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第十三回定例総会・学習懇談会開催

最先端 の研究 を学 習
だき参 加者 に大き な感 銘を 与えま
した。医療講 演で は今回 は住 友病
院の佐 野榮 紀先生 と阪 大の 樽谷勝
仁先生 のお 話を伺 いま した 。佐野
先生は「乾癬 発症 に関与 する 蛋白
を抑え るこ とによ る新 たな 治療の
可能性 」という 題名 で、先にテ レ
ビ・新聞な どで 大きく 話題 にな っ
たスタ ット ３とい う蛋 白が 乾癬発
症の一 つの メカニ ズム であ ること
を発見 した 過程や 、どのよ うに 乾
癬に関 わる のかな ど、最先端 の研
究成果 をと てもわ かりやす くご講
演頂きました。また樽谷先生は「大
学病院 にお ける乾 癬患 者の 治療に
ついて」という題名で、前回の学習
会で小 林照 明先生（小林 ヒフ 科ク
リニッ ク）が主に 診療 所での 乾癬
治療を お話 しして いた だき ました

が、その話 を受 けて大 学（大阪 大

学）病院で の乾 癬治療 の様 子に つ
いてデ ータ を挙げ なが ら、詳しく

お話し てい ただき まし た。研究分
野と実 際の 治療分 野の 二つ の領域
でそれ ぞれ 非常に 貴重 なお 話を聞
き、会場の 方々 も大変 勉強 にな っ
たこと と思 います 。その後 質疑 応
答があ り、質問に は大 阪大学 名誉
教授の 吉川 邦彦先 生や 小林 皮フ科
クリニック（大阪三国）小林院長、
住友病 院の 谷先生 が加 わっ て六名
の先生 方が 会場か らの 質問 に適切
な回答 をし て頂き まし た。五時か
ら同じ 会場 で懇親 会が 行わ れまし
た。いつも のよ うに医 療コ ーナ ー
を設け 、先生方 に個 別相談 に応 じ
ていた だき ました 。懇親会 では 各
テーブ ルで お茶と お菓 子を つまみ
ながら 様々 な話に 花が 咲き 、本当
に楽しい、また貴重な時間となり
ました。
今回 も多 数の参 加者 があ り和や
かな雰 囲気 の下、成功裡 に終 わり
ました 。諸先生 方に は本当 にい つ
も会の ため に努力 して いた だきま
して大変ありがとうございました。
また日 生病 院や阪 大の ナー スの方
や事務 の方 にも毎 回大 変ご 尽力し
ていた だき まして 改め て御 礼申し
上げます。
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・お知らせなど(P26）

さる五月二十一日（土）午後一
時より、日生病院講堂において第
十三回定例総会・学習懇談会が開
催され約百名の参加がありまし
た。定例総会は岡田会長の挨拶か
ら始まり、会計報告・事業報告な
どが行われました。引き続き学習
懇談会があり、まず体験談として
東京地区乾癬患者友の会の壽さん
の講演がありました。壽さんは幼
少時から現在に至る乾癬の症状や
治療歴、またダイエットと乾癬の
関わりについて等、御自身の体験
を非常にわかりやすく語っていた

会場の日生病院

・質疑応答（P16）

・乾癬学習会

IN 軽井沢の案内(P25)

・最先端の研究を学習(P1）
・第 13 回学習会講演
「乾癬発症に関与する蛋白を
抑えることによる新たな治
療の可能性」
佐野榮紀先生(P2）
「大学病院における乾癬患者治
療について」
樽谷勝仁先生(P10)

・・・INDEX・・・
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かけはし

第１３回定例総会 ・ 学習懇談会より

受付では会報やパンフレットが置いてあります

日生病院

今回も多くの参加者がありました

懇親会での医療相談コーナーです

質疑応答では詳しく答えていただきました

★懇親会では各テーブルに分か
れて話が大変弾んでいました。
お医者さんも交えて、病院では
なかなかできない話もざっくば
らんに話せます。
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学習懇談会講演①

榮紀

「乾癬発症に関与する蛋白を抑える
ことによる新たな治療の可能性」
佐野
です。それ以降東京とか関東、その
他の 地 域 か ら も 住 友 病 院 に 来 て頂
いて「早くやってくれ」とおっしゃ
るの で す け れ ど も 、実は ま だ 人 間
には 行 っ て い な い 状 態 で し て 、マ
ウス の モ デ ル を 使 っ て 行 っ た とい
うこ と で す 。今か ら 話 し ま す が 理
屈的 に は 多 分 い け る は ず で す 。た
だ製 品 化 し て 治 療 的 に 患 者 さ んに
そう い う チ ョ イ ス と し て 、ある い
は製 品 と し て 使 う と い う と こ ろま
では 、数年 単 位 で か か る も の だ と
思います。
私 は ア メ リ カ・テキ サ ス の 大 学
にお り ま し て 、そこ で 実 験 を し て
まい り ま し て 、その こ と を 論 文 に
した わ け で す 。実際 は 難 し い 問 題
をクリアしなければならないので
す。一つは特許の問題とか、あるい
は最近知的所有権ということが

あって、向こうで行った仕事をこ
ちら側で勝手に、私の仕事だから
全部日本でできるのだということ
ではなく、そういうまた違う難し
い問題も抱えています。実際は製
品化とかいうものについては、ア
メリカの方で今その前段階として
の話が進んでいる状態です。実は
個人的には何かしているというこ
とは今ないわけです。そういう事
を御了解頂いて、今日は患者さん
を対象に、 STAT3(
スタット 3)
性タ
ンパクが乾癬の原因の一つではな
いかということで、これで全て説
明できるかどうかというのは実は
解っていないのですが、非常に重
要な働きをしているだろうという
ことは間違いなく言えると思いま
す。患者さん、つまり僕らからすれ
ば一般の方が聞いて解るような形
で動物実験の話をして、それでこ
うこうだよということを申し上げ
るのですけれども、どこまで理解
して頂けるかというのは心配なの
で、今から話す内容についてもし
解らないということがありました
ら、その段階で言って下さい。そこ
でストップしながら説明させて頂
きます。
それではどういうふうなものの
考え方で乾癬の発症のメカニズム

を解明 して いった のか 、どうし て
なの かと い うこ と につ いて
STAT3
簡単に スラ イドに して あり ますの
で御覧 下さ い。まず乾 癬の 疫学で
すけれども、日本では大体〇、一％
ぐらい 、もしか する ともっ と増 え
て〇、二％ぐらいかもしれません。
人口か らす ると約 十万 人ぐ らいは
おられ ると 思いま す。年々増 加し
ている ので すが、一つは 病院 の方
の統計 をと る段階 で、やはり 乾癬
という 病気 につい ての 理解 といい
ますか 、乾癬と いう 病気は 普通 の
湿疹と は違 い、病院で ちゃ んと診
てもら わな ければ なら ない という
ことを 患者 さんが 段々 分か ってき

て、皮膚科 に来 られる とい うこ と
で、統計上 数と して出 てく ると い
うのが 理由 の一つ です 。アメリ カ
では二％ぐらいになります。二％
といいますと五十人に一人です。
今日は 乾癬 の患者 さん ばか りです
が、今日百 人ぐ らい来 られ てい る
とすれ ば、二三人 は必 ずいる とい
う事で す。ちなみ にア メリカ では
四百万 人い るとい うこ とで 、もの

すごく メジ ャーな 病気 です 。もち
ろん社 会的 な問題 にも なっ てきて
おります。
御存 知の ように 乾癬 とい うのは
こういうふうな皮膚病なのですが、
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住友病院皮膚科部長

皆さ ん今 日は。住友病 院の 佐野
でござ いま す。乾癬患 者友 の会の
スタッ フの 皆様、このよ うな 機会
をお与 え下 さいま して どう もあり
がとう ござ いまし た。私は東 山先
生の方 から もお話 があ った のです
けれど も、去年の 十二 月の半 ばぐ
らいに 論文 を発表 しま して 、それ
が患者 様の 乾癬の 治療 に結 びつく
可能性 が十 分にあ ると いう 話なの

佐野榮紀先生

非常に特徴的な形をしております。
まず どう して乾 癬が 起こ るのか
という こと ですが 、皆さん ある 程
度御存 知だ と思い ます が、どうい
うふう な皮 膚なの かと いう ことを
少し復 習し てみま しょ う。乾癬の
特徴は他の湿疹とどう違うので

しょう か。まず表 面が 周りの 正常
な皮膚 から 比べて 盛り 上が ってい
て、非常に 境界 が鮮明 であ ると い
う場合 が多 いです 。この表 面が 盛
り上が って いると いう のは 、表皮
が肥厚 、分厚く なっ ている とい う
ことです。次に白いフケ状の皮、鱗
屑と申 しま すが、それが ボロ ボロ
ついて いる 。これは 何を 意味し て

いるの かと いうと 、角化が 亢進 し
ている とい うこと です 。それで も
う一つ の特 徴です が、赤いと いう
ことで す。これは 炎症 が起こ って
毛細血 管が 拡張し てい ると いうこ
とです 。これが 乾癬 の特徴 の三 つ
と言わ れて います 。これが 組織 な
のです が、正常の 皮膚 の組織 を染
色した もの です。皮膚と いう のは
表面のいわゆる薄皮みたいなもの、
表皮という部分と真皮という部分、
この二 つの 部分に 分か れま す。こ
れは正 常な のです が、正常が こう
いう形 であ るとす れば 、乾癬の 患
者さん の皮 膚の組 織は こん なに分
厚いの です ね、この表 皮の 部分が
こんな に分 厚くな って いま す。こ

れに書 いて いない ので すが 、表皮
の一番 のて っぺん の所 は角 層とい
うのです。角質の層ですね。それが
分厚く なっ ている 。これが ポロ ポ
ロと剥 がれ 落ちる のが 先ほ どの白
いフケ状の鱗屑になるわけです。
それと もう 一つ特 徴は 、真皮の 部
分を見てもらいますといっぱい
点々が あり ます。この点 々は リン
パ球と いう 白血球 の一 種で すけれ
ど、リンパ 球が いっぱ い寄 って き
ていま す。この血 管な どは真 皮の
こうい う所 にいっ ぱい 増え ている
という こと が特徴 です 。それを も
う一度 言い ますと 、先ほど 言い 忘
れまし たが 、好中球 とい う白血 球
の一種 がこ の表皮 の中 に入 り込ん

でいる とい う現象 がよ く見 られま
す。角化が 進み すぎて いる と表 皮
が分厚 くな ってい ると いう ことで
す。それであとリンパ球（この点々
がリン パ球 です）がいっ ぱい 来て
いると 、少し見 えに くいの です が
血管がいっぱい来ているわけです。
そのた めに 外から 見る と赤 く見え
るのです。ではその問題ですが、ど
うして この 表皮が 分厚 くな るのか
という こと ですが 、これは 見て も
らいま すと このブ ツブ ツが ありま
すが、このブ ツブ ツ一個 一個 が細
胞なの です 。これは 表皮 の細胞 で
す。それを マン ガ的に 書い たも の
ですが、これを先ほどに戻すと、こ
れは正 常の 表皮の 部分 、少し見 に
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くいのですがブツブツがあります。
これは 一つ 一つが 表皮 細胞 なので
すが、非常に 表皮 細胞が 増え てい
て、なんか 元気 がよす ぎて 分厚 く
なって いる という こと です 。これ
を少し 模式 的に書 いて みる とこう
いうこ とで す。表皮細 胞と いうの
は、この一 つ一 つのブ ツブ ツと い
うのが 、それぞ れつ ながっ てい る
わけで す。これが 表皮 を形成 して
います 。表皮の 角化 細胞な どと い
いますが、表皮細胞です。それが乾
癬では 活性 化して いる 。これが 非
常に元 気す ぎて増 えす ぎた という
ことな ので す。それが どう してこ
んなに 元気 になっ たの か。逆に言
えばこ の元 気すぎ る表 皮細 胞を何
とか治 して やれば 、普通の 表皮 に
戻るということです。
それ で実 際は表 皮細 胞は どうい
うふう にし て元気 にな るの かとい
うその 仕組 みです が、細胞表 面に
は膜が あり ます。細胞膜 とい うの
ですが 、そこに スイ ッチが のっ て
いるわ けで す。細胞核 とい うのは
真ん中 にあ ります 。それで この ス
イッチがあって、普通はスイッチ
がＯＦ Ｆな のです が、何らか の要
因でスイッチがＯＮになっている。
すると STAT3
という伝達物質、ス
イッチ の電 線とい いま すか 運び屋

みたい なも のです が、それが 信号
を核に 伝え るので す。それで 核の
スイッ チが 入る。それで 細胞 が核
の指令 によ って元 気に なり すぎて
しまう わけ です。つまり 活性 化さ
れてし まう わけで す。このス イッ
チ、 STAT3
、そして核のスイッチ、
それで 活性 化とい う流 れを 覚えて
おいてください。そもそも STAT3
は
どうい う働 きをし てい るの か、も
ちろん 何か の働き をす るわ けだか
らそこに存在するわけであって、
それをご紹介します。
というのは、例えばこれは
STAT3
正常のマウスの皮膚なのですが、
これを 見て 頂くと 、この白 くプ ツ
プツと少し抜けている所は STAT3

なのですが、これは STAT3
が空の状
態だと 思っ てくだ さい 。これは ス
イッチが入っていない状態です。
これは 正常 の皮膚 です 。マウス に

例えば 傷を つけて やる と、傷の所
の表皮 細胞 がこう いう ふう に黒く
プツプ ツと 染まっ てき ます 。これ
は特殊な染め方で STAT3
を見てい
る染め 方な のです が、ブツブ ツと
いっぱいあります。これは核です。
細胞膜 にブ ツブツ と見 えて います

が、これは STAT3
がここに入ってい
る、つまり スイ ッチが 入っ てい る
という 印な のです 。それで 傷の 所
で STAT3
が何かの仕事をしている
という こと です。核に入 って いる

ということです。すなわち STAT3
は
皮膚の 傷を 治す仕 事を して いるの
ではな いか と思っ たわ けで す。そ
れでど うい うふう に証 明す るかと
いうこ とに なりま す。サイエ ンス
というのは、最初に仮定、こうでは
ないか なと 思いま して 、その後 そ
れを証明しなければなりません。
科学的 に証 明して 皆さ んが 納得し
て「ああやっぱりそうだ」というこ
とで話が認められていくわけです。
それで 証明 するた めに ここ に書い
てあり ます ように 、遺伝子 工学 を
利用して表皮に STAT3
のないマウ
ス（ STAT3
ノックアウトマウス）を
作りま した 。細かい 話は 抜きま す
が、要するにＤＮＡを触って STAT3
のないマウスを作ったわけです。
それで そう いうマ ウス の皮 膚に傷
をつけ てや るとど うな るか ？予想
される こと はどう いう こと でしょ
うか？はい、これが答えです。これ
はマウスの毛の色が違うのですが、
正常の マウ スはこ れで 、こちら は
傷をつ けた 跡です 。同じ日 に傷 を
つけて 十日 目ぐら いで すけ れども
正常のマウスは傷が治っています。
かさぶ たに なって いま す。しかし

を持 って い ない マ ウス は傷
STAT3
が開いたままです。つまり STAT3
は
先ほど 申し 上げた よう に傷 の治り
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と関係 して いて傷 を治 す働 きをし
ているということです。だから
ノック アウ トマウ スで は傷 の治り
が悪いのです。
そこ で大 問題な ので すが 、皮膚
の傷の 治り 方のメ カニ ズム という
のと、乾癬が 起こ るメカ ニズ ムと
いうのは非常によく似ております。
これは 前か ら知ら れて いる わけで
して、どこが 似て いるの かと いう
と、傷が治 る時 の表皮 を見 てみ る
と少し 分厚 くなっ てい ます 。分厚
くなって真皮に血管が増えたり、
あるいはそのサイトカインですが、
成長因 子、傷の時 に出 てくる 色々
な成長 因子 の分泌 パタ ーン が乾癬
で言わ れて いるよ うな 分泌 パター

ンと非常によく似ている。
もう 一つ はこれ は臨 床的 に重要
なので すが 、皆さん も御 存知の よ
うに乾 癬の 患者さ んで は傷 をした
後に乾 癬が 増えま す。先ほど 壽さ
んも、引っ掻 いた りなど する 刺激
で乾癬 は治 りませ んと おっ しゃっ
ていま した が、それは 結局 引っ掻
くとい うこ とで傷 をつ けて しまっ
ている とい うこと です 。傷をつ け
るという刺激があると乾癬はなか
なか治 りま せん。それは 皆さ んも
御存知 だと 思いま すが 、もう一 つ
は何人 かの 患者さ んに「どう いう
時に乾 癬に なりま した か」と聞い
たら、きっか けと してよ く言 われ
るのは「けが をし た後そ の跡 が乾

癬にな った 」という 方も おられ ま
すし、乾癬に なっ ている 患者 さん
で「自転 車で 転んだ 所が すご いひ
どい乾 癬に なって なか なか 治らな
い」という話もあります。というこ
とで傷 の治 りのメ カニ ズム と乾癬
のメカ ニズ ムは何 か似 てい るので
はないかということは前から分
かって いた わけで す。乾癬と は皮
膚の創 傷治 癒の誇 張さ れた 形で見
えてき てい る病気 だと 、傷を治 そ
うとす る力 が強す ぎて 表皮 があん
なに分 厚く なった りと かす るそう
いうも ので はない かと いう ふうに
言われています。
先程 と同 じなの です が、これを
思い出 して もらい ます と、傷の横
では STAT3
がいっぱいブツブツと
見えて くる 。それで 乾癬 の表皮 で
は STAT3
はどういう状態になって
いるの かと いうこ とを 調べ たわけ
です。すると どう だった でし ょう

か。正常で見てみますと STAT3
はほ
とんど 白く 抜けて あま り見 えない
です。しかし 乾癬 の所で はや はり
ブツブツがいっぱい見えています。
つまり STAT3
が核に入っていると
いうことで、 STAT3
がやはり傷の所
と同じ よう に活性 化し てい るとい
うこと が分 かった わけ です 。患者
さんの 皮膚 を調べ させ ても らいま

して、二十一 例中 の十九 例で やは
りこういうパターン＝ STAT3
が核
に入っ てい るパタ ーン を発 見しま
した。つまり 九十 ％以上 の患 者さ

んの乾癬の病変部で STAT3
が活性
化していました。
次に やは り先ほ どの 証明 という
ことに なる わけで す。遺伝子 工学
を利用して表皮に活性化した
を持 つよ う なマ ウ スを 無理
STAT3
矢理作 って やる。そうい うマ ウス
を作っ たと すれば その マウ スは乾
癬にな って しまう ので はな いかと

思ったわけです。それで活性 STAT3
マウス を作 ったわ けで す。これが
正常マ ウス とする と、こちら は活
マウスです。よく御覧にな
STAT3

性
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るとち ょっ と赤い です ね。少し分
かりに くい と思い ます が、しっぽ
がカサ カサ してい ます 。そうい う
状況だ った のです が、この背 中の
皮膚を 見て みます と、別に異 常は
なかっ たで す。この皮 膚で 活性化
した STAT3
がいっぱいあるにもか
かわら ず何 もしな いよ うな 背中で
は正常マウスと活性 STAT3
マウス
の皮膚 は変 わりま せん でし た。
そこで先ほどと同じなのですが、
ノッ クア ウ トマ ウ スは 傷の
STAT3
治りが 悪い のです 。今度の マウ ス
は逆に STAT3
が強すぎるマウスで
す。そうすると、質問ですが、活性
化型 STAT3
マウスでは傷の治りは
どうな るで しょう か？ 単純 に思う

と、傷がむ ちゃ くちゃ 早く 治る の
ではな いか と思わ れま すね 。答え
は残念 なが ら違い ます 。傷の治 り
方は正常のマウスと同じでした。
しかしここで面白いことが起
こって きま した。面白い とい った
らおか しい ですが 、大変な こと が
分かったわけです。正常マウス、こ
れです が、これは 傷が 治った後の
皮膚の 状態 を少し 見せ てい るわけ
です。こちらは STAT3
マウスです。
どこが大変なのかといいますと、
傷をつ けて やって もそ の治 りは変
わらな かっ たので す。特に早 いと
いうこ とは なかっ たの です 。しか
し傷を つけ て一ヶ 月す ると 乾癬が
発症し てき たので す。という こと

は、皮膚の 組織 をご覧 に入 れま す
が、正常マ ウス のこの 少し 紫の 所
が表皮 です 。同じ倍 率で すけれ ど
もすご く表 皮が分 厚く なっ ていま

す。活性 STAT3
マウス、これが傷が
治って約一ヶ月半の組織ですが、
活性 STAT3
の働きをすごく強めて
やった 皮膚 のマウ スの 傷の 部分で
治った 跡と いうの がこ うい うふう
な乾癬 のよ うな症 状を 呈し てきま
した。表皮が非常に分厚いです。大
体正常 の二 ～三十 倍の 表皮 の分厚
さをも って います 。これは 英語 な
のですが、こういう症状です。先ほ
ど申し 上げ た乾癬 の患 者さ んで起
こって きた ような 皮膚 の病 理所見
に見えてくるのと同じことが起

こっていました。比べてもらいま
すと、これは活性 STAT3
マウスの傷
の跡に 出て きた乾 癬で す。これは
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ぱり鱗屑を付けていて、乾癬に
なって いき ます。組織も やは り乾
癬みた いで す。という こと でもう
一つこ うい うマウ スが でき たわけ
です。
とこ ろで 乾癬の 原因 です が、表
皮が悪 いの だとい う話 とリ ンパ球
が悪い のだ という 最近 は二 つの説

が二つ 大き な説と して 並ん であり
まして、なぜかというと、例えばサ
イクロ スポ リンと いう 免疫 抑制剤
はＴ細胞の働きを下げることに
よって 治る という こと で、やはり
Ｔ細胞 が悪 いので はな いか 、ある
いは抗 ＣＤ ４抗体 とか 、紫外線 と
か免疫 を下 げるよ うな こと をする
と乾癬が治ると言われています。
それに 対し てビタ ミン Ｄ３・レチ
ノイド など 表皮の 増殖 を抑 えると
いうの が、乾癬を 治す 薬であ ると
いうこ とで 、やっぱ り表 皮細胞 が
悪いの では ないか とい うど ちらの
意見もあるわけです。
実際 私が 実験し て分 かっ たのは

人間の 乾癬 です。非常に よく 似て
います。ほとんど一緒です。
傷を 付け るもっ と簡 単な 方法と
して「テープストリッピング」とい
う方法 があ ります 。スコッ チテ ー
プ セ
( ロハンテ ープ な
) のですが、
毛を剃 った 跡に皮 膚に くっ つけて
は剥が して 、くっつ けて は剥が し

てとい う軽 い傷で すが 、それを 付
けてや って 四日目 でこ うい う乾癬
が出て きま した。この左 の三 匹と

乾癬が発症するのに STAT3
が活性
化した 表皮 細胞と Ｔ細 胞の 相互作
用が必 要な のでは ない かと いうこ
とで、実験をしてまいりました。
少し 専門 的にな りま すが 、理屈

があっ て論 争中な ので す。特にリ
ンパ球・Ｔ細胞 が原 因だと いう の

いうのが STAT3
活性型マウスです
が、この背 中の 所にそ うい うテ ー
プをピ リピ リピリ ッと やっ て傷を
つけて やる だけで 、乾癬に なっ て
きました。こういう感じです。やっ

は簡単 です 。まずそ のＴ 細胞が な
いマウ ス、ヌード マウ スと言 いま
すが、このマ ウス に先ほ どの 活性
マウ スの 皮 膚を 背 中に 移植
STAT3
します。これはＴ細胞がないので、
拒絶反 応が ないた めに きち んと移

植 も で き る わ け で す 。 そ こ で ここ
に傷を つけ てやる と乾 癬に なるの
でしょ うか 。もしＴ 細胞 が関係 す
るのだ った ら、この周 りの マウス
はＴ細胞を持っていませんので、
乾癬に はな らない はず です 。そう
いう実 験を しまし た。それで ヌー
ドマウスの植皮を STAT3
マウスに
して、それで こす ってや ると やは
り乾癬にはなりませんでした。
それ では という こと でＴ 細胞を

その植 皮の 所に外 から 打っ てやっ
たわけ です 。そうす ると 今度は 乾
癬になりました。
次に Ｔ細 胞だけ 打っ て、植皮は

マウ スで は ない 普 通の マウ
STAT3
スの皮 膚を 植えて やる と、Ｔ細胞
だけで はや っぱり 乾癬 にな らない
ということが分かったわけです。

要するに STAT3
が活性化している
表皮と Ｔ細 胞の両 方が ない と乾癬
になら ない という こと がわ かった
わけです。
結局 こう いう二 つの 話に なった
のです が、やはり 相互 作用で 乾癬
が発症 する という 、それで その 架
け橋をしている STAT3
がこちら側
にいっぱい出ているとＴ細胞が
寄って くる のです 。寄って きて そ
こで活 性化 してそ れで 乾癬 ができ
るということが分かりました。
それ では 臨床的 にも つな がるの
ですが、
がそんなに重要とい
STAT3
うのであれば、 STAT3
の働きを邪魔
してやったら治るのではないか、
あるい は乾 癬にな らな いの ではな
いかということで実験をしました。

の邪魔物質、デコイ デ(コイ
STAT3
というのは「おとり」という意味で

す 、
)そういう物質を塗ってやると
どうな るか と。先ほど のマ ンガで
すが、スイッチがＯＮになって
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が核 への シ グナ ル を伝 達す
STAT3
るわけ です 。そこを デコ イが完 全
にブロ ック して活 性化 しな い細胞
にしてやる。
さて どう なった でし ょう か。こ
れが答 えで す。そのデ コイ をまず
塗っておいてやると、先ほどの
テープ でビ リビリ と剥 がし たとこ
ろは乾 癬に ならな いの です 。デコ
イを塗 って やった マウ スの 皮膚で
傷をつ けて やって も乾 癬に ならな
いので す。発症を 邪魔 できた ので
す。
もう 一つ は臨床 的に もっ と重要
なのですが、あらかじめ乾癬に
なっているところの皮膚に STAT3
を邪
STAT3

デコイを塗ってやって

です。デコイでここを完全にブ
ロック 、活性化 しな いでこ れは 実
は処理 前で す。これだ け表 皮が分
厚い乾 癬状 態にな って いる 皮膚で

魔した らど うなる か。これは 治療
に結び つく 話です が、先程と 同じ

ルとい うか それは 結構 ある のです
が、ただ、一つの 光明 と言い ます

す。それに STAT3
デコイを塗ってや
るとど うな るか、デコイ を塗 ると
皮膚の 分厚 いのが 治り まし た。大

これ は十 二月十 三日 のＮ ＨＫで
取り上 げら れまし た。テレビ の威
力というのはすごいといいますか、
この日 のう ちにか なり の問 い合わ
せがあ りま して、やはり 一番 患者
さんがこれを聞いて、本当に良

か、一つの 明る い兆し とい うふ う
に皆さ ん思 ってい ただ いて 結構だ
と思い ます 。これが メカ ニズム で
すが、やはり STAT3
が活性化した表
皮とそ れが やはり 傷な どの 刺激に
よって さら に活性 化し てく ること
で活性 化Ｔ 細胞を 誘導 して きて何
らかの ファ クター が出 て、乾癬が
出てくるというそういう話です。

体四日 間で すが、三分の 一ぐ らい
までに皮膚の分厚さが治りました。
ということで STAT3
の機能を邪魔
するこ とに よって 乾癬 が治 るかも
しれな い。これは 先程 一番最 初に
申し上 げま したよ うに まだ 人間に
はやっ てい ないの で、まだハ ード

かった 、なんと かな るので はな い
かとい うふ うに少 しで も思 って頂
けたら すご く私と して もよ かった
のですが、ただ今の所まだ「もう少
しお待 ち下 さい」としか 言い よう
がない ので す。その他 に読 売新聞
とか日 経新 聞とか にも 取り 上げら
れまし た。これは つい 先々週 ぐら
いです けれ ども、アメリ カで 乾癬
の研究 賞と いうの があ りま してそ
れで賞 を頂 きまし た。世界的 にも
認めら れて いると いう こと で今後
の見通 しと しては やは り次 は人間
に対し て、どこま で製 品化で きる
のかと いう その段 階に 入っ てきた
のでは ない かと思 いま す。従って
「 COMING SOON
…もう少しお待ち下
さい」ということです。以上です。
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勝仁

「大学病院における
乾癬患者の治療について」
樽谷
の研究 、診療に 関し ても最 新の 治
療をい ち早 くお届 けす ると いうよ
うな役割があると思います。
まず始めに学生 や研修医の教育
に関し てで すが、患者さ んに 協力
してい ただ いて診 療の 際、学生や
研修医 が一 、二名座 って みさせ て
いただ いて いる事 があ って 皆様に
大変ご 協力 いただ いて いる のです
が、乾癬と はど ういう 病気 であ る
かとい うこ とにつ いて 教育 してい
くのと 同時 に実際 に乾 癬の 患者さ
んをみ てい ただい てど うい うもの
なのか を知 ってい ただ いて 、将来
皮膚科 以外 の診療 科の 先生 に乾癬
という病気を知っていただこうと
いう教育をしていくのと同時に、
研修医 の先 生には 将来 乾癬 の専門
家にな って もらう 人も いま すので
そうい った 知識を 持っ ても らうと

いうことを目標としています。
研究に関してで すが、先程佐野

先生が 簡単 にわか りや すく 説明し
ていた だい たので すが 、乾癬は 表
皮が非 常に 活性化 する 、表皮が 元
気であるという病気でありまして、
それに 関係 するも のと して 少し難
し い の で す が 「 S T A T 3ス
( タット
３ 」)がメインなのですが、他にＥ
ＧＦだ とか 色々な 蛋白 質が ありま
す。佐野先 生も おっし ゃっ てい ま
したが 、最近で はリ ンパ球 とい う
ものが 侵入 してき てそ れが 原因で
表皮が 増殖・活性化 され るので は
ないかといわれてきております。
佐野先 生の スタッ ト３ とは 違うの
ですが 、私が行 って いた研 究を 少
し紹介したいと思います。
皮膚の発ガンに 関係しているも
ので「 Ras
（ラス）」というスタット
３とは また 別のた んぱ く質 があり
ます。そして スイ ッチが 入っ てこ
の Ras
が活性化 されて それが 核に
行って 細胞 が元気 にな り、元気に
なりす ぎた ものが ガン にな るとい
われています。この Ras
というもの
を皮膚 だけ に出る よう に仕 掛けを
したマ ウス を作っ て、アメリ カで
研究を して おりま した 。そのマ ウ
スとい うの は普通 の時 は正 常な皮
膚なの です が、そのマ ウス にある

物質を塗ると Ras
というた んぱく
質が皮 膚に だけ出 るよ うな 仕掛け
をした マウ スを作 りま した 。その
マウスにこの Ras
というも のを多
く出る よう にする と、皮膚に イボ
のよう なも のがで きま す。先ほど
佐野先 生が お見せ した よう に皮膚
が分厚 くな ってく ると いう ことが
わかっ てき ました 。皮膚の 癌に 関
係しているのですが、その Ras
とい
う下にある「 Raf
」というもののス
イッチ が入 るよう な同 じよ うなマ
ウスを 作っ てみた とこ ろ、先ほど
のイボ のよ うなも のが 出来 るマウ
スと比べると皮膚がカサカサに
なって 全体 的に皮 膚が 分厚 くなり
ました 。この皮 膚を 切って 顕微 鏡
でとって調べると皮膚の皮厚が乾
癬に近 いよ うな感 じで 出て きまし
た。実際に 乾癬 の患者 さん では こ

の
というた んぱく 質につ いて
Raf
調べておりませんが、
も関係
STAT3
しているのでしょうが、 STAT3
が出
ることによって Raf
が活性化され
て乾癬 のよ うな症 状が おこ るので
はない かと いう研 究を して いまし
た。日本で はこ の研究 はそ の後 ま
だ発展 して いませ んが 、アメリ カ
ではその研究をしておりました。
次に診療に関し てですが、大学
病院の 位置 付けは どう かと いうこ
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大阪大学医学部 附属病院で乾癬
外来を 担当 してお りま す樽 谷と申
します 。今日は 大学 病院に おけ る
乾癬患 者の 心情に つい てと いうこ
とでお 話さ せてい ただ きた いと思
います。大学病院ですが、一般病院
と一番 違う 点は、普通の 病院 は乾
癬患者 を診 療する こと に特 化して
いて、大学病 院は 医学部 の学 生や
研修医の教育、先程佐野先生が
おっし ゃっ ていた よう な第 一線で

樽谷先生

とですが、症状の軽い、軽症の患者
さんは 診療 所や総 合病 院な どで診
ていた だい て、入院が 必要 な重症
の患者 さん や診療 所に かか ってい
て急に 悪化 した患 者さ んを 診察す
るのが 大学 病院の 位置 付け だと思
います 。それと 同時 に最新 の治 療
法、例えば 今は 生物学 的製 剤と い
うもの が実 際アメ リカ では 乾癬の
患者さ んの 治療に 使わ れて います
が、日本で はリ ウマチ など には 使
われて いま すが乾 癬の 治療 にはま
だ使わ れて おりま せん 。大学病 院
にはそ うい う最新 の治 療法 の提供
と実際 に使 って臨 床試 験を すると
いう役割があると思います。
乾癬、角化症外来とい うものを
火曜日 の十 四時か ら十 六時 までし
ており ます 。五月ま では 小林照 明
先生と 私と で一緒 に担 当し ていま
したが 、六月か らは 私と新 しい 先
生とで 診察 してお りま す。最近大
阪大学 医学 部附属 病院 にど れだけ
の患者 さん が来ら れた のか という
統計を 取り ました 。初診の 患者 さ
んは、二〇〇二年度で三十六名、二
〇〇三年度で五九名、二〇〇四年
度で四 十一 名とい うこ とで 、月平
均三～ 五人 位の患 者さ んが 新しく
来られ てい ます。その中 には 関節
症性乾 癬の 方も何 人か 来ら れてい

ます。その中 に重 症の患 者さ んが
どれ位いるのかということですが、
先程も お話 しまし た通 り、大学病

院では 中等 症から 重症 の患 者さん
が来ら れる だろう と予 想し ており
ました が、重症の 患者 さんも 来ら
れてい ます が、やはり 中等 症と軽
症の患 者さ んが多 く来 られ ていま
す。二〇〇 二年 度は約 半分 が軽 症
の患者さん、二〇〇三、二〇〇四年
度にな ると 半分以 上が 中等 症の患
者さん が来 られて いる とい う状況
です。では、再診患者ではどうかと
言いま すと 、今年の 三月 に一ヶ 月
間、どうい う方 が来ら れて いる の
かと統計を取ってみました。約
一ヶ月 間で 六十一 名来 られ ていま
して、尋常性乾癬が五十六名、膿疱
性乾癬 が二 名、関節症 性乾 癬が二
名、滴状乾癬が一名となっており、

尋常性 乾癬 の患者 さん が一 番多い
という 結果 になり まし た。年齢別
に見てみますと、五十、六十代の患
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者さん が多 いかと 思っ てい たので
すが六 十一 歳～七 十歳 とい う方が
一番多 く、次いで 七十 一歳～ 八十
歳が多 くな り、年配の 方が 多く来
られて いる という 事が わか りまし
た。もちろん、若い二十代の患者さ
んも来 られ ていま す。再診患 者の
方の重 症度 を見て みま すと 、軽症
の方が 半数 以上お られ ます 。とは
いえ、これは 再診 患者さ んの 統計
なので 治療 をされ てい ると いう事
で軽症とはいえ、うまくコント
ロール され ている と捉 えて いただ
ければ いい と思い ます 。そして 中
等症が 全体 の三分 の一 ，重 症度の
方は全 体の 十数パ ーセ ント 位おら
れまし た。ではど うし て軽症 患者

が多い のか という と、以前の 学習
会でも 小林 照明先 生が 説明 してお
られた と思 います が、日本で 中等
症と診 断さ れてい た患 者は 米国で
は重症患者と認識されております。
日本で は乾 癬の皮 疹が 皮膚 の面積
の九％ まで は軽症 、十～二 十％ ま
では中 等症 、三十％ 以上 が重症 と
診断さ れま すが、米国で は二 ％ま
でが軽症、三～九％までが中等症、
十％以上では重症と診断します。
という 事で 、日本と 米国 での認 識
の違い とい うもの も原 因の 一つに
あるの では ないか と思 いま す。次
に再診 乾癬 患者の 方の 治療 法の統
計です が、約半数 が外 用剤の みの
治療を され ており 、全体の 約六 分

の一が 外用 剤プラ スか ゆみ 止めな
どの抗 アレ ルギー 剤を 使用 して治
療され てい ます。そして 約五 分の
一がチ ガソ ンを用 いて 治療 されて
います。その他、免疫抑制剤である
ネオー ラル やシク ロス ポリ ン、最
新の紫 外線 治療で ある ナロ ーバン
ドを使 って 治療さ れて いた り、普
通の紫 外線 で治療 され てい る方も
おられ ます 。これは 吉川 先生の 時
代から 使わ れてい るも ので 、乾癬
外来の 患者 さんに 配っ てい るパン
フレッ トで すが少 し紹 介し たいと
思います。
※ 別紙参照（阪大乾癬外来パンフ
レット）
パンフレットには病気の説明、

日常生活の注意事項、食生活、対策
などが書いてあります。パンフ

レット には 原因は 不明 と書 いてあ
りますが、先程佐野先生が講演さ
れたよ うに 原因が 少し ずつ わかっ
てきて、それにつれて治療法も
色々と 出て くると 思い ます が、現
時点で は真 の原因 とい うも のは不
明です。
次に最近の話題の治療法ですが、

ナローバンド UVB
を用いた 治療法
があり ます 。これは どう いった 治
療法か と申 します と、今まで の紫
外線療 法が 色々な 波長 の紫 外線で
治療す るの に対し て、ナロー バン
ド UVB
は特に乾 癬に効 くと言 われ
ている 限ら れた波 長の 紫外 線だけ
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を出す こと のでき る装 置で す。し
かし残 念な がら大 阪大 学の 乾癬外
来には この ような 小さ なナ ローバ
ンド UVB
の機械しかないので、全身
に当て よう と思っ たら 四～ 五回当
て直し てい ただく とい う不 便を患
者さん にお かけし てい ます 。まだ
定かで はあ りませ んが 、今年中 に
もう少 し大 きな機 械を 購入 する予
定にし てい ますの で、それが 入れ
ば患者 さん に負担 をお かけ する事
も少なくなるかと思います。
乾癬 の治 療法に は、Ｔ細胞 が悪
さをす るの でその Ｔ細 胞を 押さえ
込んで しま おうと いう 治療 法に昔
から使 われ ている シク ロス ポリン
療法と いう ものが あり ます 。その

二〇〇四年度版のガイドラインで、
どのよ うな 患者さ んに 使う のかと
いう対 象が 変わっ てき まし た。昔
は皮疹 が全 身の三 十％ 以上 の方に
限定さ れて いまし たが 、その定 義
が下がりまして、
「現在の治療効果
に満足 が得 られな い患 者」も使っ
て良い とい う事に なり まし た。し
かも使 い方 も、以前は 毎日 服用す
るという事でしたが今は一日おき
ですと か、原則は 一日 二回服 用す
るので すが 今は夜 だけ 服用 すると
いう投 与法 も出て きて おり 、なる
べく少 ない 量で効 果が ある ような
治療法 が研 究され てき まし た。こ
のよう に投 与法を 工夫 する ことに
よって 腎臓 を悪く した り血 圧が上

がった りと いうよ うな 副作 用を軽
減でき るの ではな いか とい うこと
です。服用の際の注意ですが、チガ
ソンな どと の併用 は行 わな いこと
とか、紫外線 療法 の場合 は皮 膚癌
の発ガ ンリ スクが 増大 する 可能性
がある ので なるべ く使 わな いとい
う事と 、ネオー ラル での治 療が う
まくい った 場合は なる べく 外用剤
を使っ て可 能な限 りネ オー ラルの
投与量 を少 なくす るこ とが 望まし
いです。

また別の薬なの ですが、ロキシ
スロマイシン（商品名ルリッド）と
いう薬は尋常性乾癬には適応に
なって おり ません が、抗生剤 でい

わゆる ばい 菌を殺 す薬 です 。この
薬が、乾癬で 五例 中二例 にや や有
効、一例に は無 効とい う結 果が 発
表されました。別の研究ではその
薬を十 七人 の患者 さん に飲 んでも
らって 少し 乾癬が 良く なっ たとい
う報告 もあ りまし て、実際阪 大病
院を受 診し た扁桃 腺炎 のあ る患者
さんに この 薬を飲 んで いた だいて
非常に 良く 効いた とい う事 があり
ました。
最後に今アメリ カで良く使われ
ていま す生 物学的 製剤 とい うもの
があり ます 。いわゆ る炎 症を起 こ
す大元 をブ ロック して やる もので
す。商品名では、
「エンブレル」
「レ
ミケー ド」という もの はアメ リカ
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でも日本でも発売されています。
しかし 残念 ながら 今の 所使 っても
良いと され る病気 が関 節リ ウマチ
とクロ ーン 病だけ にな って いて乾
癬に使 って も良い とい う承 認はま
だ取れていません。「エンブレル」
という 薬で すが、日本で は二 〇〇
五年三 月三 十一日 に発 売さ れまし
て、関節リウマチに効果があり、週
二回皮 下注 射をす ると いう 治療法
です。アメリ カで は約六 十％ の患
者さん に効 果があ った とさ れてい
ます。
「レミケード」ですが、日本
では二 〇〇 二年五 月に 発売 されま
して、クロー ン病 や関節 リウ マチ
への使 用は 承認さ れて いま す。こ
の薬は アメ リカで は約 七十 五％の

患者さ んに 効果が あっ たと されて
います 。この薬 は静 脈に注 射す る
のです が、効く方 は打 ってか ら一
週間、二週間 で良 くなる 方も おら
れます。
その他には adalimumab
（アダリ
ムマブ）という抗 TNF と
αいう炎症
をおこ す物 質をブ ロッ クす るもの
なので すが 、一～二 週間 に一回 筋
肉 注 射 を す る と い う 治 療で す 。 関
節リウ マチ の臨床 試験 中な のです
が、乾癬に 対し て今年 中に も臨 床
試験が 始ま る可能 性が 高い と思い
ます。
ここで一番問題 になってくるの
が薬価 で、実際に 治療 にいく らお
金がか かる のかと いう 事で す。エ

ンブレ ルは 週二回 、月八回 で十 二
万円、三割負 担で 四万円 とい う事
になり ます 。レミケ ード は二ヶ 月
に一回、三割負担で七万円なので、
月三万五千円という事になります。
これら の薬 はやは り負 担が 高くな
ります。参考までに、免疫抑制剤の

ネオーラルは多い量（ 300mg × 30
日）を使い ます と三割 負担 で月 に
三万三 千円 ですが 、もちろ ん量 が
減るに従って金額も減りますので、
量が減 れば 外用剤 だけ の場 合と変
わらな い金 額にな って くる かと思
います。チガソンは 25mg × 30
日と
すると 三割 負担で 月六 千六 百円な
ので、金額だ け見 ると他 の薬 より
安くなっています。

最後に この 写真は 小林 照明 先生に
お借り した もので すが 、民間療 法
でこのようなタコの吸い出しを
行って いる ものが ある そう で、や
はりこ うい うもの は乾 癬を 刺激し
て悪化 させ る原因 にな るの でやめ
てくだ さい という こと をお 伝えし
て終わ らせ ていた だき ます 。ご静
聴、有難うございました。

★お知らせ

第十四回学習懇談会は十一月二十

七日 日( 住)友病院で行う予定です。
詳細は追ってご連絡します。
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質問： STAT3
デコイはどんな物質
でしょうか？

は、たんぱく質
佐野先生：「 STAT3
の一種 でス イッチ が入 ると 細胞の
核に入 りま す。細胞の 核と いうの
は
のかたまり ですが核 にくっ
DNA
つく
と同じ形 をしたデ コイが
DNA
先に核にくっついて、本来の DNA
が
核にく っつ くのを 阻害 する もので
す。デコイ自体は DNA
です。
」
質問： S T A T阻
3 害剤 を使っ ても 、
ずっと 使い 続けな くて はい けない
のか？
佐野先生：「これは、ちょっと分か
りません。マウスの実験では、長期
間に渡 って どの程 度の 効果 があっ
たかと いう 事を詳 しく は調 べてい
ません 。少なく ても デコイ を塗 っ
て四日 間で 乾癬が 良く なっ たとい
う事は 分か りまし たが 、ではそ の
効果は どの くらい 続く のか 、一旦
塗るのを辞めると（乾癬の状態が）
戻って くる のか、そうい う事 につ
い て は、 や っ て い な い の で 分 か り
ません。」
質問： デコ イを塗 布し て表 皮の状
態が変 化す るかど うか 、という 一
見簡単 な実 験が患 者個 人レ ベルで
なぜ行われていないのでしょう
か？いつでも試してみますが？
佐野先 生：「実は 患者 さんに して
みれば 切実 な問題 で、そこに モノ
がある んだ ったら ココ でや ってく

ださい よ、という 患者 さんは 沢山
来られます。私どもも、そういう患

者さんの気持ちは分かりますが、
新薬と いう のは倫 理上 越え なくて
はいけ ない ハード ルが 法的 に非常
にきっ ちり 決めら れて いま す。そ

れをクリアしないといけません。
例えば 、私自身 に乾 癬があ った と
して、自分を 実験 でやっ ても いい
んじゃ ない かと自 分の 責任 かと言
えば、そうではなくて、それも罪で
す。それもダメなんです。そういう
倫理的 な問 題で新 薬を 開発 をする
上で、ひとつ ひと つステ ップ を踏
まない と、逆に勝 手な 行為を する
と（法的に）正式な行為すら止めら
れてしまうので、今は出来ません。
いずれにせよ、
デコイだけで
STAT3
はなく化学物質で STAT
の働きを止
めるよ うな ものと いう のは 存在し
ていま して 、臨床的 に使 えるか ど
うかは別の問題ですが、 STAT3
はデ
コイだけではありません。
」
質問： STAT3
の機 能 を 邪 魔 す る 物
質は自然界には存在しないので
しょうか？
佐野先生：「これは存在します。ひ
とつは、紫外線そのものが STAT3
の
活性を止めます。乾癬の治療で、紫
外線を 使っ て効果 があ るの は、そ
ういう 意味 もある かな と思 ってい

ます。あと、これはまだ実験段階で
すが、ビタミンＤ３も STAT3
の活性
を止め る働 きがあ るよ うで す。そ
れ以外 に自 然界に 存在 する ものは
分かりません。」
質問：初めて聞く「 STAT3
たん ぱ
く」について、もう一度説明してく
ださい。

佐野 先 生 ：「 S T A Tと
3 いうのは、
『 signal tranducer and activator of transcription』
3という
長った らし い名前 の略 語で す。そ
ういう 働き をする 、細胞質 にい る
たんぱ く質 です。ファミ リー たん

ぱくと言い、 STAT1,2,3
・・・とトー
タルで七種類あります。なぜ STAT3
に注目 した かとい うと 、細胞の 製
造に必 要な スイッ チの シグ ナルを

動かしているのが S T A T で
3 す。
や STAT5
は細胞の活性化とい
STAT1
う意味 では 、そんな に重 要では あ
りません。簡単に言えば、 STAT3
が
一番基 盤的 な細胞 の活 性化 の役割
を担っていて重要です。」
質問：乾癬患者には、なぜこの
が働き出しているのでしょう
STAT3
か？
佐野先 生：「これ は実 は分か りま
せん。一番、元の原因ですが今後の
研究で分かってくると思います。」
質問：関節炎についても STAT3
が

16

質疑 応答
東山先生
佐野先生
吉川先生
樽谷先生
小林先生
谷先生

まず 、今日の 講演 をいた だい た
お二人 の先 生方へ の御 質問 を最初
にさせて頂きます。
まず 佐野 先生へ の講 演に 対して
の御質問で

回答

左から東山・佐野・吉川・樽谷・小林・谷各先生

関係するのか？
佐野先生：「これは良い質問です。
おそら く関 係しま す。関節症 乾癬
の方の 関節 症状が 出て いる 場所に
は、皮膚で 起こ ってい る状 況と 良
く似た 状況 になっ てい ると 予想し
ています。そこでも STAT3
が絡んで
いるというのが私の予想ですが、
まだ具体的な証明はありません。」
質問： STAT3
の薬が実用化される
までの見通しを教えてください。
佐野先 生：「これ につ いては 分か
りませ ん。私がや って いるの では
なく、アメリ カの 方での 特許 とか
の部分 で仕 事が進 みつ つあ る段階
で、それをクリアして、あとは製薬
会社が やる という 形で す。デコイ
を使うか、ケミカル（化学物質）で
を止めるか、または新たなや
STAT
り方で
を止めるか、まだ分か
STAT
りません。 STAT3
を標的にした方法
が何年先になるかは分かりません。
アメリ カで は四百 万人 の患 者がい
ます。日本でも乾癬患者会で、患者
の声がまとまりつつありますが、
アメリカの需要は非常にあります。
だから そん なに長 い期 間が かかる
わけではないかと思います。」
質問： 傷の 治癒過 程で サイ トカイ
ンが出 て来 るとス ライ ドに ありま
したが、 STAT3
とも関連しているの

でしょうか？
佐野先生：「関係しています。その
通りです。」
次に樽谷先生に対する質問です。
質問：ソラレン＋ PUVA
療法は阪大
でも行っているのでしょうか？
樽谷先 生：「今現 在で も人数 は少
ないですが、やっています。入院患
者さんでも重症患者には PUVA
バス
療法を行っています。」
質問： 今後 、メトト レキ サート を
週四錠 飲ん で治療 にあ たる 予定で
すが、このメ トト レキサ ート の阪
大での 有効 性はど のよ うな もので
しょうか？
樽谷先 生：「実際 メト トレキ サー
トを飲 んで いる患 者さ んは 阪大で
は、そんな に例 数が多 いわ けで は
ないの です が、確かに 関節 症乾癬
の方に 使わ れて痛 みが ひい ている
患者さ んは います 。有効性 に関 し
ては、例数が 少な いので ちょ っと
詳しい こと は言え ませ んが 、かな
り効いている感じはします。但し、
使う時 は肝 機能障 害、間質性 肺炎
などの 副作 用に注 意し て使 ってく
ださい。」
質問： ロキ シスロ マイ シン が有効
かもし れな いとの お話 があ りまし
たが、マクロ ライ ドが免 疫に 関係

ないかという事が言われていま
す。
」

してく る可 能性が ある ので しょう
か？
樽谷先 生：「スラ イド にも書 いた
のです が、免疫を 調整 する作 用と
いうの が、最近分 かっ てきま して
それで 乾癬 にも効 いて いる のでは

作ると いう 話はあ りま すが 、鬱状
態の方 を改 善する 薬で 乾癬 が悪化
するという話はありません。」
質問： 睡眠 時間が 短い 方が 症状は
改善さ れる のです が、そのよ うな
事例はないですか？

んで試験の時、あとは社会人で残
業が多 くて 帰りが 遅く なり 睡眠時
間が短 くな って悪 くな ると いうの
は、よく経験しています。」
質問：症状の悪化と共に「むくみ」
が出て来ました。改善するには、ど
のような治療をすれば良いです
か？
小林照 明先 生：「乾癬 の皮 疹が悪
化した 時に 、指先と か足 側背部 が
腫れて くる という のは 、よく経 験

うので あれ ばそれ は別 に気 にする
ことはありません。」
東山先生（補足）：「逆に睡眠不足
で、悪くな ると 言う方 はよ く経 験
しています。寝不足が続くと、一気
に乾癬 が悪 くなる 。例えば 学生 さ

から質 問者 の方が 、短い睡 眠時 間
で御自 分の 体調が 非常 に良 いとい

に寝て ると いうの は心 理的 なスト
レスに なる かもし れま せん 。です

吉川先 生：「直接 的な 経験は あり
ません。しかし、必要な睡眠時間と
いうの は個 人個人 でそ れぞ れ違い
ますの で、眠たく もな いのに 無理

質問： STAT3
と Raf
たんぱくの構造
上の違いはなんでしょうか？
樽谷先 生：「シグ ナル が伝わ る経
路が全く違います。なにか物が
くっついて伝わっていく所が STAT3
が中に 入っ て核の 中に 行く という
ものと、 Raf
ラフなどを伝わって核
の中に 入っ ていく とい う経 路の違
いです。たんぱく質自身は形も
まったく違います。」

次に一般的な質問です。
質問： 睡眠 の質向 上の ため 、精神
科の先生から薬を頂いています。
鬱状態 が再 発しな いよ うに 少量で
す が 二 十 年 近 くに な り ま す 。 向 精
神薬が 乾癬 の原因 を作 るこ とは考
えられ ます か？乾 癬を 治め るため
薬（向精神薬）を減らすことは有効
ですか？
吉川先生：「躁の状態を、抑える薬
にリチウムというのがありまして、
それが 乾癬 を悪化 させ る、乾癬を
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するの です が、その時 に急 いで治
療する とい うので はな く、ステロ
イド外用を小まめにして頂いて、
あと紫 外線 療法を 中心 にや ってい
るので すが 、回数を 多く 受診し て
頂けれ ば早 くひく と。あと足 の腫
れが酷 い場 合、乾癬の 皮疹 がひき
にくいという場合もありますので、
足を上 げて 長く休 んで 頂く と、足
の腫れ をひ かせる よう にし て乾癬
の皮疹 もひ きやす くす ると いう両
方の相 乗効 果で、日常生 活の 指導
をさせて頂いています。」
質問： 四年 ほど前 、ステロ イド を
服用し てい た際、血糖値 が急 激に
高くなり二五〇を越えましたが、
服用を 止め 次第に 降下 して きまし
たが、まだ元の数値に戻りません。
どうすれば良いでしょうか？
樽谷先 生：「実際 に血 糖値が どの
ような感じか分からないのですが、
ステロ イド 服用で 血糖 が上 がった
というのは糖尿病の素因が元々
あったと考えられます。今、その症
状が出 てい るので あれ ば内 科、内
分泌の専門の先生に診て頂いて、
血糖値のコントロールをして下さ
い。軽ければ運動療法、重ければ薬
ということになると思います。」
質問： 関節 が痛い とき は、暖める
のが良 いか 冷やす のが 良い かどち

らでしょうか？
谷先生 ：「関節 炎が おこっ てい る
場合は 、炎症で すか ら多く は冷 や
す方が良いです。ただ、必ずしも炎
症のみ で痛 みが起 こっ てい るので
はなく 変形 自体の 痛み とな ってき
ますと 温め る方が 良い 、ただ見 極
めが難 しい かもし れま せん 。一般
的には 消炎 鎮痛剤 を飲 んで 頂いて
対応していきます。」
質問： 肉な しで野 菜だ けで は食事
が物足 りな いので すが 、鶏肉な ら
良いですか。
樽谷先 生：「肉で も特 に脂身 を避
けて頂 いて 赤身で あれ ば、少々大
丈夫で ある と思わ れま す。乾癬の
患者さ んは 中性脂 肪の 高い 方が多
いので 、油で揚 げた ものな どは 出
来れば 避け た方が 良い かと 思われ
ます。ただ、食事制限で逆にストレ
スにな って 症状の 悪化 を招 くこと
もある ので 、ほどほ どに するの が
良いかと思います。」
質問：ソラレンを使った PUVA
療法
の後は 、最低で も十 二時間 はＵ Ｖ
カット のサ ングラ スを つけ る必要
があるというのは本当でしょう
か？
吉川先 生：「本当 であ る可能 性が
高いで すが 、それは 内服 療法で の
話です。ですから外用で、ソラレン

を塗っ て治 療を受 ける 場合 は、水
晶体へ の障 害は気 にし なく ても大
丈夫です。
」
東山先生：「 PUVA
療法には数種類
ありま して 、ソラレ ンを 飲んで 全
身に光 をあ てる方 法、これが 目の
保護が 必要 だとい う方 法で す。
それか ら、ソラレ ンを 患部に 塗っ
て光を あて る（患者 体験 談の壽 さ
んと同じ方法）これは外用 PUVA
と
いう方法です。あと、お風呂（バス）
にソラ レン を入れ て浸 かる 方法を

P U Vバ
A ス療 法とい います 。色々
と言っても方法が違いますの
PUVA
で、それに よっ て注意 事項 は違 い
ますので、治療を受ける前に、説明
をよく聞いてください。」
質問： ビタ ミンＤ ３に つい て、ボ
ンアル ファ・オキサ ロー ル・ドボ
ネックスがありますが、どの薬が、

どのタイプ（体質）に効くというこ
とはありますか？私自身オキサ
ロール を使 ってい ます が、薬代の
高さに辟易しています。ジェネ
リック 薬品 に、オキサ ロー ルはあ
るのでしょうか？
小林先生：「「外用の使い分けは、
角化傾 向の 強い、白い粉 のふ いた
厚みの ある 症状の 場合 は、濃度が
一番高 いド ボネッ クス を使 うこと
が多いです。あと、朝ステロイド夜

ビタミ ンＤ ３とか 週末 だけ ステロ
イド平 日は ビタミ ンＤ ３な どのコ

ンビネ ーシ ョンの 場合 は、オキサ
ロール がス テロイ ドと の相 性が良

いのも あっ てよく 使用 しま す。あ
と、社会的 なフ ァクタ ーが あっ て
なかなか規則正しく外用できない、
日に一 回し か塗れ ない とい う場合
は、ボンア ルフ ァ・ハイを 勧め ま
す。しかし、ボンアルファ・ハイは
オキサ ロー ル、ドボネ ック スの二
倍の値 段が します ので 、日に一 回
しか塗 れな い方は 、値段の 事を 理
解して頂いて処方しております。
ジェネ リッ クは薬 価的 には 安いの
ですが 、現在は 低濃 度のも のし か

な く 溶 か し てい る 基 材 の 問 題 が
あって（薬剤の）混合する場合、先
発商品 の方 がデー タの 蓄積 もあり
安心して使用できます。」
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体験談

「乾癬は治らない？？」
つまり 産ま れた時 から 乾癬 だった
ので、物心つ いた 時には 体中 真っ
赤でし た。その時 には 滴状乾 癬と
言われ 、ずっと その まま滴 状乾 癬
だと思 って いまし たが 、数年前 に
逓信病 院で 尋常性 乾癬 だと 診断さ
れまし た。患者同 士で 話して いる
とよくいくつかの皮膚科に行き、
やっと 乾癬 だと判 断さ れた という
お話を お聞 きしま すが 、自分の 場
合乾癬 だと わかっ てい たの でその
面では 良か ったの かな と思 いまし

壽

た。そして、先程も言いましたが産
まれた 時か ら乾癬 だっ たの で綺麗
な皮膚 の状 態だっ たっ てこ とがほ
とんど あり ません ので 、多少皆 様
と乾癬 に対 する考 え方 が違 うかも
しれません。
例えば乾癬になって・・・とかな
らなかったら・・・という感情はあ
りませ んで した。何故な ら乾 癬が
あるのが普通だったからです。
乾癬 で辛 かった こと です が、親

とか身内の乾癬に対する心配です。
あくまでうちの親の場合ですが、
小さい 時か らです ので 、過度に 心
配しす ぎて いろい ろな 民間 療法を
試しま した 。と言っ ても 基本的 に
ケチなので全て合わせて一万も
使って ない と思い ます 。心配し て
くれる 気持 ちはよ くわ かる のです
が、逆にあ りが た迷惑 にな って し

まうこ とも あるん です よね 。まだ
まだ自 分が ガキだ から かも しれま
せんが 、出来れ ば自 分は乾 癬の こ
とはほっておいてほしかったです。
それと痒みが辛く、幼稚園の頃、
夜中に 痒く て痒く て、掻き毟 って
シーツ や服 が血だ らけ にな り、痒
みを冷ます為に湯船に使ったら血
で真っ 赤に なった こと があ りまし
た。その時 はこ のまま 死ぬ んじ ゃ
ないか と一 晩中大 泣き して いまし
た。
そん な 自 分 も 今ま で 何 回 か 殆ど
乾癬がなくなった時期があります。
一回目 は小 学校一 ～二 年の 頃。麻
疹で酷 くな り、都内の 病院 に入院
した時 です 。たしか 乾癬 の治療 は
何もし てい なかっ た記 憶が ありま
すが、麻疹の 湿疹 ととも に乾 癬が
綺麗に消えたのを覚えています。
ただ、それはすぐに戻りました。
二回 目 は 小 学 校高 学 年 の 頃 、治

療とい う治 療は何 もし てい なかっ
たので すが 、毎日半 袖半 ズボン で

過ごし てい たら綺 麗に なお りまし
た。その頃 通っ ていた 練馬 の皮 膚
科の医師に「何故治ったか教えろ、
治らな いで 悩んで いる 人が たくさ
ん い る ん だ 。」 と 言 わ れ 、 乾 癬 患
者ってたくさんいるのかなぁ
～？？ と思 ったの が記 憶に 残って
います。
そして、三回目は今です。
その今 の状 態のこ とを 少し お話さ
せていただきます。
二回 目で 何もせ ず、乾癬が 綺麗

になったので何もしないでもその
うち治 るだ ろうと 大学 一年 の時ま
で病院 に通 わず、何も治 療し てい
ませんでした。
その 後、インタ ーネ ットで 知り
合った 方々 とのオ フ会 、幕張乾 癬
学会に 参加 し、そこで 知り 合った
方々は 皆乾 癬を治 そう と治 療して
いたの に感 銘し、自分も 乾癬 を治
療していこうと思いました。
そこで久々に行った病院では
「何故ここまでほっておいたの？？
君はこ のま まじゃ 死ぬ よ」と言わ
れ、必死で乾癬の勉強をしました。
（決して 死ぬ病 気では ありま せん）
次の病 院で は医師 が本 で調 べなが
らの乾 癬の 説明。その後 もい くつ

19

東京地区乾癬患者友の会

東京地区乾癬患者友の会（ P ）設立時から役員としてお手伝
PAT
いさせ て頂 いてい る壽 です 。まだ
まだ若 輩者 ですが 、大阪乾 癬患 者
友の会 主催 第十三 回学 習懇 談会に
て患者 体験 談をお 話さ せて いただ
きまし た。人前で 話す ことが あま
り慣れ てい ない為 聞き づら い、説
明不足 で誤 解など があ った と思い
ます。それを 含め 書きま すの でお
時間が ある 時に御 覧頂 けれ ば幸い
です。
まず、簡単な自己紹介をします。
私は二 十二 歳の大 学生 で、乾癬に
なってから二十二年が経ちました。

壽さんによる発表

かの皮 膚科 に行っ たの です が、な
かなか いい 先生と 巡り あえ ず、全
て入院してくださいと言われ嫌
だった とい うのも あり 、また行 か
なくなりました。そして、その半年
後くら いに 悪化し 看護 師の 友達が
探して くれ た家の 近く の乾 癬学会
に参加 して いる医 師が いる 皮膚科
に通う こと になり まし た。そこの
医師に「入院 しな くては 駄目 です
か？？」と聞いたところ、
「まだま
だ大丈 夫だ から一 緒に 治療 して行
きまし ょう 」との言 葉が 凄く嬉 し
かった です 。そして 、半年く らい
通った ので すが、薬をつ けな かっ
たり、通院を怠ったりと、どんどん
悪化していきました。そして、あま
りにも 痒み が酷く 、それで 眠れ な
い日々 が続 き、最初の 医師 に言わ
れた「このままじゃ死ぬよ」の言葉
が未だ に頭 に残っ てい たの で、入
院を決 意し 東京逓 信病 院の 江藤先
生のと ころ で入院 させ てい ただく
ことになりました。
三週 間 ほ ど の 入院 で 治 療 は 朝リ
ドメックス（ステロイド）夜はビタ
ミンＤ３のオキサロール。飲み薬
は痒み 止め だけ。二日に 一回 ＰＵ
ＶＡ治療でした。そして、ＰＵＶＡ
を四～ 五回 くらい 浴び たく らいか
らどんどん赤みが薄くなっていき、

最終日 には ほとん どな くな ってい
ました。そして、退院して二年半ほ
ど経ち ます が、乾癬ま った く出て

入院中の治療

ＰＵＶＡの説明

入院中の治療は体は朝アンテベート、夜オキサロー
ル。朝晩共に頭はリドメックス。飲み薬は痒み止め
だけ。＋ＰＵＶＡ週３回

• ＰＵＶＡ
患部に紫外線の吸収を良くするソラレン（液体、軟膏
入浴、飲用）を塗布後、ＵＶＡ波長の紫外線を照射
する治療。

きていません。
入院 中と 自宅で の処 置の 違いは
①薬は 入浴 後。②一日 二回 しっか

処置の時間は？？

• 気がついた時週２～３回 • 一日２回

処置の量は？？

「ダイエットと乾癬」

り塗る。③薬の量は適量に。薬は薄
く塗り まし ょうと 言わ れて いたの
で、薄く薄く塗っていましたが、病
院では 思っ ていた 以上 に塗 ってい
ました。
そし て、ＱＯＬ によ る悪化 要因
ですが 、自分の 場合 は①皮 膚に 強
い刺激をあたえない。
（痒み、入浴
時のタ オル など）②睡眠 を十 分と
る。③スト レス をスト レス と感 じ
すぎない。④不衛生な生活。毎日入
浴をす るな ど。これら のこ とが原
因で悪 化し ていま した ので 、こう
いうこ とを 注意し て悪 化を しない
ように心がけています。

自宅と病院での軟膏処置の違い

決して ダイ エット をす ると 乾癬が
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• 薬は大量に

• 薬は薄く

（綺麗な皮膚の状態に塗る）

処置の頻度は？？

• 入浴後に軟膏を塗る

• 寝る前に塗る

病院での処置

自宅での処置

ソラレンを塗った患部の写真

ＰＵＶＡの写真（読売新聞記事より転送）

ＰＵＶＡがない日のサイクル
入浴⇒朝食⇒軟膏処置⇒昼食⇒夕食⇒
入浴⇒軟膏処置

（同種類にはBath-PUVA, narrow band UBV療法など）

ＰＵＶＡの日のサイクル
朝食⇒オクソラレン塗布３０分後入浴⇒ＰＵＶＡ⇒
軟膏処置⇒昼食⇒夕食⇒入浴⇒軟膏処置

２００２年７月撮影
２００２年６月撮影
２００4年10月撮影
２００２年６月撮影

入院前後の足
入院前後の腹部

痒み
皮膚に強い刺激を与えない
ストレス
寝不足
不衛生な生活
•
•
•
•
•

悪化しない為にはこれらのことを注意する！

治るというわけではありませんが、
痩せる と乾 癬がよ くな った という
お話を よく お聞き ます 。それで ダ
イエッ トの 仕方に よっ ては 乾癬改
善にはいいのではないかと思い、
スポー ツ指 導員の 資格 を持 ってお
ります ので 、その知 識を 交えお 話
させていただきます。
ダイエットというと大抵の方は
運動と食生活で体重を落とすと思
います。
その運動についてですが、
「ア
イソメトリック運動」というのを
ご存知ですか？？アイソメトリッ
ク運動というのは負荷の少ない運
動を数多くやるという遅筋を鍛え
る運動です。ちなみに筋肉には早

ダイエットと乾癬

～スポーツ指導員として、患者として～

ダイエットと称して生活改善＆乾癬改善！

筋と遅筋がありますが、早筋は太
い筋肉で遅筋は細い筋肉のことで
す。
この 運 動 の メ リッ ト は ① 早 筋に
比べ、遅筋は衰えにくい。②リウマ
チのリ ハビ リにも 使わ れて いる運
動で関 節炎 の方に も出 来る 。③き
つい運 動で はない ので 、持続出 来
る。という 理由 でご紹 介さ せて い
ただきました。それ以外にも
ウォー キン グとか でも 、二十分 以
上歩かないと体脂肪は消費されな
いと言 われ ていま すが 、大きな 間
違いで 五分 四回歩 くの も同 じ消費
量です。なので、今までより少し多
く歩い たり 、ストレ ッチ などを 組
み合わせると効果的にシェイプ

遅筋を鍛える運動。筋肉には遅筋と速筋があり、
遅筋・・・物を持続的に持ち続ける細い筋肉
（例えばマラソン選手など）
速筋・・・物を持ち上げる時に使う太い筋肉
（例えば短距離選手やスケート選手など）
鍛え方
１０ｋｇのダンベルを２０回上げ下げが限度だと
すると同じ運動を３０回行うと速筋が鍛えられる。
同条件にて、1ｋｇのダンベルを１００回の上げ
下げ運動で遅筋を鍛えられる。

アイソメトリック運動とは？？

アップ 出来 ます。ちなみ に自 分も
この運 動だ けで四 ヶ月 十五 キロ減
量することが出来ました。
そし て 最 後 に 、昨年 九 月 に 行 わ
れた山 形乾 癬学会 にて 、カリフ ォ
ルニア 大学 のクー 先生 が「これ か
らは患 者自 身が情 報を 求め 、治療
法を選択すべき時期に来ている」
とおっ しゃ ってい まし た。自分も
最初は ビタ ミンＤ ３と 言わ れても
まった く知 らなか った です が、少
し勉強 をし 、入院時 に自 分に効 果
があるかないか知りたかったので、
無理を 言っ てＰＵ ＶＡ をや らして
いただ きま した。その時 にＰ ＵＶ
Ａを知らなければ今の結果には
なってなかったと思います。

ダイエットのメリット

• 軽い運動・・・ウォーキングやストレッチ、アイソメトリッ
ク運動など。
解決！
• 食事・・・サラダ類や低カロリー高タンパク質の食べ物
や魚類。飲酒も控えめに。
解決！
• 関節症の方も脂肪が多いと、関節への負荷大
軽減！

以上のことだけでも、運動不足解消、ストレス解消、
睡眠不足解消、食生活改善。
これだけでも1石４鳥。人によっては5鳥、６鳥も？

そし て 、いろ い ろ な 患 者会 に 参
加して いる と正直「あな たは 治っ
たから いい わね」みたい なこ とを
言われ るこ とがあ りま すが 、まだ
まだ治 らな いと思 い込 んで 治療を
しない方が多々いらっしゃいます。
自分も 以前 は治る とは 思っ ていま
せんで した し、講演な どの 治った
写真を みて も信じ てい ませ んでし
た。でも、実際に治ってその状態を
維持し てい る人は いま す。自分も
その一 人で す。まだ治 らな いから
と治療 を諦 めてい る人 にこ んなに
もよく なっ た人が いる とい うこと
を知らせる。そして、この状態を維
持する こと が今後 の自 分の 役目だ
と思っています。
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ＱＯＬによる悪化要因

第 13 回学習懇談会

参加者アンケートより

◎壽さんの体験談について
・永年の体験でご家族の苦労も大変だったと思います。本人さんも色々と大変だったと思いますが、
今日に至るまでよく頑張られたと思います。
・とても参考になりました。薬の塗り方など身近で共感できる所も多く、患者同士で情報を共有し
ていく事も必要であるし、社会一般に病気の事を知ってもらうのも大切だと思います。
・参考になる内容がいくつかありました。
・根気よく治療することによりよくなるという希望を与えてくれた。
・日常気を付けるべき点について具体的な話が多くとてもよかった。
・大変感動的なお話で、とても参考になりました。
・辛い経験を淡々とお話しされ同情する。
・大変参考になりました。
・22 年間の症状が消えているのはすごいことだと思います。薬物治療を受けてこなかった事がよい
効果に結びついたのでしょうか。光に反応のよいタイプのような気がします。
・私も 35 年ほど乾癬を患っていますが、子供の頃の方がひどく出産をしてからすごく良くなりま
した。ＰＵＶＡはした事はないですが、ナローバンドをするようになってからは、肘、膝に数個小
さいのがある程度まで治りました。もう数年完全にコントロールできています。頭は軽度のステロ
イドローションを悪化した時に塗る程度です。
・心強くお話を聞かせて頂きました。
・貴重な体験談をありがとうございました。参考にさせて頂きます。
・とても励みになりました。ダイエットを心がけてよい状態が続けられるよう頑張りたいと思いま
した。
・「ダイエットと乾癬」為になりました。遅筋のトレーニングならハードルが低いです。楽しくお
話を伺いました。ありがとうございました。
・非常に良かった。
・大変参考になりました。希望が持てます。

◎佐野先生の講演について
・明るい希望が持てて本当に嬉しいです。
・病気の仕組みの事について細かく教えてくれる医師は少ないので、初めて聞く事ばかりでした。
・今後の治療方法があることが理解できました。
・乾癬発症のメカニズムの解明について分かりやすく説明いただけた。治療法確立への期待が持て
る。
・知識皆無だった私にはとても勉強になりました。
・頑張って完成してほしい。
・非常に噛み砕いて分かりやすく話して頂きありがとうございます。発症原因の解明と同時に画期
的な治療薬の開発の可能性があるのかと思います。
・ＳＴＡＴ３の働きをデコイがブロックしたら乾癬が治るという話は初めて聞きました。
・分かりやすく興味深く聞かせて頂きました。
・乾癬の治療も未来に向かって進歩していることが分かり安心しました。
・ＳＴＡＴ３について勉強ができ、今後乾癬の原因解明にとても希望が持てるお話だと思いました。
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・先生の証明された学説が全世界にいる患者の光明になる日、実用化の日を心待ちにしています。知
的所有権のハードルを超えて世界中の先生方が一丸になる日を！
・これからの希望が持てる良い話でした。
・早く使用できるようになってほしいです。

◎樽谷先生の講演について
・色々と研究して患者の為にお願いします。
・新しい治療薬が参考になった。
・病院へ言っても乾癬という病気がまだまだマイナーなものだということを痛切に感じる。医師の間
でも治療法などの情報交換など盛んにしていってほしい。
・ナローバンドＵＶＢが意外にまだ使われていないのかと思います。
・患者数が年々増えているのですね。入院でお世話にならないように通院で頑張ります。ＦＤＡの定
義だと自分も重症なのですね。めげずに先生といい関係を作って治めていきたいです。
・治療の全般が分って良かった。
・まだまだ未知の療法を模索しているのでしょうね。

◎会の活動について
・会員の方達の為に頑張って下さい。
・参加者の写真を撮るのはやめるべきです。個人情報保護の観点と良い気持ちがしません。顔が写ら
ないよう背後から撮るというような配慮をすべきです。
・個人情報保護法を遵守する為、今後アンケートへの住所記入等について配慮が必要。使用目的・情
報の保存廃棄など。
・会報はとても参考になります。
・日生病院にて診察をしてもらっている者です。梯の会の案内は病院の掲示のずっと後に会員に送付
されてきます。会員を優先して先に送ってほしい。予定が組みやすいから。
・お世話になりますが、よろしくお願いいたします。
・幹事の方々が一生懸命やって頂く姿を見て感激しました。
・いつも乾癬患者のために活動して頂いてありがとうございます。とても感謝しています。
・初めて参加させて頂きました。ざっくばらんな会で安心。世話役の皆様ありがとうございました。
地下鉄出口の道案内、暑い中お疲れ様でした。話しかけて下さった方もうれしかったです。

◎その他・総会について…会費は会員に返るような事業をしてほしい。他の会との交流会より、
280 名の方々と知り合いになる事業をしてほしい。病状の話でも 280 名もの方々との話し合いで十分
情報はとれると思います。
・東山先生に寄付を頂くのはどうかと思います。毎回負担になる。
・ハイキング、見学会など以外に１泊程度の温泉ツアーも企画して頂けませんか。
・また参加します。ありがとうございました。
・難病と言われ、出来てしまうと治らないと言われる。インターネットで見てもどの先生が解って、
治療・説明してくれるか分からない。出される薬は抗生剤。身体に悪そうに思われ、使って良いか
不安。来て良かったし明かりが見えたと思います。
★編集部より
①写真

会の運営の記録として撮影させていただいていますが顔等に関しては細心の注意をはらい

個人の

特定がされないように注意し会報やＨＰに掲載させていただくようにしています。
②個人情報

名簿等は最小限の人しかアクセスできないよう管理しています。
またアンケート等に関しても

個人名が特定できないよう注意を払っています。
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交流親睦会行われる

京都府立植物園でのんびり散策

六月十九日（日）大阪乾癬患者友の
会で は会 員相 互の 交流 を深 める ため
に、京都 府立 植物 園で 親睦 交流 会を
行い まし た。学習 会の 懇談 会で はい
つも 会員 同士 の懇 親会 が行 われ てい
ます が、さら にみ んな が楽 しめ る行
事ということで今回企画されました。
当日 は一 般会 員・幹事 あわ せて 二十
四名 の参 加が あり まし た。大阪 はも
とより、京都・兵庫・奈良さらに愛知
から も参 加が あり まし た。十一 時に
京都 市左 京区 の京 都府 立植 物園 の正
面玄関に集合。まず近くにある「キャ
ピタ ル東 洋亭 本店 」で親 睦食 事会 を
行 い ま し た 。「 キ ャ ピ タ ル 東 洋 亭 本
店」はイ タリ アン 創作 料理 の瀟 洒な
レス トラ ンで 、会員 の皆 様は ラン チ

など 思い 思い の料 理 をオ ーダ ーし 、談
笑しながら楽しい時間を過ごしました。
今回 はご 夫婦 やお 子 様と 一緒 など 御 家
族で参加されている方も多く、和気
藹々 とし た雰 囲気 の 中で イタ リア 料 理
に舌鼓を打ちました。その後、京都府立
植物 園の 散策 とな り まし た。植物 園で
は最初に集合写真を撮った後、各自自
由行 動と いう こと で 、それ ぞれ 思い 思
いのコースをのんびりと散策しました。
当日は少し汗ばむ位の天候でしたが、
広大 な敷 地の 植物 園 では 、様々 な花 が
咲き 乱れ てお り、私達 の目 を楽 しま せ
てく れま した 。園内 には 大き な温 室 も
あり 、多く の熱 帯植 物が 栽 培さ れて い
まし た。約三 時間 程度 の自 由 散策 に少
し疲 れた 方は 園内 の レス トラ ンで 飲 み

物をとったり、またあちこちに設け
られたベンチで日差しをよけながら
交流を深めました。三時頃に再び玄
関前に集合し、解散ということにな
りました。今回のこうした行事の企
画は大阪乾癬患者会としては初めて
の試みでしたが、非常にリラックス
した時間を過ごせ、会員のみなさん
からはまた行いましょう、今度は一
泊で、というような声が相次いでい
ました。
大阪乾癬患者会では今回の京都府
立植物園散策行事をきっかけにして、
今後もこうした行事を企画し会員の
皆様の相互交流を深めていきたいと
思います。また西日本合同行事の企
画も進めて参りたいと思います。多
数の皆様のご参加をお待ちしていま
す。
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全国乾癬患者学習懇談会 in 軽井沢のご案内
平成１７年９月９日～１０日、第２０回日本乾癬学会学術大会が軽井沢で行われます。この学会
に併せて全国の乾癬患者会主催の学習懇談会を開催致します。
○日時：９月１０日（土）
○場所：軽井沢プリンスホテル 西館１階国際会議場（浅間）
○主催：全国の乾癬患者会
○協力：日本乾癬学会
○費用：無料（どなたでも自由に参加できます※注意）
○時間：１３：００～１５：３０
プログラム
開場：１３：００
▽講演
13:30「乾癬治療はどうなる－米国からの視点」
カリフォルニア大学 ジョン・クー教授（日本語で講演）
13:50「乾癬治療をどうする－日本からの視点」
群馬大学皮膚科 安部正敏先生
▽質疑応答
※患者本人、ご家族、ご友人など多くの方の参加をお待ちしています。参加の事前登録は不要です
ので直接会場までお越し下さい。

全国患者会軽井沢宿泊イベントのお知らせ
第２０回日本乾癬学会学術大会が軽井沢で開催され全国から学習懇談会に集まった患者仲間の宿
泊イベントを開催する予定です。各患者会はもとより、患者会に関わりなく地元長野や隣接地域、
全国からの参加もお待ちしています。
■日時：平成１７年９月１０日（土曜日）１７時頃
■場所：コテージ イン ログ・キャビン（389-0112 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢 5-6
℡ 0267-45-0365）
■費用：
１・宿泊＆懇親会のみ
２・東京からのバスツアー

12000 円
19800 円

（往復のバス、保険代を含む）
往路：９月１０日午前９時都内発
帰路：９月１１日午後６時頃都内着
宿泊は何名かで同室泊になります
■申込：FAX、メールのみ（P-PAT 事務局）
氏名、住所、連絡先、生年月日（２の保険加入の為）、所属患者会（未加入でも可）
■定員：５０名（懇親会のみは MAX ６０名）
■担当：東京地区乾癬患者友の会(P-PAT)
http://www.kansen.info/index.php
■締切：8/20 を予定
（締め切り後のキャンセルは取消料がかかる場合がございます）
詳しくは大阪乾癬患者会まで→ info-psoria@derma.med.osaka-u.ac.jp
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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。
★「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きます。
★「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」
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