昔
は小さ な虫 を食べ たり 、川の小 さ
な魚や バッ タ、イナゴ や蜂 の子な
どを食 べて 暮らし てい たの だと思
います。大きな動物を食べれるも
のは必 ず速 く走れ るそ うで す。速
く走れ ない ものは そん なに 大きな
ものを食べないのが普通なので
す。人間は 速い ですか ？い くら 速

く走っ ても 馬や牛 に追 いつ いて襲
いかか って 肉を食 べる とい うもの
ではあ りま せんね 。それは もう 生
まれついて歯に現れているので
す。爪も発達していませんので、
動物に 襲い かかっ て食 べら れるよ
うには 設計 されて いな いと 考えて
くださ い。設計図 通り に使わ ない
工作物 は壊 れます よね ？そ ういう
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考えで 、壊れや すい から色 々な 事
に注意 をし なけれ ばい けな いとい
う事で す。遺伝的 には 百％遺 伝で
あれば 、生まれ た時 からそ の病 気
が出て いる わけで す。例えば 私は
アザが あり ます。このア ザは 私が
いくら 注意 をして 健康 食の 生活を
しても 消え ません 。もう生 まれ た
時に百 ％遺 伝なの です 。ところ が
乾癬の 方は 違いま す。年をと って
から出 てく るから 、遺伝も ある け
れど後 天的 な事を 色々 とし て出や
すい状 態を 自分で 作っ たと 考えて
いただ くと いいで す。人間は 本来
動物な ので 動かな けれ ばな りませ
ん。じっと して 薬を飲 んで 早く 健
康にし てく れと言 って も無 理に近
いとい うこ とです 。ばい菌 でな る
のかと か、一つ原 因を 決めて くれ
と言っ ても 決まら ない のは そこに
あると 思い ます。総合的 な身 体の
不調和 を自 分で作 って なり やすい
病気が 出て しまう 。なりや すい 病
気とい えば 、私は胃 がん になり や
すいで す。親も親 戚も 皆胃が んで
亡くな って います 。無茶を すれ ば

すぐに胃がんになるだろうと思っ
て摂生 して います 。無茶を すれ ば
なりや すい 病気は すぐ に出 るので
す。という 風に 考えて いた だく と
分かりやすいかと思います。」

Infomation ｓ ---

--★第 1 0 3 回

日本皮膚科学会総会

期日：平成 16 年 4 月 16 日（金)～ 18 日（日)
場所：京都国際会館
( 第 1 0 3 回日本皮膚科学会総会は三日間にわたり、京都国際会館において開催されます。今回の総
会は、今日まで開催された日本皮膚科学会の開催方法を改め新しいスタイルによる初めての総会
になるとのことです。開催主催者の京都大宮地教授は「新しい世紀を迎えて、新しい世代が社会
と会員に問う総会の試金石」という挨拶されております。また来年からの新たなスタイルで開催
される総会の特徴は、医師への教育講演を主にした点と華美を排し、実務に徹した簡素かつ合理
的な総会で、ベビーシッター（チャイルドケア）ルームや特別展示室（ホスピタリティールーム）
もご用意するとのことです。また、例年別々に開催されていた日本研究皮膚科学会と共催し、平
成 1 6 年 4 月 1 4 日( 水) から研究思考の学会が始まり週末に近づくほど臨床思考のテーマ推移する
という皮膚科学会ウイークとなるとのことです。大阪乾癬患者友の会では膚科学会会場で乾癬患
者会の広報活動を行う予定です。これは学会会頭で京大皮膚科の宮地教授のご厚意によるもので、
初めての試みです。今までは乾癬を専門とする医師への活動でしたが、今回は大学、病院、開業
医などより多くの皮膚科医、皮膚科学研究者への啓蒙活動になります。）

★第１９回日本乾癬学会・総会学術大会
期日：平成 16 年 9 月 4 日(土）～ 5 日(日)
会場：山形テルサ

山形市双葉町 1 - 2 - 3

主催：近藤繁夫教授（山形大学皮膚科）
( 全国の患者会主催の学習懇談会を予定しています。）

★東京地区乾癬患者友の会

温泉懇談会 i n 片品

期日：平成 16 年４月 10 日(土)～ 11 日(日) （1 泊 2 日）
場 所

群馬県

尾瀬片品温泉

費 用

大人 15,000 円・小学生 10,000 円・幼児 1,500 円

内 容

東京新宿発着の往復バス代と２食付宿泊費（幼児に食事代は含まれていません。)

人 数

３０名程度を予定（先着順に受付をし定員になりしだい終了します。）

お問い合せ

東京地区乾癬患者友の会事務局まで

会員の方は詳細ページをご覧下さい。

Email

info@kansen.info

リンク先はこちらです

http://www.kansen.info/member/ivent2004.html
( 東京地区乾癬患者友の会のホームページより転載させて頂きました）
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会員体験談

森

私は、現在五十九歳です。乾
癬の発症は四十二歳～四十三歳
頃だと思います。思い起こせ
ば、発症当時八月ころのことで
すが、家内と些細なことでトラ
ブルになりまして、突然二人の
子供ともども蒸発、早い話長期
里帰りされてしまったことが
きっかけでした。かれこれ、半
月ばかり不自由な独身生活にも
どり、昼食、夕飯と職場の近く
の中華料理屋さんでこってりし
た中華料理を毎日食べ続け、普
段とは違う食生活を経験しまし

私の 乾 癬 の な り は じめ

さまに得るところがありました
らうれしいことだと考えて、ス
ピーチを引き受けたわけです。

副会 長

乾癬の完治をめざして
ただいま、ご紹介にあずかり
ました森です。今日は私の体験
スピーチということで、この壇
上でお話することになりました
が、実は定例会ごと、体験ス
ピーチの演者さんを見つけてく
る役目は私の担当ということに
なっていまして、今回たまたま
お願いした方がご都合で定例会
に参加できなくなりました。他
に代替スピーチの方も見当たら
ず、困りましたがよくよく考え
てみますと、私はいつも皆さま
にお願いするばかりで、自分自
身が一度も体験スピーチをした
ことがないことに気がつきまし
た。そこで、今回は私自身が自
分の患者としての体験とこの友
の会創立以来のかかわりの中
で、現在に至ったいきさつなど
をお話して、その中で、何か皆

た。その後ぽつんと頭の中に湿
疹ができたのが始まりです。私
は、今も、その中華料理の連続
摂取？と夫婦喧嘩のストレスが
皮疹発生の原因と信じて疑いま
せんが、果たしてどうでしょう
か？その頭のおできらしきもの
が、ひじ、背中と拡がってきて、
近くの開業医の先生に診ていた
だきましたが、いっこうに治り
ません。そこで、市内の総合病
院の皮膚科で受診することにな
りましたが、初診は女医先生で
した 。先生 は 皮 疹 を みる な り 、
「こ の 病 気 は すぐ に は 治 り ませ
ん。年単位で治療を考えて下さ
い」と言われました。
私は「年単位」という説明に
「年 単 位 と は 恐ら く 一 年 く らい
辛抱強く治療に専念すれば治る
んだ」と都合よく理解し気楽に
考えておりました。二週間に一
度は通院し、外用薬はステロイ
ドのマイザー軟膏やデルモベー
トローションを処方されていま
した。その頭からはじまった皮
疹も次第に、ひじ、背中、臀部、
陰部、足のひざ、すね、ふくら
はぎ、と全身に拡がる一方でし

た。病院では、最初の女医先生
も変わり、あいも変わらずステ
ロイ ド の 治 療 でし た 。ある 時 、
担当の先生がお休みで代理の先
生に診察されました。
「先 生 、この カ イ セ ン は何 時 治
るんですか？」と質問を発する
と、その代理先生は呆れ顔で
「あ ん た は 、何を 言 っ て る んで
すか？カイセンだなんて、カイ
セン（疥癬）は伝染する病気で、
そんなことを云ったら人に嫌わ
れま す よ 」とい き な り 叱 られ 、
「主 治 医 の 先 生に し っ か り と病
名を 聞 か な け れば 駄 目 で す よ。
あなたの病名はこれです・・・」
先生は机の引出しからゴム印を
取り出し、紙にどんと押しまし
た。目の前に突きつけられたメ
モ用紙には「尋常性乾癬」と大
きな 字 で 押 さ れて あ り ま し た。
私が、この難しい字の病名を正
確に知ったのは、この時が初め
てでした。発症から、すでに二
年経っていました。

ドク タ ー シ ョ ッ ピ ング
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同じ病気で通っていても、症
状が良くならないと、つぎつぎ
病院を変えたくなるのは人情で
すね。私も知人から他府県（近
畿地方）に皮膚病を治すので有
名な先生がいるというのを聞き
つ け ま し た 。「 あ あ そ の 病 院 な
ら行ったことがあるよ」と思い

当たる方もあるかも知れませ
ん。週末の朝六時から車で二時
間かけて紹介された病院に行き
ました。山あいのその皮膚科専
門病院は有名というだけあっ
て、朝八時に到着したのに、玄
関は受診を待つ患者さんがいっ
ぱいで驚きました。

ドクター のきつ～ い一言
長らく待たされて、診察の順
番がきました。先生が言いまし
た。
「どうしました？」
私「先生、この皮膚病が ･･･
」

シャツをたくし上げて腕を見せ
ました。
先生「足を見せて ･･･
」
先生「背中を見せて
」
･･･
先生「頭の中にはあるの ･･･
」
私「はい、あります」
先生「前の先生には病名を聞い
てますか」
私「はい」
先生「この病気一生治らん ･･･
」
私「：：：：：：：：：：」
これは何ら私が修飾していな
いそのままの言葉です。いくら
ノー天気な私でも、これは
ショックな言葉でした。もっと
他に言いようは無いの？こう言
いたい気持ちを抑えて傷ついた
気持 ち で そ の 日は 帰 り ま し た。
当然といいますか、この病院は
二回程度通って、通院を止めま
した。よく考えてみると、
「治ら
ん」と宣言した医師に治せるは
ずはなく、通い続けても治るは
ずはないと思ったからです。

友の 会 と の 出 会い

これがきっかけで、一念発
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起。乾癬の情報収集に精を出す
気になってきました。さいわい
といいますかパソコンをしてい
ましたので、インターネット
で、「皮膚病」「乾癬」の言葉を
検索しました。ヒットしました
ね。見つけました。
「大阪 乾 癬 患 者 友 の 会〕ホー ム
ページ 平成十年十二月七日
（月 ）午後 六 時 よ り 大阪 大 学 付
属病院において設立総会が開催
されます。」
私は食い入るようにそのホー
ムページを見ました。行ってみ
ようか？何か乾癬について情報
が手に入るかも知れない。十二
月五日（土）のことでした。あ
けて十二月七日は大阪の千里中
央駅より大阪大学までバスで行
きました。当日五時過ぎは日没
は早く、すでに辺りは真っ暗
で、雨模様。振りしきる強い雨
で肌寒い夜でした。何か心細い
気持ちで、大学付属病院の第一
カンファレンスルームへ向かい
ましたが、部屋にはすでに何人
か座っておられ、私が自分以外
の乾癬患者さんにお会いしたの

はその時がはじめでした。吉川
先生や東山先生をはじめスタッ
フの方々をお見かけして、何か
安心感のようなものが、心によ
ぎったのが、今も思い出されま
す。

行き 掛 か り で 世 話 役に
総会も途中で、東山先生が切
り 出 さ れ ま し た 。「 患 者 会 を 設
立するにあたり、医師も相談医
として協力しますが、何よりも
患者さん主体の会なので、まず
何人かお世話をして頂く人が必
要です。代表として、壮年男性、
壮年女性、熟年の方々の中から
それぞれ二名ずつお手伝いをお
願いします」といったようなこ
とだったと思います。世話役の
選出に入り、女性の代表四名は
何とか決まりましたが、壮年男
性二名がなかなか引き受ける人
がなく、時間だけが過ぎてゆき
ました。
「このままでは、今日は
帰してもらえないのでは？」余
計な心配であせりましたね。時
間が過ぎて、私は思わず手を上

げ て し ま い ま し た 。「 や り ま す
：：」これが、会の活動にはま
るきっかけでした。

機関 紙 を 発 行 し よ う
数ヶ月して、連絡があり友の
会の世話役一同に集合がかかり
ました。世話役の皆さんとの今
後の友の会の活動について話し
合われる中で、とりあえず次の
学習会を開くことと、会として
機関紙（会報）を発行しようと
いうようなことが、提案されま
し た 。「 会 報 を 作 れ る 人 は い ま
せんか？」というようなお話に
なりましたが、誰も経験した人
などなく、難問に突き当たりま
した。私自身前年自宅の自治会
でたまたま書記に任命され、自
治会ニュースを一年間作ったま
ことに未熟な経験から「その程
度のもので良ければ・・・」と
またまた安請け合いしてしまい
ました。

会報 作 り の 経緯

会報をつくるにあたって、ま
ずなによりも雛形がなければと
いうことで、世話役のお一人か
ら北海道「乾癬の会」に陽だま
りという立派な会報があるので
それを参考にしたらどうかとい
うような提案を頂き、早速北海
道の事務局より陽だまりを送っ
て頂きました。陽だまりを読ん
で、その充実した内容に非常に
感動 し た こ と を覚 え て い ま す。
しかし、陽だまりを読み終え
て、自分の乾癬に対する知識の
無さにショックをうけて、
「い っ た い 何 を記 事 に す れ ば良
いのか？」とまたまた途方にく
れました。しかし、悩んでばか
りもおれず、会報作りを始めま
した。会報にはまず会報名あり
きで、いろいろ考えましたが
「ソリア・ニュース」と横文字の
ロゴで発行することになりまし
た。苦心の末、会設立の五ヵ月
後、Ａ３一枚四ページのささや
かな体裁で会報第一号（創刊
号）が誕生しました。
編集長として、試行錯誤の連
続でしたが、私の責任で十号ま

27

で発行しました。しかし会報製
作に段々とマンネリを感じ始め
て、編集長を降板、現小林編集
長にバトンタッチしました。思
惑道理に会報のスタイルが一新
しました。写真、イラストが豊
富になり、字体も大きく読みや
すく、私ができていなかった点
が数多く改善されました。これ
からも会員の希望と願望を育む
立派な会報となることでしょ
う。

幹事 会 の 設 立
世話役に患者代表六名がなり
ましたが、私たち世話役は役員
と言う名称を長らく避けてきた
よう に 思 え ま す。とい う の は 、
最初の代表選出のいきさつから
積極的に世話役を引き受けた気
持ちが少なく、できればお手伝
い程度で協力したいというのが
本音のようでした。しかし、あ
る時期世話役のひとりから提案
が あ り ま し た 。「 こ の よ う に 役
割分担を不明確なまま続けてい
れば運営にも支障が出ます。そ

ろそろ組織として役割分担を決
めましょう。私は会計の経験が
ありますから、会計を引き受け
ます。熟年の方には、会計監査
を引き受けて頂き、その他の
方々で代表、その他を決めたら
どうですか」提案はまことに妥
当でしたので、否応無く役員選
出の方向に向かいましたが、会
長、副会長三名を選出するのに
私を含めて三名しか適任者がお
らず、最年長であったがため私
は会 長 職 を 引 き受 け さ せ ら れ、
後のお二人は副会長職を引き受
けるはめになりました。私は今
や三百名を越す大所帯患者会の
代表と会報編集長の二足のわら
じを履く立場になりました。役
員が決定したところで、世話役
会も発展的に解消し、幹事会に
名を改め、事務局長には東山先
生に引き受けて頂きました。

現在 の 私 の 症状
私が、会員の立場から、幹事
会の一員になったことで、大き
く変化した部分は他にもありま

した。月一回開かれる幹事会で
の幹事同士での情報交換、東山
先生からの乾癬の詳細な説明や
治療相談。インターネットでの
情報。会報をつくる上での文献
調べや講演記録のテープ起こし
での記事作成等など乾癬に関す
る情報・知識が自然と私の頭の
中にインプットされてきたこと
です。乾癬とカイセンが区別で
きなかった過去十年はいったい
何だったのだろうと自問するく
ら い 知 識 が 増 え ま し た 。「 乾 癬
は一生治らない」といわれた
ショックな一言のバネの反動
で、逆に挑戦する気持ちが芽生
えたあの日から、他の幹事さん
や友の会の皆さんのお話を熱心
に聞く姿勢が生まれました。
「こ ん な こ と は乾 癬 症 状 改 善に
良く、こんなことは避けなけれ
ばいけない」
「薬 は こ ん な 使い 方 を し な けれ
ばいけない」
「悪 化 す る 原 因は 多 分 こ ん なこ
とだろう」
「自 分 に 合 っ た治 療 法 は 、他の
人の や っ て い る物 ま ね で な く、

この方法でやるべきだ」
「食 事 の 内 容 は、こん な も の を
避け、こんなものを摂るべき
だ」
というようなことを中心に知識
を増やしました。
自分自身の治療も試行錯誤の
連続でしたが、いまや私の乾癬
は、ひょっとしたら終息（完
治？）に向かっているのではな
いか と 思 わ せ るく ら い 小 さ く、
数少なくなっています。五ミリ
から十ミリ以内の皮疹が片手指
で数えられる範囲の数しかあり
ません。新たな乾癬の発生は見
当たりません。以前三重県のさ
る び の 温 泉 で 、「 三 重 県 乾 癬 の
会」の現会長さんの全く乾癬の
症状が見当たらないお身体を拝
見して大きな自信も生まれまし
た。

私の乾癬 が消失し た原因

皆さんが最も聞きたいところ
と思うのですが、私は口から入
るすべてのものが、乾癬の発症
や、増悪に非常に関係している
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と感じてきました。それは医学
的な 見 地 や 理 屈だ け で は な く、
患者さんや先生方のお話、また
は自分の経験から直感的に感じ
てきたことです。日常の食生活
を中心に、五年間見直しを続け
て来ました。口から入るものの
改善はたとえ乾癬症状に見るべ
き好結果を生じなくても、いわ
ゆる生活習慣病にはきわめて有
効な対策になると信じてきたこ
とが根底にあったからです。ま
たそれを実行するために特別の
費用もかからないからです。

この五年間続けてきたこと
①肉類の摂取は極端に少なく
②動物性（特に牛肉）脂肪摂取
削減
③甘いもの、糖分の摂り過ぎ注
意
④ＥＰＡ・ＤＨＡを含む魚類を
週四回以上摂取。
⑤タバコは止めました。
⑥酒も、日本酒は止め、ワイン
特に赤ワインを飲むようにす
る。

⑦ある種のサプリメントを摂
る。
このようなことをかなり厳格
にかつ節制して続けてきまし
た。このことが功を奏したの
か、華やかだった乾癬症状が次
第に治まってきました。しかし
良くなった確たる原因、事情に
ついては、正直どの方法が決定
的な効果をもたらしたのかは私
本人にも正しい説明はできませ
ん。恐らく実行しているすべて
の方法が微妙に関連したトータ
ル的な結果だろうと思っていま
す。私の体験スピーチの後、大
阪市立大学の石井正光先生の
「尋常性乾癬の食と漢方治療」
の講演がありますが、石井先生
のお話の中に、私が実行してき
たことの結果について何か関係
があるお話がでるのではないか
と非常に期待しております。

あなたは乾癬と共存派、
対決派
最後に患者の皆さまにお尋ね
したいことがあります。

★あなたは、乾癬をあまり気に
せず、気長に付き合って行こう
と思っている派？
★乾癬と一日も早く決別した
い。そのためにあらゆる方法で
自分にあった治療法や、再発防
止法を探す派？
皆さんは果たしてどちらの考
えをお持ちでしょうか？人によ
りけり。私はどちらも正しい選
択だとは思いますが、敢えて言
わせて頂くと私自身は後者の道
を選んできました。私は乾癬と
は闘うべきだと思います。それ
もひとりで闘うのではなく、患
者が 連 帯 し て 情報 を 交 換 し て、
自分だけのことだけでなく他の
患者さんことも思いやって、最
終的に医師や製薬会社を動かし
て、一日も早く乾癬治療に最適
な方法を見つけ出すこと。結局
それが自分自身の乾癬を消滅さ
せる早道、近道だと思うのです
が、如何でしょうか？

患者 と し て で き る こと
あなたが本気で乾癬を治した

いと真剣に願っておられるなら
患者として出来ることがありま
す。第一 に 患 者 会 に入 る こ と 。
第二 に 幹 事 会 に参 加 す る こ と。
第三に幹事会に入ったらば、自
分にあった役割を見つけて出来
るだ け 患 者 会 活動 に か か わ る。
これが、乾癬を改善または消滅
させる手っ取り早い方法である
と私は強く確信しています。乾
癬を克服した人があなたの目の
前にいることを確認して下さ
い。私に続いて皆さまの乾癬が
一層完治に向かって改善されて
ゆきますことをお祈りしつつ大
変長時間のスピーチにお付き合
い頂 き 感 謝 し ます 。これ に て 、
体験スピーチを終わらせて頂き
ます。ご清聴ありがとうござい
ました。
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■□■掲示板がリニューアルされました■□■

大阪乾癬患者友の会のホームページにある掲示板が新しくなりました。活性化していき
たいと思いますので、どんどん書き込みをして下さいますようお願いします。
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/cgi-bin/wforum/wforum.cgi

★今回で
会報も十

九号とな
りました。
大阪乾
癬患者友
の会では
会発足五

周年にあたって、記念行事として会報の
縮刷版を発行する予定です。創刊号から

の会報を一冊の本にまとめたいと考えて
います。四月頃をめどに完成の予定です。
★昨年の十二月十八日（木 、
)幹事の方で
忘年会を開催致しました。幹事会は毎月
第三木曜日に日生病院で行いますが、た
まには場所を変えてのんびりとというこ
とで、病院近くにある焼き肉屋さんで行
いました。
当日は幹事九名に事務局長の日生病院
東山先生も参加して頂きましが、うれし
いことに一般会員の方も二名参加して頂
きました。お二人は先の学習懇談会に参
加され、幹事会の方を手伝って頂けると
いうことで当日参加して頂きました。い
きなりの参加が忘年会で少々戸惑って？
おられましたが、和やかにワイワイガヤ
ガヤと楽しい時間となりました。
学習懇談会では石井先生から食の大切
さを教えられ、肉や脂の過剰摂取を戒め

場所がなく仕方がなかったという面も

られたはずなのですが、会場はなぜか？
焼き肉屋さん。これは病院近くに適当な
あったのですが 単
、みな
(なる言い訳？）
さん「そうやなあ、食は大切やなあ～」
と言いながらも、目の前の焼き肉につい

つい箸を運んでいました。石井先生がご
覧になったら、どんな感想をおっしゃる

でしょう？？
会ではこれからも楽しい催しを企画し

ていきたいと思います。おいしいヘル

シーなものを頂きながら 今
(回はちょっと
例外と言うことで…）お互いの親睦を深
めていきたいと思います。

★編集後記では幹事や会員のみなさま

の最近の様子や治療を掲載していきたい
と思います。皆さんの声を気軽な感じで

載せていきたいと思います。最初は言い
出しっぺということで編集担当の私の方

から…。

「今現在は週一回の通院をしています。
紫外線療法ですが、半年ほど前からかか

りつけの病院 京
(阪土居にある個人病院で
す）で、ナローバンドをおこなっていま

す。一度に全身を照射する器械を購入さ

れたので お
(医者さんは、すごく高いと
おっしゃっていました）
、それまでのオク
ソラレンを塗布した上でのＰＵＶＡ療法

から変えました。それまではベッドの上
で何回かに分けてしていましたので時間

も大変かかりましたが、今は一度で済む
ので大変楽になりました。

さて効果の程ですが、まだちょっとわ
かりません。ちょっと体が赤くなったり

したり、かゆみを生じたりするので、強
すぎるのかな…とも思いますが、週一の

ペースでやっています。週一回では少な
いと言われましたが、時間の関係上これ

が精一杯ですので悩ましい所です。主治
医の先生と相談して利用していきたいと

思っています。
」Ｔ
(Ｋ）
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へんしゅう
こうき

★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。
★「ＰＳ０ＲＩＡ 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。当面次の仕事をお
手伝い頂ける方を探しています。 1）定例総会等行事のボランティア 2）会報送付作業の
ボランティア 3）ホームページ管理等のボランティア ４）幹事会参加メンバー(5 名程度）

ホームページのご案内
大阪乾癬患者友の会(梯の会）では、ホー
ムページを作成・運用しております。乾癬
についての治療法・薬・生活上の注意や総
会のお知らせ・会報の抜粋・掲示板・乾癬
関係のホームページへのリンクなどが掲
載してあり、役に立つ情報が一杯です。ぜ
ひ御覧になって下さい。ホームページア
ドレスは下記の通りです。

http://derma.med.osaka-u.ac.jp/pso/
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。
郵便振替 口座番号： ０９２０・２・１５５７４５「 大阪乾癬患者友の会」
プ

ソ
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