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いただ く鈴 木氏の 御自 身の 乾癬病
歴や治 療歴 ︑あるい はそ の間の 御
家族の 苦労 やそう した 中か ら生ま
れた深 い絆 などを 真摯 に語 ってい
ただき ︑非常に 充実 した体 験談 と
なりました︒
今回 の医 療講演 は二 つあ り︑ま
ず最初に谷口芳記先生 市立四日市
(

)

病院皮膚科部長 による﹁皮疹を診
るとき 気を つけて いる こと ⁝節々

(

)

は痛みますか︑他﹂というテーマで

上げます︒

や阪大 の方 にも色 々お 世話 になり
ました ︒この場 を借 りて御 礼申 し

友病院 のス タッフ の方 には 大変お
世話に なり ました ︒また日 生病 院

今回 もま た約九 十名 の参 加があ
り︑充実した内容となりました︒住

の医療 相談 コーナ ーも 設け られま
した︒

テーブルで熱心に交わされました︒
いつも のよ うに先 生方 によ る臨時

方が参 加さ れ︑和気藹 々の 雰囲気
の中︑乾癬を巡る様々な話が各

また 学習 会の後 は同 病院 五階の
食堂で 懇親 会を行 い五 十名 近くの

も加わ って いただ き︑会場か らの
質問に答えていただきました︒

応答が 行わ れ︑お二人 以外 にも東
山先生︑佐野先生︑吉川先生などに

で講演を行っていただきました︒
お二 人の 講演の 後は 恒例 の質疑

で︑また乾 癬患 者の素 朴な 疑問 に
できる だけ 答えて いこ うと いう形

癬の病態の特徴︑その理由︑さらに
新しい 治療 法の紹 介な ど︑具体的

よる講 演が 行われ まし た︒お二人
とも治 療の 現場か ら見 た様 々な乾

乾癬が 治り づらい のは ︑医者の せ
い？薬 が悪 い？﹂という テー マに

の講演︑引き続き高橋健造先生 京
都大学皮膚科講師 による﹁すねの

(

会場の住友病院

住友 病 院 で 開催

し形を 変え ︑本会の 長船 副会長 に
よる質 問に 鈴木氏 が答 えて いただ

だき︑その体 験を 語って いた だき
ました が︑今まで の体 験談と は少

回の体 験談 は遠路 はる ばる 山形乾
癬患者 会の 鈴木氏 に来 阪し ていた

拶と本年度の活動概要の話の後︑
まず患 者体 験談が あり まし た︒今

二時半 より 同病院 十四 階の 講堂前
で受付 ︑十三時 より 岡田会 長の 挨

今回は 初め て大阪 市北 区中 之島に
ある住 友病 院で行 われ まし た︒十

昨 年 十 一 月 二 十 七 日 日 に第 十
四回学習懇談会が開かれました︒

・お知らせなど(P22）

くとい う形 で行い まし た︒司会者
の巧み な質 問︑またそ れに 答えて
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鈴木（P10）

・軽井沢学習懇談会報告(P21)
・患者体験談

ジョン・クー先生(P16)
大学
は、医者のせい？薬が悪い？」
京都大学 高橋健造先生(P3)

らの視点」カリフォルニア

乾癬学習会 in
軽井沢(
2)

)

かけはし

・参加者アンケート（P14）
・軽井沢学習懇談会講演
「乾癬治療はどうなる＝米国か
・住友病院で開催(P1）
・学習懇談会参加記 吉岡(P2）
・第 14 回学習懇談会講演
「すねの乾癬が治りづらいの

第 14
回学習懇談会
特集
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かけはし

鈴木氏による体験談(長船副会長と共に)

学習会参加記

体験 談に 感動

十三時開会︒岡田会長挨拶︑会計

参加さ れて おり︑約九十 名の 方の
参加がありました︒

階会議 室に おいて 開催 され ︑三重
県の患 者会 から六 名︑四国か らも

十一 月二 十七日 ︑第十四 回定 例
総会・学習懇 談会 が住友 病院 十四

み引き こも りにな って いる 人が乾

した︒今回の体験談は︑乾癬で苦し

を生み出し︑日本だけでなく︑海外
でも認 めら れる芸 術家 にな られま

えるた めに も︑皮革工 芸の 仕事を
頑張っ てこ られ︑すばら しい 作品

彼女を 支え てくれ る旦 那さ んと結
婚しま した ︒その彼 の気 持ちに 応

ら車椅子で 参加され︑
ご自分の病状と治療方

法について先生方のご
意見を熱心に聞いてお

られる方もありまし
た︒

懇談会は会場を五階
の食堂に移動し︑各

乾癬が 治り づらい のは ︑医者の せ
い？薬 が悪 い？﹂と言う 演題 でご

ますか他﹂︑続いて︑京都大学皮膚
科講師 の高 橋健造 先生 に﹁すね の

谷口芳 紀先 生に﹁皮疹 を診 るとき
気をつ けて いるこ と・節々は 痛み

例行事 の海 水浴で お世 話に なって
いる市 立四 日市病 院皮 膚科 部長の

で感動しました︒
学習講演会は︑三重の患者会恒

ばらし い伴 侶もき っと 見つ かると
いう希 望を 持つこ とが でき るお話

い仕事もできるし︑病気を理解し︑
一緒に たた かいを 支え てく れるす

癬とた たか いなが らも ︑すばら し

場下見 の時 からお 世話 いた だいた
谷先生 ︑本当に あり がとう ござ い

先生方 ︑会場を 貸し てくだ さっ た
住友病 院の 関係者 のみ なさ ま︑会

総会・学習懇 談会 で御講 演い ただ
いた谷口先生︑高橋先生︑相談医の

ジックで楽しい時を過ごしました︒
最後になりまし たが︑この定例

参加で ︑おいし いイ タリア ンと 間
近で見 てい てもわ から なか ったマ

もしていただきました︒
その後の︑忘年会は二十三 名の

た︒同じ場 所で ドクタ ーと の相 談
コーナ ーも あり︑直接病 気の 相談

の方でも直ぐに自分の病状を話せ︑
和気あ いあ いとお しゃ べり しまし

じ病気で苦しみ︑たた
かって いる 同志で すか ら︑初対面

テーブルでお茶とお菓
子をつまみながら︑同

講演い ただ きまし た︒乾癬の 病気
のメカ ニズ ムから 治療 法ま でわか

ました ︒参加い ただ いた会 員の 皆
さんご苦労様でした︒

懇親会(上)と忘年会(下)

りやす くご 講演い ただ き本 当にあ
りがとうございました︒
質疑応答では︑入院中の病院か
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大阪府 吉岡

報告︑事業報告に続いて︑山形の患
者会を昨年三月に立ち上げ︑頑
張って おら れる鈴 木さ んに よる体
験談の発表がありました︒今回は︑
新しい 試み で︑大阪の 患者 会の副
会長で ある 長船さ んと の対 話形式
で進められました︒
鈴木さんは︑二十歳過ぎに︑おば
あさん の病 気の付 き添 いの ため病
院で過 ごし ていた とき ︑生涯の 仕
事になる皮革工芸とめぐりあい︑
乾癬も発 症しまし た︒
﹁真っ赤 なぞ
うさん ﹂と言う ほど 病状が ひど い
とき︑﹁ぼくが彼女の乾癬を直す﹂
と主治 医に 言い切 って ︑献身的 に

今回も多くの人が参加

学習懇談会講演

﹁すねの乾癬が治りづらいのは︑
高橋健造

医者のせい・薬が悪い・﹂
京都大学皮膚科講師
らない けれ ども︑乾癬に は治 りや

ます︒それは どう してな のか とい
うこと ︒また患 者さ ん達に とり ま
しては ︑新しい 治療 法が遅 々と し
て進ま ない ようで ︑何をや って い

はじ めま して︑京都大 学皮 膚科
の高橋 健造 と申し ます ︒本日は た

代の治 験と いうの もア メリ カなど
ではあ りま すので ︑それら の御 紹

るのだ と思 われる でし ょう が︑最
近の研 究で はこん な手 法・次の世

くさん 乾癬 の患者 さん が集 まる興

ボロの 病院 でした が︑最近は 病院
の中に ドト ールコ ーヒ が入 ったり

んが︑京大病 院も 最近に 外来 棟を
建て替 えま した︒昔はす ごく ボロ

撮って きま した︒この新 しい 住友
病院ほ ど綺 麗なも ので はあ りませ

介をさせて頂きます︒
まず は京 大病院 の外 来の 写真を

味深い 会に 呼んで 頂き まし て︑東
山先生はじめ︑大阪大学︑住友病院
の先生 達に 深く感 謝致 しま す︒今
日は︑まずは 京都 大学の 皮膚 科で
どんな 乾癬 の治療 をし てい るかと
いうこと︒また︑乾癬というのは皮
膚に起 こる 全身の 皮膚 の病 気です
が︑なぜか 理由 ははっ きり とわ か

して︑研修医 の生 活も少 し楽 にな
りまし た︒一階に 病院 全体の 受付

があり まし て︑三階へ エス カレー
ターで 上が って行 きま すと ︑皮膚
科と耳 鼻科 の共通 の受 付が ありま
す︒皮膚科 の中 の外来 はこ んな 感
じです ︒大学病 院で すので 主に 午
前中の 診療 となり ︑午後は いく つ
かの特 殊外 来が開 いて いま す︒午
前中は︑五診から六診︑五〜六人の
医者が 診て います ︒大体一 つの 診
察室は こん な感じ にな って ︑紫外
線の光 線療 法は今 二つ のブ ースが
ありま す︒大学病 院だ からと 言っ
て特殊 な治 療法を して いる わけで
はあり ませ ん︒京大病 院の 皮膚科
の外来 表を 眺めて みま すと ︑私は
金曜日に乾癬外来をしています︒
また月 曜日 には金 澤医 師が 乾癬外

来をしています︒
最近 ︑京大病 院へ 通院さ れる 乾

癬患者 さん に対し て︑ＱＯＬ 調査
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すい所・治りづらい所︑或いは症状
の出や すい 所・出にく い所 があり

高橋健造先生

こって体を治そうという反応です︒

いたと か怪 我をし たな ど︑身体に
何か起 こっ た時に ︑免疫反 応が 起

角化症という疾患に分類されます︒
炎症と いう のは︑例えば 風邪 をひ

います ︒皮膚科 の教 科書を 見ま す
と︑尋常性 乾癬 という のは 炎症 性

の病気 に悩 まれて いま すの で︑病
気の事 をよ く理解 され てい ると思

果は出ておりません︒
尋常 性乾 癬の皆 さん はず っとこ

期的に 通院 されて おら れる 様子で
す︒現在も 継続 中の調 査で 解析 結

大体京 大病 院では 乾癬 とい う病名
が付く 患者 さんは 百人 ぐら いが定

を行っ てお ります ︒アンケ ート 調
査には通し番号が入りますので︑

の皮膚 に特 別関係 が深 いリ ンパ球

ます︒リンパ 球と いうの は全 身を
回って いる 細胞で す︒どこの 部分

いう細 胞で すけれ ど︑これが ぎっ
しりと 血管 から外 へ漏 れだ してい

すが︑それと 同時 に小さ い点 々で
青黒く 見え るのは 全部 リン パ球と

という のは 角化の 異常 とい うこと
なので ︑皮膚の 細胞 の病気 なの で

通の健 常な 方の皮 膚よ りず っと厚
くなっ てい ます︒厚くな って いる

いう皮 膚の 一番外 側の 体を 守る部
分です︒乾癬の皮膚では︑ここが普

さんの 皮膚 を顕微 鏡で 見て みます
と︑ここが いわ ゆる角 層と 表皮 と

の病気 なの かとい う課 題が ︑皮膚
科の研 究者 の中に あり ます ︒患者

流れて いる リンパ 球な どの 白血球
の病気 なの か︑或いは 皮膚 の細胞

乾癬は 昔か らのテ ーゼ とし て︑免
疫の病 気な のか︑つまり 体の 中を

を作っ てい る表皮 の角 化細 胞の病
気とい うこ とにな りま す︒尋常性

一方角 化症 という のは もち ろん皮
膚が一 義的 な問題 です から ︑皮膚

白血球 と呼 ばれる 細胞 によ って生
じる反応で全身をめぐる反応です︒

た病態 です ︒免疫と いう のは通 常
血液に 流れ ている リン パ球 などの

さらに 角化 症とい うの は健 常な皮
膚を作 る過 程に異 常が 生じ 逸脱し

大人だ と骨 盤とか 大腿 骨の 大きい

ぐる回 ると いうけ れど も︑もとも
とは骨髄といって骨の中ですね︒

の血管 の中 をぐる ぐる 回っ ている
わけで す︒しかも 血管 の中を ぐる

どこか の皮 膚にだ け固 定し て存在
するわ けで はもち ろん なく て全身

と樹状細胞というのもあります︒
これら の細 胞とい うの は基 本的に

パ球と いう 血液の 中の 白血 球のひ
とつですね︑これが関与します︒あ

物のメ イン の一つ にな ると 思いま
す︒その他に︑好中球ですとかリン

乾癬は もち ろん皮 膚の 病気 ですか
ら︑このケ ラチ ノサイ トが 登場 人

菌やウ イル スなど が入 って きて病
気になってしまうということです︒

れて死 んで しまう とい うこ とにも
なりま すし ︑また外 から 内側へ 細

があり ます ︒この細 胞が ないと 身
体の中 の水 蒸気や 体の 水分 が失わ

外と中 の区 別を作 る細 胞で ︑外か
ら体の 中を 守ると いう 大事 な機能

胞︑これが皮膚の細胞です︒基本的
には皮 膚と いうの はヒ トの 身体の

の病気 です ので︑皮膚を 作る ケラ
チノサ イト と呼ば れる 表皮 角化細

形成す る登 場人物 を︑この場 合は
細胞ですが︑観察してみます︒皮膚

などというものは存在しません︒
乾癬 の病 態︑乾癬と いう 病気を

インに やっ ていま す︒もう一 人の

いうと 表皮 角化細 胞と いう 皮膚自
体を構 築す る細胞 自身 の研 究をメ

の京大 病院 の皮膚 科の 外来 表です
が︑僕は角化症という︑どちらかと

と考えました︒
話は 少し 前に戻 りま すが ︑先程

細胞と いう 皮膚を 作る 細胞 ︑これ
が乾癬 の脛 の治り づら さの 原因か

ら脛に 一生 の間固 定さ れた 細胞と
しての ケラ チノサ イト ︑表皮角 化

脛の皮 膚に 特化し た好 中球 がいる
わけで もな いので す︒やはり 脛な

ている ので ︑脛の皮 膚の 専用の リ
ンパ球がいるわけではないですし︑

先ほど の血 液の中 を流 れて いる細
胞とい うの は全身 をグ ルグ ル流れ

中でど の登 場人物 が悪 いの かとい
うことになります︒単純に考えて︑

も同じ よう に見え るの に︑脛だけ
治りづ らい のはど うし てか ︑この

気味に なる ことも あり ます ︒しか
し皮膚 とい うのは 脛も 顔も どこで

います し︑私たち も治 す時に 脛っ
て最後 まで 残って ︑半ばあ きら め

ごく治 りづ らい︒患者さ ん御 自身
も脛っ て治 りづら いと 感じ ると思

今日 のテ ーマで あり ます 乾癬の
患者 さ ん の 脛 スネ とい う の は す

骨の中で作られる白血球が元に
なっています︒
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炎症性角化症=尋常性乾癬は、
炎症・免疫の病気？
角化・皮膚の細胞の病気？

(

尋常性乾癬って？

乾癬外 来を 受け持 って いる 金澤医
師とい うの は免疫 を司 るリ ンパ球
の研究 をし ていま す︒表皮の 細胞
側から 乾癬 とはど うい うも のだろ
うと見 る人 間と︑免疫の 立場 から
見る人 間の 二人の 医者 が担 当して
おりま す︒現時点 で表 皮の角 化細
胞と免 疫担 当のリ ンパ 細胞 の二つ
の両側 面よ りうま く乾 癬と いう病
態を説 明す る理論 を作 って くれま
したの が︑先日ま でこ こ住友 病院
の部長 でし た佐野 先生 で︑実は根

いるの であ って︑両者の 根っ こに
あるの は同 じだと いう すば らしい

脛も出 やす いです ︒一方胸 とか 脇
とか顔 とい うのは ︑出るこ とは 出

症しや すい ︒腰のベ ルト が擦れ る
場所も出やすいですし︑膝 ヒザ ︑

症状が 出や すい部 位と いう のは決
まって いま す︒頭や肘 は非 常に発

ら爪の 先・手足の 裏ま でどこ に発
症してもおかしくないわけですが︑

戻り まし て尋常 性乾 癬は もちろ
ん全身 の皮 膚に出 ます ︒頭の上 か

ています︒
皮膚 科の 中では 昔か らケ ブネル

す︒これも 実際 は下腿 の皮 膚の 症
状を重 んじ るよう にス コア 化され

らいの 重症 度なの かを 数値 化する
ＰＡＳ Ｉス コアと いう のが ありま

乾癬 の患 者さん の病 態を 数値化
して薬 が効 いてい るの か︑どのく

更に腰だけではなくて︑脛︑膝とい
うのは治りづらいです︒

だけは いろ いろ試 して も乾 癬の皮
疹が分厚く残ってしまっています︒

ていま した ︒ところ が果 たして 大
人の患 者さ んが脛 や膝 をそ れほど

頭はよ く櫛 でとく から 刺激 がある
のだと か︑そうい う言 われ方 をし

者さん の膝 が治ら ない のは ︑患者
さんがよくぶつけるからだとか︑

ありま す︒これを ケブ ネル現 象と
呼んで ︑昔から やっ ぱり乾 癬の 患

のよう に機 械的な 刺激 の後 に皮膚
病の症 状が 悪くな ると いう 現象が

跡に乾 癬が すごく 悪く なる ︒乾癬
だけで はな くて色 々な 病気 で︑こ

幹は同 じ原 因で皮 膚の 細胞 とリン
パ球が 絡み 合って 乾癬 を起 こして

研究をされたのが佐野先生です︒

ますが︑割と治りやすいですし︑薬
も良く 効い てくれ ます ︒このス ラ

よくぶつけているものだろうか︑
という 疑問 もあり ます ︒あるい は

はたして大人が、すねや膝をそれほど頻繁に
ぶつけているものだろうか？？

現象と いう 便利な 名前 の現 象が知
られて いま す︒たとえ ばこ のスラ

擦過・紫外線による乾癬の悪化

イドは 京大 に長く 掛か って おられ
る年配 の男 性の患 者さ んの 写真で

QuickTimeý Ç²
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脛とい うの は顔か ら遠 くて 面倒臭
いから あま り薬を 塗ら ない のでは

ヒトの身体の皮膚に部位特異性はあるのか ?
あるいは、全てがケブネル現象なのか ？？

イドに は線 状に並 ぶ皮 膚を 擦った
ような 跡が ありま す︒ひっか いて

PASI スコアは
下腿を大きく評価

すが︑結局長 いこ と治療 して おり
ますと ︑お腹の 皮膚 はつる つる に

（下腿は、特に治らない）

ないか とい う意見 もあ りま す︒本

尋常性乾癬

擦った 跡で すとか 日焼 けし すぎた

炎症性角化症=尋常性乾癬は、
全身の皮膚に出現するが、
均一の皮膚症状を
呈するわけではない。
頭・顔・肘・胸・腋窩・腰部
膝・脛・掌蹠 など

5

（腰部は治りづらい）
尋常性乾癬

綺麗に 治っ ていま すが ︑腰の部 分

尋常性乾癬って？

(

)

今見て きま した皮 膚に ある 毛穴で
すとか ︑汗の腺 とか 脂腺な どの 付

ない代 わり に汗の 腺・汗腺が 多数
見られるところが大きく違います︒

の裏は 毛に は絶対 産毛 や剛 毛は生
えません︒毛穴が全くなく︑脂腺も

の平に なる と今度 は大 きく 違った
皮膚に なっ ていま す︒手の平 や足

手の甲 も普 通の皮 膚で 産毛 が生え
ていま す︒しかし 手掌 といっ て手

膚です︒それが腕の皮膚になると︑
普通の皮膚に近くなってきます︒

る所なのであまり角化しない︒
はっき りと した角 層を 作ら ない皮

皮膚の色々な部位︑顔・胸・腹・脇・
脛・手足の皮膚を取ってきました︒

りこの 細胞 の違い だろ うと 考えま
して︑少し調べてみました︒ヒトの

は︑ケラチ ノサ イト・表皮角 化細
胞︑皮膚を作る細胞ですので︑やは

受性が 違う のでし たら ︑それぞ れ
の場所 に皮 膚に固 定さ れて いるの

ように考えます︒
体の 部位 により 乾癬 に対 する感

似た病 気が ありま す︒もう少 し別
の点が 乾癬 の発症 に影 響し ている

れます ︒毛穴の ない 手の平 にで も
﹁掌蹠膿疱症﹂という乾癬と非常に

なりや すい のかど うか とい うのは
何とな く考 えても 違う よう に思わ

ヒトの各部位（顔・胸・腹・腋窩・
脛・掌蹠 ）の表皮角化細胞を培養し、
TNF- / IL-1/ LPS 刺激による
サイトカインと細胞外マトリックス /
接着因子のmRNAの発現を
cDNAアレーにより比較した。

属器が多かったり少なかったり︑
皮膚が 厚か ったり 薄か った り︑そ

実験の手法

当にそ んな ことが あて はま るのか
と思い まし て︑体の部 位に よって

こらが乾癬の病態をどのように
修飾するのか ???

同じ人︑つまり僕の皮膚です︒皮膚

より細かな部位の特異性はあるの
か ??

れだけで乾癬になりづらいとか︑
メラノサイト・樹状細胞・炎症細胞など）

皮膚が 違う のでは ない かと 考えま
して︑やって みた のが次 の実 験で
す︒
果たして本当に人の体の顔・頭・
胸・脇・脛とか足・手の皮膚︑これ
らが本 当に 同じな のか ︑実は何 か
違いがあるのかを考えてみました︒
誰でも 知っ ている 皮膚 の違 いを述
べます︒人間の身体を眺めますと︑
まず頭 の皮 膚には 髪の 毛が 多いで
すから ︑この髪 の毛 を作る 毛包 と
いう組 織が 多数存 在し ます ︒顔の

らかに違います︒顔から下りて
いって ︑このス ライ ドは唇 の皮 膚

はたして頭・顔・胸・腋窩・脛・掌蹠
の解剖学的な構築の違い＝

皮膚と いう のは︑よく午 後に なる
と脂が うい てきま すが ︑脂腺組 織

ヒトの身体の皮膚の細胞に
（角化細胞・線維芽細胞・
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ヒトの身体の皮膚に
頭・顔・胸・腋窩・脛・掌蹠など
部位特異性はあるのか。

です︒唇とい うの は常に 濡れ てい

今回の研究の目的

尋常性乾癬での部位による
皮疹の違い(重症度・難治度)は
何がもたらすのか。

が多数 存在 します ︒解剖学 的に 明

乾癬の病態に寄与
しているだろうか？

QuickTimeý Ç²
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→ 否定的

手掌
手背

（表皮・真皮の厚さ
、
表皮・真皮の厚さ、
付属器の多寡）が、

今回のテーマ

これを 培養 するこ とに よっ て段々

という 酵素 で処理 する とバ ラバラ
バラと表皮細胞が取れてきます︒

クッシ ョン になる 組織 が分 かれま
す︒その表 皮の 今度は トリ プシ ン

ゼとい う酵 素で剥 がす と綺 麗に表
皮とい う上 の層と 下の 真皮 という

ることもできます︒
人の 皮膚 を一晩 程︑ディス パー

てみま した ︒刺激す る物 質によ っ
ては乾 癬状 態に近 い状 態を 誘導す

イトカ イン などで 刺激 した 後︑同
じ様に 反応 するも のか どう かを見

この 培養 した色 々な 部分 の皮膚
の細胞 を︑インタ ーフ ェロン やサ

の細胞 とい うのは 何と か培 養する
ことができます︒

ターロ イキ ンとい う分 子が ありま

癬の病 気を 悪くす る免 疫の バラン
スに関係する物質として︑イン

にくい 乾癬 患者さ んい とっ てはす
ごくや っか いな皮 膚な ので す︒乾

的に他 の部 位とは 違い ます ︒結局
やっぱ り乾 癬に成 りや すく ︑治り

結果は 省略 します が︑やはり 本当
に脛の 皮膚 という のは 非常 に特徴

ている 遺伝 子のプ ロフ ァイ ルとい
うのを 検討 しまし た︒個々の 実験

ますの で︑顔の皮 膚と か脛の 皮膚
とか培 養し た表皮 角化 細胞 が出し

培養し て︑今は色 々な ものの 遺伝
子の発 現を 簡単に 見る こと ができ

と増やしていくことができます︒
それぞ れの 皮膚か ら取 った 細胞を

結膜炎 など ︑いわゆ るア レルギ ー

炎です とか 小児喘 息で すと か︑鼻
炎・花粉症 です とかア レル ギー 性

目もあ りま す︒乾癬患 者さ んにア
ンケー トし ますと アト ピー 性皮膚

を含ん でい ます︒アトピ ーあ るい
はアレ ルギ ー疾患 とい う病 気の項

外の病 気で どんな 疾患 を患 ってい
らっし ゃっ ていま すか とい う項目

乾癬の 患者 さんか らア ンケ ートを
取って おり まして ︑今まで 乾癬 以

いう逆のバランスになっています︒
先程述べましたが私たちは今︑

です︒逆にア トピ ー性皮 膚炎 など
アレルギ ーの病態 では
優位と

れて︑このバランスが乾癬では
が勝っ てい る状態 にな って いるの

と呼ばれるのですが︑Ｔ型
のリン パ球 が大き く二 つに 分けら

なメイ ンの 病態は 免疫 のバ ランス
という のが ありま す︒名前と して

ている のだ という 結果 です ︒尋常
性乾癬 の発 症の病 態の 一つ ︑大き

この脛 の皮 膚とい うの は非 常に乾
癬を悪 くす るバラ ンス に常 に傾い

スに関 与し てくる ので す︒このイ
ンターロイキンのプロファイルが︑

が︑その中で ︑ ︑ とか とい
うのは 非常 に乾癬 の病 態の バラン

す︒インターロイキン１・２・３・
４・５・６⁝と 何十 もある ので す

といっ た蛋 白も発 現し やす い様で

は他の 皮膚 よりも 好中 球を 誘導す
あるいは
る因子で ある

話は 戻り まして ︑脛の乾 癬が 治
りにく いと いうこ とで ︑脛の皮 膚

しいタ イプ の治療 法も もう 数年し
たら︑可能であると思われます︒

まだ日 本に は導入 され る様 子はあ
りませ んが ︑こうい った 多少は 新

ロイキ ンを 抑える こと で乾 癬が良
くなるという治療法もあります︒

くなったという新しい治療法や︑
逆に乾 癬を 悪くし てい るイ ンター

えられ てい ます︒インタ ーロ イキ
ン を注射すると乾癬 がすごくよ

スにな って いるの です ︒その点 を
うまく 応用 した治 療法 も最 近は考

性乾癬 とい うのは いわ ゆる アレル
ギーの 病気 とは︑逆の免 疫バ ラン

とんど 両者 の病気 を持 つ患 者さん
はおら れま せん︒このよ うに 尋常

両方を 患っ ている 患者 さん が多く
いても おか しくな いの です が︑ほ

の人が 季節 には煩 って いま す︒普
通に両 者に 関係が なけ れば ︑その

ている と推 定され ます ︒アトピ ー
や花粉 症と なれば もう 人口 の数割

癬とい う病 気は大 体日 本人 だと全
人口の〇︑二〜〇︑三％の人が煩っ

疾患は ︑一緒に 罹っ ている 乾癬 患
者さん は非 常に少 ない ので す︒乾
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皮膚を切除 ディスパーゼ処理 ２４時間

トリプシン処理 10分
表皮側

真皮側

角化細胞をハイドロコーチゾンなしで
２日培養し、IL-1, TNF-, LPS 刺激
あるいは
ステロイド、活性型VitD3、レチノイド
シクロスポリン、メソトレキセート添加
によるサイトカイン、ECMのmRNAの
発現を各部位の角化細胞で比較。
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る病気 でも ありま す︒乾癬は この
ように 血管 の病気 でも あり ますの

広がっ てい るから 赤く 見え るわけ
です︒血管が大きく拡張し︑増加す

だと喩 えら れてい まし たが ︑赤い
という のは 皮膚の 下の 末梢 血管が

デルと して 存在し ます ︒更に先 程
の話で は乾 癬は赤 い象 さん の皮膚

くある と乾 癬の膿 疱化 に近 い状態
が起き やす いとい うの がマ ウスモ

皮膚を 使っ てとい うこ とに なりま
すが︑やはりこの
などが多

皮膚の 特徴 なのだ とい う感 じがあ
ります ︒実験動 物で あるマ ウス の

すいよ うで す︒やはり 脛の 乾癬が
悪いの は誰 のせい でも なく ︑脛の

ましたが︑乾癬の治療薬の進歩︑あ

は出てしまうのです︒
先程 の谷 口先生 のお 話に もあり

皮膚だ けに 非常に 強く 出ま す︒遺
伝病で さえ 脛の皮 膚の 特徴 の影響

全部同 じよ うにお かし くな ってい
るので すけ ども︑この病 状は 脛の

疾患です︒遺伝病ですので︑もちろ
ん全身 にあ る細胞 でこ の遺 伝子が

う蛋白の遺伝子が少しおかしく
なって しま うこと によ って 起こる

表皮水 疱症 等もそ うで す︒これは
遺伝性 の疾 患でコ ラー ゲン ７とい

な病気 とい うのは あり ます ︒この
スライ ドの 前脛骨 型の 優性 先天性

のはす ごく 治りづ らい ︒確かに 乾
癬以外 にも 脛にだ けに でき る特殊

外用医 薬が メイン にな りま す︒フ
マル酸 とい うのは ヨー ロッ パで使

川先生 が初 めて作 られ た大 阪大学
で開発 され た薬で す︒この二 つの

ロイド を使 ったり ︑活性型 ビタ ミ
ンＤ３ ︑これは ここ におら れる 吉

コール ター ル療法 だっ たと 思いま
す︒今の日 本は やはり 外用 のス テ

法というのが段々進んでいます︒
大昔は太陽の光に当てるだけとか︑

悪いの か︑という のが 分かっ てき
ていま すの で︑それを 使っ た治療

きてい ます ︒今言っ たサ イトカ イ
ンとい うイ ンター ロイ キン 何番が

まり進 歩し ていな いよ うに 見える
でしょ うが ︑少しず つは 変わっ て

表皮角化細胞の違い・
多様さが、乾癬のみならず、
多彩な皮膚病を特徴づける。

誰が悪いわけでもなく、
人間の皮膚と乾癬の特性による。
同じ皮膚病・乾癬の治療
でも、
同じ皮膚病・乾癬の治療でも、
症状や身体の部位により
症状や身体の部位により
薬の選択や組み合わせに
経験やコツの蓄積が必要か
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の薬が 治験 の段階 です ︒この秋 か

いまし たＴ ＮＦα に対 する 抗体の
注射と いう 物もあ りま す︒最近こ

思います︒
最近 にな って先 程も 紹介 されて

学病院 でど んな一 般病 院で も全く
一緒の 考え 方で選 んで いく のだと

もあっ て︑できれ ば外 用だけ とか
光線だ けと いう治 療法 ︑どんな 大

内服薬 とい うのは 副作 用の 心配も
出ます し︑お金も 高い という こと

種類か あり ます︒皆さん も使 われ
ている と思 うので すが ︑やっぱ り

われて いる 乾癬の 治療 薬で ︑日本
には入 って いませ ん︒内服薬 も何

現在の治療法

で︑脛の皮膚というのは
とい
う毛細 血管 の細胞 に働 く因 子もや

抗IL-12抗体
最近の米国

IL-10
IL-4
IL-11
（現在、本邦
での治験中）

はり他 の皮 膚と比 べて 出し やすい
という 結果 なので す︒やはり 脛の
乾癬は 最後 まで赤 く残 って しまい
やすいのだという結果です︒
話を まと めます と︑脛の乾 癬が
赤く膿みやすく治りにくいのは︑
どうや ら持 って生 まれ た脛 の皮膚
の特徴 のよ うです ︒脛が治 りづ ら
いのはどうやら誰のせいでもない︒
薬がわ るい わけで も︑治療法 が悪
いわけ でも ︑患者さ んの 養生が 悪
いわけ でも ない︒皮膚の 角化 細胞

抗TNF
TNF抗体

頭・顔・胸・腋窩・
脛・掌蹠 に違いあり。

２） すねの乾癬が治らないのは、

す︒即ち膿むタイプの乾癬︑膿疱性
乾癬と いう 好中球 をひ きや すくす

に部位 の特 異性が あっ て脛 という

将来への
トライアル
過 去

１） 角化細胞に部位の特異性はあるのか？

る乾癬 もや はり脛 の皮 膚は 生じや

抗CD2抗体
抗CD11抗体

ヒ素
アンモニウム水銀
（白降汞）
コールタール
アンソラレン
太陽光（ＵＶＢ）

副腎ステロイド
フマル酸
メソトレキセート
PUVA
シクロスポリン
（ネオーラル）
レチノイン酸
（チガソン）
活性型ビタミンＤ３
nb-UVB
UVA1
乾癬治療薬の歴史

今日 の 結果

今日 の 結果 - 2

前脛骨型の優性先天性表皮水疱症

投与１６週後

分綺麗 にな ってい ます ね︒アメリ
カ人で すの で︑太った 人が 多いの

ですが︑大分効いています︒
コアも良く改善しています︒

I
S
A
P

ス

乾癬 の治 療薬と いう のは なかな
か画期 的な 新しい もの が出 ないよ

うに悲観的の考えてしましますが︑
僕が医 者に なって から 十数 年です

が︑その間 でも チガソ ンが 使わ れ
出して ネオ ーラル とい う免 疫抑制

剤が開 発さ れ︑ビタミ ンＤ ３の外
用薬が 売ら れた︑という 感じ です

けます ので ︑そうい う治 療法も あ
るということをお知りください︒

なくな りま す︒治験で すの で無料
ですが ︑その間 に色 々な制 限を 受

外用薬 を塗 らない とい うこ とにな
ります ︒だから 塗る 面倒く ささ は

明して くれ ると思 いま す︒これは
二週間 に一 回注射 する だけ で全く

ますの で︑興味の ある 方は主 治医
の先生 に聞 いて下 さる と熱 心に説

院でも 大阪 大学で も治 験さ れてい

カの大 学で の仕事 です ︒そのス ラ
イドを 少し お借り して いる のでお

で︑現在︑国立京都病院の部長の十
一︵といち︶先生が留学したアメリ

これは抗インター ロイキン 抗体
という ︑たまた ま京 都大学 の後 輩

すので ︑これを 抑え てやれ ばい い
という治療法も考えられています︒

にインターロイキン というのは︑
乾癬で 増え ている サイ トカ インで

インターロイキン などを入れる
治療法 が試 みられ てお りま す︒逆

減って いる 物をた くさ ん注 射すれ
ば治るのではないかというので︑

ない話 です がご静 聴あ りが とうご
ざいました

治療で 頑張 ってい きま しょ うとい
うお話です︒以上です︒まとまりの

てば薬 にな ってく る可 能性 があり
ますので︑今は︑現在できる限りの

アメリ カの 数年遅 れに なっ てしま
います ︒でも確 実に 五年ぐ らい 経

日本の制度とか︑保険の問題が
あって 新し い薬の 治験 とい うのは

が︑これか ら少 しは加 速さ れて 出
てくる かと 思いま す︒どうし ても

更にも っと 進んだ 治験 が最 近アメ
リカな どで トライ アル され ており

高投与量の２つのグループでは90％の
患者でPASIスコアが75％以上改善した。

見せし ます ︒このイ ンタ ーロイ キ
ン 抗体を血管から注 射すると言

JID 2004, 123:1037-1044

ます︒先程の スラ イドに 出て いた
インターロイキン というのは乾

投与前

癬で減っているサイトカインです︒

う方法 です ︒このス ライ ドでも 随

12

JID 2004, 123:1037-1044

JID 2004, 123:1037-1044

ら京都 大学 では二 人の 患者 さんに

ヒト抗IL-12p40 モノクローナル抗体の
静脈注射による1回の投与で、
16週間後には67％の患者で、
PASIスコアが75％以上改善した。

11

12

9

抗IL-12p40抗体療法プロトコール

12

投与１６週後
投与１週後

始まっ てい ます︒もちろ ん住 友病

11

投与８週後
投与前

(今回の体験談はトークショー形式で行いました)

きました鈴木さんを紹介致します︒
彼女は 昨年 発足し た山 形乾 癬患者
友の会 の会 長でも あり ︑皮手芸 作
家とし て国 内・国外で 活躍 されて
いるお 方で ござい ます ︒大変お 忙
しいと ころ ですが ︑私たち のお 願
いに応 えて 頂きま して ︑山形か ら
飛行機で一っ飛びと云いながら︑

ンクリ ート の床に 段ボ ール を敷き

完全看 護で はなか った ので ︑ベッ
ドとベ ッド の間の 六十 ｃｍ 程のコ

す︒祖母の 看護 をする ため に東 京
から戻 って 参りま して ︑今の様 に

なかったのですが︑出会ってし
まった のは 二十一 歳の 時の ことで

す︒
私が 尋常 性乾癬 と出 会い たくは

立つ事 が出 来れば 良い と思 ってお
ります ので ︑宜しく お願 い致し ま

有難う ござ います ︒私の体 験談 を
話す事 で皆 様のお 役に 少し でも役

木でご ざい ます︒乾癬患 者友 の会
に声を かけ て頂き まし て︑本当に

鈴木﹁どうも皆様今日は︒山形から
一っ飛 びで やって 参り まし た︑鈴

を簡単 にお 話して 頂き たい と思い
ます︒﹂

きたい と思 ってお りま す︒まず最
初に発 症し てから 今日 まで の経過

患者友 の会 の発足 と共 に患 者会の
必要性 や今 後の希 望な どを お話頂

どうぞ ︒乾癬を 発症 されて どう 向
き合っ てこ られた か︑山形の 乾癬

ない方 は挙 手して 頂い て私 に問い
かけて 頂い て結構 です ︒鈴木さ ん

子の部 屋﹄の徹子 役で 彼女に 問い
かけま す︒私の問 いか けに物 足り

昨日昼頃大阪に入って頂きました︒
早速イ ンタ ビュー 形式 で私 が﹃徹

の出会いも同時期に重なりました︒

た訳です︒
不思 議な 事に結 婚も 皮革 工芸と

ラップ を巻 いて︑そのお 陰で 良く
なった り悪 くなっ たり しな がら来

れて︑デコレ ーシ ョンケ ーキ のス
ポンジになった様な上にサラン

院を繰 り返 しまし た︒その頃 はＯ
ＤＴで ︑リンデ ロン を山盛 り塗 ら

十年に 及ぶ 永いお 友達 の始 まりで
す︒二十代 の頃 は三〜 四回 の入 退

治らな いの よね﹄云う告 白だ った
のです ︒それか らが 私と乾 癬の 三

たいわ ﹄女の先 生が ボロボ ロと 涙
を流し なが ら﹃でも それ って一 生

さんが﹃﹁これは尋常性乾癬と云う
病気な のよ ね︑私が代 わっ てあげ

行った ら︑内科か ら皮 膚科を 紹介
されま した ︒その皮 膚科 のお医 者

ボボー とい きなり 首が 埋ま ってし
まい︑びっく りし てお医 者さ んに

首の所 にぽ つんと 出ま した ︒これ
何だろ うと 思って いる 間に ボボボ

くなって高熱が出て何日か後に
やっと熱が下がったと思ったら︑

吹雪の 中を 自転車 で病 院に 戻る事
を繰り 返し ている うち に︑喉が痛

です︒といい ます のは自 分の 入浴
のため に家 に戻り まし て︑入浴後

まして ︑祖母の 看護 を始め て三 カ
月後位 に風 邪をひ いて しま ったの

主人との出会いやどの様にプロ

すと若 い女 性から 結婚 を諦 めたな
どと云 うこ とを伺 いま すの で︑ご

てきました︒﹂
長船﹁私も この 幹事 をし てお りま

ある事を脳が忘れている事です︒
それか ら豊 富温泉 へも この 前行っ

ました︒今良いと思う事は年を
取った事︑痩せた事︑自分が乾癬で

プレゼ ント の様に 綺麗 にな りまし
た︒そんな 事が あって 今日 まで 来

えてし まい ました ︒あんな に何 を
しても 治ら なかっ たの が︑神様の

みあげ たら 飛行機 が雲 の上 に出て
光が射 すご とく︑乾癬が 体か ら消

後だと 思っ ていた とこ ろ出 来たの
が︑今もいる息子です︒その子を産

てみよ うと 思って ︑三十一 歳の 時
に薬を スカ ッと止 めて ︑これで 最

諦めて しま ったら 流産 した 二人に
申し訳 ない ので︑もう一 回頑 張っ

まった ので す︒もう諦 めて しまお
うかと 思っ たので すが ︑そのま ま

た︒その不 安は 良い形 で当 たら な
かったのです︒二回流産してし

だろうか︒その事だけではなく︑薬
も飲ん でい たので 不安 もあ りまし

体質が 遺伝 したら 子供 に何 て言え
ばいい のだ ろう︑恨まれ はし ない

その時に結婚もなぜか合格して︑
赤ちゃ んの 事も悩 みま した ︒私の
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長船
大阪
司会

鈴木
山形

長船﹁はる ばる 山形 から お越 し頂

患者体験談

してやる﹄を︑プロポーズの言葉と

なった 状態 だった そう です ︒そう
いった 時に 彼が出 会っ て﹃俺が 治

女は最悪の時が真っ赤な象さん︑
象のひび割れた皮膚が真っ赤に

長船﹁いか に周 りの 人の 理解 が大
切かと 云う ことだ と思 いま す︒彼

﹃いつかは桜が満開になった様にす
るから﹄この二つの言葉です︒﹂

癬を治 す﹄と旦那 が先 生に言 った
そうで す︒そんな 事が 色々あ って

真っ赤 な象 さんの 様な 女性 と結婚
するのか﹄と聞いたところ﹃私が乾

長船﹁最悪の時でしょう︒﹂
鈴木﹁そうです︒担当の先生が﹃君︑

反で捕 まら なくて どう やっ て来て
いたものか︒﹂

て四十 五分 位で来 るの です ね︒愛
の力っ て強 いです ね︒スピー ド違

地図で 見る より遠 くて 二時 間半位
掛かる ので すが︑ものす ごく 早く

いる時 に出 会った ので す︒酒田の
人だっ たの ですが ︑山形と 酒田 は

鈴木﹁それ はも のす ごく 状態 が悪
くて山 形の 済生会 病院 に入 院して

た︒﹂
長船﹁嘘ばっかり︒﹂

介して下さい︒﹂
鈴木﹁それは忘れてしまいまし

ポーズ され たのか と云 う事 を伺い
たいと 思い ますの で︑どうぞ ご紹

云う気 がし ます︒さっき 言わ れた

分の事 より もこの 子を 育て なけれ
ばいう こと が励み にな って いたと

れて︑育児を する 事によ って 乾癬
を半分 忘れ ていた 感じ です ね︒自

鈴木﹁三十代の頃は︑育児の方に自
分の心 と時 間とエ ネル ギー を取ら

化とか ︑大変な 時か ら今に 至る そ
の経過をお話下さい︒﹂

態にな って おられ ます が︑どうい
う治療 をさ れたの か︑精神的 な変

ました︒参考になればと思います︒
最悪の 状態 から見 て素 晴ら しい状

人と共 に家 族の理 解が 大事 だとい
う事を 伝え たくて お話 させ て頂き

て︑痒みを 和ら げる時 が長 く続 い
たとの こと です︒素晴ら しい ご主

つけた ︒痒いか ら無 意識に 掻く の
を冷た いタ オルを 患部 に押 し当て

新婚時 代流 産した 時も 痒く て彼女
が眠れ ず子 供をあ やす 様に 寝かし

事だと 思い ます︒私は鈴 木さ んの
ご主人ともお会いしたのですが︑

れてい る方 もそう いっ た励 ましも
ありま すし ︑一番家 族の 理解が 大

しいと 云う 事を伝 えた かっ たので
す︒本人が 来て なくて 家族 が来 ら

若い方 も諦 めずに 良く なる 可能性
はある ので ︑希望を 捨て ないで ほ

して受 け入 れたそ うで す︒この会
場に若い女性は多くありませんが︑

ちが捜 して いれば ︑必ず原 石は 拾

革工芸との最初の出会いでした︒
どんな 状況 の時に でも 自分 の気持

誌にレ ザー・クラフ トと いう文 字
を見つ けて ︑文字を 拾っ たのが 皮

あちゃんの点滴を腕に入れる間
じっと して いる時 に︑眼にし た雑

か物を 作る 仕事を した いと 思う気
持ちが 常に 心にあ りま した ︒おば

私が皮 革工 芸を拾 えた のは ︑おば
あちゃ んの 看護を して いる 時に何

りたいのか︒常に思っていないと︑
その原石を拾えない様な気がする︒

だと思 いま す︒それは 常に 感性を
持って 自分 は何が 好き で︑何をや

行機か ら落 とされ た様 に︑皆様に
も乾癬 を超 えられ る何 かが あるの

は何か ある ︒私は神 様に 皮革工 芸
をやり なさ いと︑カッパ の皿 に飛

めるの は無 理とし ても ︑何か道 は
あると 思っ ていま した ︒必ず人 に

てしま った のでは ︑ただの 汚い 女
で終わ って しまう ︒私は会 社に 勤

半端で は主 人に申 し訳 ない と常に
思って いま した︒このま ま終 わっ

い︑私の力 で皆 に喜ん で頂 ける 様
な物を 作れ る様に なる こと ︒中途

終われ ない ︑皮革工 芸で 一人前 に
ならな けれ ば彼の 心に 応え られな

様に大 きな 気持ち で包 まれ ていた
からこ そ︑皮革工 芸を 中途半 端に

思いま す︒あれは 恥ず かしか った

ルーの シー トから 雪の 様に 落ちて
きて︑何なん だろ うと思 われ たと

きてい て椅 子に座 る様 に座 ってい
て︑私がカーテンを開けたらブ

ず知ら ない ふりを して 逃げ て行け
るので すが ︒丁度向 かい の方が 起

着く頃に溜まっているんですね︒
周りに 誰も いなけ れば 瞬時 を逃さ

も鱗屑 がひ どくて ︑私が寝 てい た
所に何 ｃｍ もの鱗 屑が 朝目 的地に

ても宜 しけ れば︒寝台列 車か ら降
りられ なか った事 です ね︒余りに

道中の ご苦 労は山 程あ ると 思いま
すが︑私の苦 労話 を二つ 三つ 話し

の道中のご苦労とか︒﹂
鈴木﹁私が 話す より も皆 様の 方が

海外に 行っ たり︑飛行機 に乗 った
り︑初めて の土 地で個 展を 開く 時

長船﹁あな たが 皮革 工芸 をや って
いる時に大変な事がありましたね︒

やって 下さ い︒この事 が脳 内治療
と私は思っています︒﹂

から︑皆にも絶対出来るはずです︒
どうぞ 拾っ て命懸 けで 好き な事を

であれ ば︑一人で も道 は拓け ると
私は思 いま す︒私に出 来る んです

惚れて いる のか︒命懸け とは どの
位の命 懸け なのか ︒本当に 命懸 け

えます ︒どうや って この原 野を 歩
いて行 くの か︒その事 にど れだけ
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鈴木﹁今で も引 き続 き同 じ様 なも

長船﹁そう いう 大変 な時 は何 年位
続きましたか︒﹂

様な所にホーキを買いに行くと
か︒﹂

ムテー プを 持って いて も鱗 屑が取
れにく くて ︑急遽百 円シ ョップ の

もシー ツや 上に掛 けて いる カバー
にも血 が付 くんで すね ︒畳だと ガ

ね︒おねし ょシ ートの 様な 物を 鞄
に忍ば せて 行くの です が︑それで

なあ︒あと︑ホテルに泊まると︑朝
白いシ ーツ が真っ 赤に なる んです

プしながら︑一緒に生きて行

ローみたいに思っていると辛
すぎる︒まーまーの処でキー

様な︒あまり完璧に治してや
るぞ︑勝つぞ勝つぞこのヤ

る様な軽さ︑心が軽くなる様
な︑それこそ仏様から一言の

ればまたやればいいよ﹄の一
言でしたね︒この言葉は抜け

ますね︒田中先生に救われた
のは﹃鈴木さん︑また悪くな

その言葉がずーっと頭に残っ
ていてもの凄い不安感が残り

よと言われるのと似た様な
ショ ック を受 け るの です ね︒

学的には正しいのでしょうけ
れど︑あなたは末期ガンです

退され てし まった ので すね ︒一生
治らないよと言われた事は医

鈴木﹁お名 前を 出し てい いの かど
うか︑私の大 好き な田中 先生 が引

けの医 院に はかか って いた のです
ね︒﹂

は辛かったですね︒﹂
長船﹁その 間大 学病 院や かか りつ

うことですね︒﹂
鈴木﹁乾癬 に出 会っ てか ら二 十年

鈴木﹁四十歳位までですかね︒﹂
長船﹁四十 歳で すと 二十 年位 と云

のですね︒﹂
長船﹁赤い象さんの状態は︒﹂

若い二 十︑二十一 歳の 医者の 卵の

ジロジロ見るし︑最後のパン・・・
迄脱が せら れたん です ね︒それで

ならな い羽 目にな った らと ても嫌
じゃあ りま せんか ︒舐め回 す様 に

やーだなと誰だって思うでしょう︒
そんな 事あ なた方 が体 験し なきゃ

えるんですよ︒私は目は悪いけど︑
耳は良いので聞こえるんですよ︒

だぜ︒それも乾癬の本物︒﹄などと
学生が しゃ べって いる のが ︑聞こ

たのですね︒その時に﹃本物が見れ
るよ︒それも若い女だってよ︒﹄
﹃女

したか ら︒思う間 もな くドア の外
にドヤ ドヤ と来て いる のが 分かっ

うんで す︒私は花 も恥 じらう 二十
一歳で した から︑私は最 悪の 時で

でしか 見た 事ない から ︑十人か ら
十五人 位今 から見 に行 きた いと言

鈴木﹁思い出しました︒大学に入院
してい た時 ︑医学部 の学 生が写 真

長船﹁その頃でしょうか︒以前大学
に入院していたときのこと︒﹂

ねと思 う位 の方が ︑良いか もし れ
ませんね︒﹂

よりも ︑私もお とな しくし てい る
からあ なた もおと なし くし ていて

いるの かも 知れな いけ れど も︑余
り完璧 に元 の様に きれ いに と思う

きまし ょう 位の方 が気 持ち いいか
も知れ ない ︒私だけ がそ う思っ て

ら親戚 の様 な感じ です ね︒兄弟の

もう一 言二 言で言 い表 せる 物では
ありま せん ︒患者会 は会 った時 か

事もありましたか︒﹂
鈴木﹁人との出会いですね︒これは

なって いる と思い ます ︒患者会 に
入る事 で病 気の知 識を 得る 以外の

色々な 出会 いもあ った と思 います
し︑皮革工芸にも大きな励みに

すが︑時間の 都合 もあり ます ので
患者会の話に移らせて頂きます︒

いましたが︒﹂
長船﹁ご質 問な ども ある と思 いま

て全身 写真 を撮ら れま した ︒下着
位は付 けさ せてく れて も良 いと思

こそ全 裸で ゆっく り廻 る撮 影台に
乗せら れて ︑カメラ マン が二人 い

どうも とい った言 葉も なく ︑その
後撮影 室に 連れて 行か れて ︑それ

心に大 汗を かきな がら 見せ ている
のに何 よそ の態度 ︑見せて 貰っ て

いたい 事を 言って ︑お礼の 一言 も
言って も良 いでし ょう ︒こちら は

研究し て下 さいよ ︑私が答 える 問
題じゃ ない でしょ う︒いいだ け言

んな風 にな ったと 思う とい ったこ
とでし た︒そんな 事は あなた 達が

若い学 生か ら言わ れた のは ︑今の
自分を 見て どう思 うだ の︑何でそ

前でま な板 の鯉で した ︒活け作 り
のマグロがドンと出てきた様に︒
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いと思いません︒そのエリテマ
トーデスの友人が突然ＦＡＸを

たった 十万 人の都 市で この 会場の
倍位の 人が 来てく れま した ︒すご

いった事を沢山書いて貰ったり︑
二人で走り回ってやったところ︑

でやっ てし まった ので す︒地方紙
にこう いっ た勉強 会を やり ますと

は何だ ろう という 学習 会を 秋田か
ら先生 を招 いて︑学習会 を女 二人

いて︑山形で 難病 の会を 立ち 上げ
ようと して いたの です ︒膠原病 と

知ったきっかけをお話下さい︒﹂
鈴木﹁エリ テマ トー デス の友 人が

す︒﹂
長船﹁話が前後しますが︑患者会を

ら︑乾癬を通じて知り合って︑色々
進化する事を強く願っておりま

に力を 貸す 事も出 来る ︒共に考 え
ながら ︑工夫を たく さん入 れな が

ういっ た会 が質も 高め てほ しいと
思うし ︑例えば 人が やって いる 事

県にあ れば ︑たくさ んの 乾癬患 者
が大き く救 われる と思 いま す︒こ

分のま まで 接する 事が 出来 る最高
の場だ と思 います ︒全国の 都道 府

目と目 を合 わせて 話が 出来 る︒不
安感や 自分 を取り 繕う こと なく自

様な感 じで 何も隠 す事 はな い︒腕
まくり も出 来る︑顔に出 てい ても

鈴木﹁私の 気持 ちと して はも う少

て下さ った のです ぐ患 者会 を発足
されたのですね︒

を作り たい という 希望 がす ごく強
くて相 談員 の先生 も強 く後 押しし

付き合 いす る様に なり まし た︒そ
の学習 会の 後︑東北地 方で 患者会

ないの ︑是非私 達の 部屋に おい で
と云う 事が きっか けで 去年 からお

ら行っ た私 達が︑同じお 金を 払っ
て何故 布団 部屋で 寝な けれ ばなら

彼女の 熱意 で一泊 する 事に なった
のです が︑その話 を聞 いた大 阪か

帰ると いっ た状況 でし た︒布団部
屋でも 良い から話 を聞 きた いとの

言って いた のです が︑車の運 転を
してき たご 主人は それ なら 連れて

会が借 り切 って懇 親会 をす る旅館
でした ︒彼女は 布団 部屋で 良い と

ましたが︒﹂
長船﹁それ がた また ま大 阪の 患者

ら︑布団部 屋で も良い から と頼 ん
だら︑本当に 布団 部屋に 泊め られ

ぬと思 って ︑車で二 時間 半ブッ 飛
んで行 きま した︒どこで も良 いか

鈴木﹁そうです︒もう駄目だと思っ
たので すが ︑何故か 行か ねばな ら

ているという事でした︒﹂
長船﹁患者学習会ですね︒﹂

で全国 大会 をやっ てい ると 云う内
容でし た︒上山温 泉で 全員集 まっ

載させ ていた だき ます︒

他﹂及び質疑応答は次 号会報に掲

生講演﹁皮疹を診るとき 気をつけ

鈴木﹁どうも有難うございまし
た︒﹂

います ので ︑どうぞ 宜し くお願 い
致します︒﹂

報を受 ける だけで なく 自分 が発信
する立 場に もなっ て頂 きた いと思

なって行く事を期待しております︒
皆様積 極的 に参加 して 頂い て︑情

す︒こういう会がきっかけで ︑新
しい出 会い が出来 て︑大きな 力に

ました ので ︑ご質問 など のある 方
はこの 後の 懇親会 でお 願い 致しま

長船﹁そういうきっかけで今に
至って おり ます︒時間も 延び てき

声で叫 んだ のが昨 日の 事の 様に思
い出されますね︒﹂

ないという思いが段々爆発して︑
山形乾 癬患 者友の 会を 作る ぞと大

もう待 って いられ ない ︑私が立 ち
上げな けれ ば何十 年経 って も出来

う会の 必要 性を自 分の 心の 中でグ
ツグツ煮立てていたものですから︑

思って いた のです が︑天に叫 んで
しまっ たの ですね ︒長い間 こう い

し年を 取っ て︑もう少 し時 間が出
来たら患者会を立ち上げようと

ていること−節々は痛みますか︑

★今回の学習会の 内︑谷口芳記先

送って くれ ました ︒丁度今 日山 形

一般の方･･･千円

◆参加費用： 会員及びその家族･･･無料

第４回学習懇談会のお知らせ

あいかん友の会

１階別棟ホール http://www.nic-nagoya.or.jp/

◆日

時： 平成１８年４月１５日（土曜日）午後２時３０分〜

◆場

◆特別講演：「一緒に語ろう乾癬；アメリカからの提言」 カリフォルニア大学教授ジョン・クー教授（講演は日本語)

所： 名古屋国際センター

◆午後５時より場所を移動して懇親会を予定

（他患者会の方も無料とさせていただきます。受付にて申し出てください。）

※当日の入会も受け付けております。入会していただきますと、当日の参加費は無料になります。

（懇親会の参加費用は別途必要となります。）

◆問い合わせは下記まで

メールの方は…p̲aikan@yahoo.co.jp (携帯・PHS からも可能です)

電話の方は…052-853-8261（名古屋市立大学医学部皮膚科科学教室事務局まで）
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第 14 回学習懇談会参加者アンケートのまとめ
★今どのような治療を受けておられますか
紫外線療法

回答数

約 40 名

★今回学習会に参加されたのは初めてですか。

参加回数

紫外 線療法
不 明
27%

１回 目
26 %

それ以上
2 9%

PU VA
46%

N U VB
18%

４回 目
8%

U VB
9%

２回 目
21 %
３回 目
1 6%

★参加された方は。

ビタミンＤ３

参加された方

VD３
不明
25%
ボンアルファ
10%

友人
0%

家族
15%

ドボネックス
35%

オキサロー
ル
30%

本人
85%

ステロイド

★患者の方、乾癬の種類は何ですか。
乾癬の種類

ステロイド
デルモベート
27%

不明
33%

膿疱性乾癬
乾癬性紅皮症
関節性乾癬

アンテベート
13%

プレドニン
7%
ネリゾナ
7%

滴状乾癬

フルメタゾン
13%

尋常性乾癬
0

★医師から処方されている薬の名前は御存知で
すか。

5

10

15

20

25

30

35

★乾癬になって何年ですか

乾癬歴

処方名
３１〜

知らない
22%

２１〜２５

4
1
1
7
8
8

１１〜１５
3

１〜５
0

知っている
78%

2

4

6

8

１〜５ ６〜１ １１〜 １６〜 ２１〜 ２６〜 ３１〜
乾癬歴

14

3

8

8

7

1

1

4

★ナローバンドＵＶＢの治療を
受けてみたいと思いますか。

既に受け
ている
18%

★塗り薬について医師の指示通り
きちんと塗っていますか。

塗り薬

NUVB

受けたい
55%

受けたくな
い
27%

★ナローバンドＵＶＢの治療が
できる医療機関が知りたいですか。

使 用 して い
ない
0%

あ まりき ち
ん と塗 っ て
いない
33%

きちんと
塗っている
67%

★手の届きにくい箇所に塗るために
どのような工夫をしていますか。

工夫

NUVB医療機関

自分で器
具を使用
40%

必要ない
48%

家族に頼
んでいる
60%

知りたい
52%

★一ヶ月にかかる乾癬の治療費は
どれぐらいですか。

★乾癬学会に併設されいる全国患者会学習会を
御存知ですか（今年…軽井沢

来年…高知）

治療費

全国患者会
7
6
5
4 4
3
2
1
0
0
〜１，０００

知 らな い
17%

知 って いる
83%

6

2

2

2

2
1

4,001〜5,000

1

20,001〜30,000

★ナローバンドＵＶＢの
治療は御存知ですか。

★来年の高知の全国患者会学習会・懇談会に
参加したいですか。

高知患者会
いつかは
参加
18%

7

NUVB
知らない
35%

参加したい
46%

知っている
65%

希望しない
36%
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軟膏は アメ リカで はド ボネ ックス
しかあ りま せん︒オキサ ロー ルや

は︑ステロイド軟膏︑ビタミンＤ３
軟膏を 使用 します ︒ビタミ ンＤ ３

︵
︶
といい まし て︑まず塗 り薬 として

す︒私たち はど んなふ うに 乾癬 の
治療を 考え ている かと いい ますと

ア大学 サン フラン シス コ医 療セン
ターで 皮膚 科の教 授を して 居りま

で進めていきます︒
私は ︑アメリ カの カリフ ォル ニ

でやる より 日本語 のほ うが わかっ
ていた だけ ると思 うの で︑日本語

語も知 らな いし︑医学用 語も 知り
ません︒でも︑今日のお話しは英語

い映画 をみ て日本 語を 勉強 してい
ました︒ですから私は︑日本語の敬

り薬だ けで はダメ です ︒こうし た
考え方で治療が行われています︒

％以下 なら ︑塗り薬 だけ での治 療
を考えます︒一〇％以上ならば︑塗

の国の文化によっても異なります︒
アメリカでは︑皮疹が︑身体の一〇

いは飲 み薬 も必要 なの か︑これは
乾癬の 症状 だけで なく ︑それぞ れ

のよう な治 療法が 適切 なの でしょ
うか︒塗り薬だけでよいのか︑ある

脈へ注射して使用します︒では︑こ
うした いろ いろな 治療 法の 中でど

いる細 胞か らでな けれ ば作 れない
薬だか らで す︒この生 物製 剤は静

学的に 作ら れてい ます ︒これに 対
して﹁生物製剤﹂は︑実際に生きて

と呼ぶ のか といい ます と︑シクロ
スポリ ンや メソト レキ セー トは化

カで開 発さ れてい るの が生 物製剤
︵
︶です︒なぜ﹁生物製剤﹂

トレキセート︵リウマトレック
ス︶︑そして︑今一番新しくアメリ

は生物製剤より前の薬︑例えば︑シ
クロスポリン︵ネオーラル︶やメソ

法ですが︑皆さんご存じの
療
法︑そして
療法です︒内服薬

のドボ ネッ クスと ステ ロイ ド軟膏
が外用 薬の 主流で す︒次に光 線療

すし︑副作用 も少 ないと 考え られ
ている から です︒アメリ カで はこ

けで十 分な のかど うか は︑皮疹が

これはやめて頂きたいと思います︒
このよ うに アメリ カで は塗 り薬だ

塗り薬なんて面倒くさいからと
いってやめてしまう人がいますが︑

ではあ りま せん︒同時に 塗り 薬も
併用します︒光線療法で良くなり︑

線治療 をし ている から ︑塗り薬 は
使わな くて もいい かと いう とそう

み薬や 生物 製剤を 使い ます ︒もち
ろん︑内服剤を使うから︑又は︑光

では︑皮疹部 分が 一〇％ 以上 の患
者さんには︑塗り薬だけでなく︑飲

事も趣 味も ない方 でな いと ︑それ
はでき ない と思い ます ︒アメリ カ

の方な ら︑それも でき るかも 知れ
ませんが︑一〇％以上の方なら︑仕

クスは 一日 朝晩二 回し っか り塗ら
なくて はな りませ ん︒一〇％ 以下

薬を渡 して もらっ ても ︑薬をぬ る
ことは大変です︒しかも︑ドボネッ

に︑ひとつがここ︑そして二つ︑三
つと十 個も あると ︑医者か ら塗 り

ひらの 大き さの乾 癬が 十個 あると
いうこ とで す︒からだ のあ ちこち

ひら一枚で一％といわれています︒
一〇％ とい うこと は︑身体に 手の

は一〇％位でその使用を考えます︒
身体に おけ る皮疹 の範 囲は ︑手の

疹部分 が三 〇％以 上に なる と使用
してい るよ うです が︑アメリ カで

﹁乾癬学習会ｉｎ軽井沢﹂より

ボンア ルフ ァは使 いま せん ︒なぜ
アメリ カで はそう なの かと いいま

日本 では ︑シクロ スポ リンは 皮

の視点﹂
ジョン・クー

﹁乾癬治療はどうなる・米国から

すと︑ドボネ ック スはよ く効 きま

A
V
U
P

B
V
U

c
i
g
o
l
o
i
B
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カリフォルニア大学教授

皆さ んこ んにち は︒このよ うな
場にお 招き いただ き光 栄に 思って
います ︒まず先 に皆 さんに 言っ て
おきたいことがあります︒それは︑

n
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私の日 本語 は小学 校の 時習 っただ
けで︑中学も 高校 も大学 も日 本語
を使っ てい ません でし た︒サンフ
ランシ スコ に行っ てか らは 日本語
の話し 相手 は私の お母 さん しかい
なかっ たの で︑日本語 を忘 れない
ために︑私は︑マンガとか日本の古

クー教授
ジョン

なって ︑皮膚か ら血 管が透 けて 見

皮膚が 薄く なるパ ター ンに は二種
類あります︒一つは︑全体的に薄く

なって しま うとい う副 作用 がある
ことで す︒ステロ イド の副作 用で

問題な のは ︑強いス テロ イドを 長
期間毎 日塗 ってい ると 皮膚 が薄く

ドを使 わな いとそ の効 果が 現れな
いとい うこ とがあ りま す︒しかし

の皮膚病の人には効果が現れても︑
乾癬の 人に はもっ と強 いス テロイ

なか外 用薬 の効果 が出 てこ ないよ
うに考 えら れてい ます ︒乾癬以 外

とです︒乾癬は︑アトピー性皮膚炎
や他の 皮膚 の病気 に比 べて ︑なか

大変弱 い作 用のも のか ら強 いもの
まで種 類が たくさ んあ ると いうこ

まず﹁安い﹂というのが大きな理由
です︒もうひとつは︑ステロイドは

Ｄ３の 塗り 薬です ︒ステロ イド の
良い点はよく効くのは勿論ですが︑

膏とド ボネ ックス です ︒ドボネ ッ
クスは 非ス テロイ ド系 ︑ビタミ ン

もあり ます が︑主に使 われ ている
のは︑先ほど 述べ たステ ロイ ド軟

ようなものがあるかといいますと︑
アンソ ラレ ン︑コール ター ルなど

ではこの﹁外用薬﹂についてお話
しをし ます ︒塗り薬 の種 類にど の

一〇％ 以下 かそれ 以上 かを 基準に
して治療をすすめていきます︒

の大阪 大学 の先生 です ︒それに 基

れてい ます が︑これが 乾癬 に効果
がある こと を発見 した のは ︑日本

ロイドではなくビタミンＤ３です︒
ビタミ ンＤ ３軟膏 は世 界中 で使わ

た工夫が必要です︒
その反面︑ドボネックスは︑ステ

のため には ︑良くな って きたら 弱
いステ ロイ ドに切 り換 える といっ

長期的 に使 うとき は副 作用 の危険
性を考 えな くては なり ませ ん︒そ

ですか ら︑短期的 に使 うので あれ
ば︑ステロイドは役に立ちますが︑

持ちが 悪く なった り︑乾癬が 悪化
するという副作用がおこります︒

すと︑ステロイドを中止すると︑体
の副腎 が働 かなく なっ て︑急に気

のステ ロイ ドがそ の代 用の ように
なって しま うこと です ︒そうし ま

にもあ りま す︒副腎の ホル モンが
身体で 作ら れなく なっ て︑塗り薬

膚のま まと いうこ とに なっ てしま
います ︒ステロ イド の副作 用は 他

うことです︒こうなると︑もう治せ
なくな って ︑永久に この ような 皮

語で︑スケッ チマ ークと いい ます
が︑皮膚が デコ ボコに なっ てし ま

なると ︑表皮が はが れ落ち てし ま
うこともあります︒もう一つは︑英

えてし まう 状態に なっ てし まうこ
とです ︒更にそ れ以 上皮膚 が薄 く

く効果 が出 ないと ︑すぐに 治療 を

くると いう 患者さ んも いま す︒ア
メリカ人は︑せっかちですから︑早

者さん もい ますが ︑効果の 遅い 方
では︑六週間 使っ てよう やく 出て

なって しま います ︒一日二 回使 っ
たとし て︑早く効 果の 出てく る患

題もあります︒また︑一日朝晩二回
使わな いと ︑効果は 半分 くらい に

使うと︑強いステロイドと比べて︑
効果が 出て くるの が遅 いと いう問

て︑コスト が高 いとい う難 点が あ
ります︒更に︑ドボネックスだけを

とが出来ます︒問題点としては︑ド
ボネッ クス は︑ステロ イド に比べ

る﹂という副作用は︑薬の使い方を
工夫す るこ とによ って 解決 するこ

使い始 めた ときに まれ に皮 膚が荒
れるこ とが ありま す︒この﹁荒れ

ことが使用上の注意のひとつです︒
︵日本で は九〇 ｇ︶もうひと つは︑

言われています︒ですから︑一週間
に一〇 〇ｇ を越え ない よう に使う

〇ｇ以 上使 うと︑血液中 のカ ルシ
ウム値 が高 くなる 可能 性が あると

ロイド のよ うな副 作用 はあ りませ
ん︒副作用としては︑一週間に一〇

を作り まし た︒このド ボネ ックス
軟膏に は︑先ほど お話 しした ステ

づきデンマークの会社が︑安全性︑
効果と いう 点でド ボネ ック ス軟膏

か︑ここがとても重要です︒という

なったら︑ステップ２で︑﹁うさぎ﹂
から﹁亀﹂へいかにしてもっていく

だけ︑つまり︑いかに早く治すかが
最初の ステ ップで す︒そこで 良く

亀﹂に移っ てい くのか とい いま す
と︑まず︑ステップ１は︑
﹁うさぎ ﹂

副作用 が問 題にな るわ けで す︒で
は︑どのよ うに して﹁うさ ぎか ら

なく︑慢性的な病気ですから︑ステ
ロイド ばか り使っ てい たら ︑その

副作用 の心 配がで てき ます ︒乾癬
という のは ︑今日だ けの 病気で は

ぎだけ﹂では︑一番強いステロイド
ばかりを使うことになってしまい︑

ら最初はスピードのある﹁うさぎ﹂
が必要となります︒しかし︑
﹁うさ

です︒すなわち患者さんたちは︑早
い効果 を期 待して いま す︒ですか

行われています︒その考え方は︑
﹁うさぎから亀にいく﹂ということ

方法で す︒今は一 般的 になっ てア
メリカ やア ジア︑中東な ど各 地で

︵シークエンシャル・テラピー︶と
いって ︑私が五 〜六 年前に 考え た

ました︒
そ れは ︑

出し︑成功率を高め︑皮膚が荒れる
ことを 防ぐ ことが でき るか と考え

あきらめてしまう人が多いので︑
それなら︑いかにして︑効果を早く

y
p
a
r
e
h
t
l
a
i
t
n
e
u
q
e
S

17

番早く 治す ために は︑ドボネ ック
スと︑最強のステロイド軟膏︑これ

混ぜて 使う ときは ︑使う直 前に 混
ぜなく ては なりま せん ︒つまり 一

イドで も週 に二日 だけ の使 用でし
たら長 期的 に使っ ても ︑安全性 は

リカでは心配はされていません︒
先ほど 言っ たよう に最 強の ステロ

テップ ２を いつま でも やっ ていな
くては なら なくな りま すが ︑アメ

は少な いと いうの が︑アメリ カで
の考え方です︒つまり︑ステロイド

をつける直前に手のひらの上で︑
それぞ れ一 対一で 混ぜ て使 用しま

︵週末療法︶と言うのですが︑平日
と週末 を使 いわけ る方 法で ︑平日

に頼っ て治 しても ︑乾癬は 早く 再
発するという事です︒では次に︑皮

確立されているからです︒しかし︑
理想的 な結 果は︑ステッ プ３ まで

とがあります︒しかも︑前よりもっ
とひど く戻 ってく るこ とが あるの

はステ ロイ ドを使 わな い︑週末だ
けステ ロイ ドを使 うと いう 方法が

疹が一 〇％ 以上あ った らど のよう
な治療 をし ていく かと いう ことで

す︒使うたびに︑混ぜて使用し︑こ
れを一 日２ 回行い ます ︒それが ス

のは﹁うさぎ﹂は効果がある薬で︑
﹁かめ﹂は︑安全性があるが﹁うさ

で︑強いステロイドは︑すぐにやめ
ないで ︑徐々に やめ なくて はな り

行われています︒この方法で︑ほと
んど乾 癬が 消えた 状態 ︑すなわ ち

す︒
先ず は光 線療法 がす すめ られま

いって ︑ステロ イド なしで 乾癬 の
ない状 態を 維持し てい くと いうこ

ぎ﹂ほど素早い効果はないので︑急
いではいけません︒急いで亀に

ません︒
ステ ップ ２は︑週末療 法と いい

完全に平らで︑色も赤くない︑ここ
までい った らステ ロイ ドを 使わな

す︒光線療法は身体への副作用は︑
ほとん どあ りませ ん︒忙しく て暇

テップ １で す︒これを 一ヶ 月位続
けると ︑ほとん どの 患者さ んは 随

移った時には︑又︑再発することが
ありま すの で時間 を十 分か けて移

まして︑月曜日から金曜日までは︑
ドボネックスを必ず一日二回使う︑

くても 良い 状態で す︒ドボネ ック
スだけ で維 持して いき ます ︒これ

がない 方と か︑どうし ても 光線療
法を受 けら れない 方は ︑内服治 療

とです が︑本当に 乾癬 が完全 に消
えたら ︑ドボネ ック スもス テロ イ

行する 必要 があり ます ︒実際の 方
法として は︑
﹁うさぎ﹂の時はドボ

そして 土・日曜日 はス テロイ ド使
う︒最強のステロイドでも︑週に二

がステ ップ ３です ︒しかし 誰し も
が︑ステッ プ３ まで行 くこ とが で

という こと になり ます ︒光線治 療
には
︑
の二種類 がありま

分良く なり ます︒こうし て︑良く
なった から とすぐ にス テロ イドを

ネック スと 一番強 いス テロ イド軟
膏を朝 と夜 ︑それぞ れ分 けて使 う

日間だ け使 うので あれ ば︑全く安
全です ︒副作用 は問 題にな りま せ

きると いう 保証は あり ませ ん︒私
の経験 で︑三分の 一の 患者さ んは

す︒日本とアメリカでは︑少し考え
方が違うのではないかと思うのは︑

ドも必 要な いわけ で︑このよ うに
乾癬を 消す ことが 出来 たら ︑再発

か︑一対一で混ぜて使います︒ここ
でひと つ注 意しな くて はい けない

ん︒アメリカでは︑一番強いステロ
イドを 一週 間に二 日だ け使 ってい

ステッ プ１ から２ へは いく ことが
出来ますが︑２から３へ︑いくこと

やめて しま うと︑リバウ ンド で今
度は︑乾癬が バッ と戻っ てく るこ

のが︑ドボネックスというのは︑化
学的に不安定な物質です︒ドボ

て︑皮膚が 薄く なった とい う副 作
用のデ ータ ーはあ りま せん ︒です
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ネック スと ステロ イド 軟膏 を混ぜ
てその まま 時間が 経つ と︑両方と

アメリ カは 白人が 多く ︑従って 皮

から ︑英語 で は

が出来ません︒そうしますとス

もダメになってしまいますので︑
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法がダ メだ ったり ︑光線療 法を 受

注意が必要です︒
さてそこで︑どうしても︑光線療

は︑中途半端にやると︑効果がでな
いこと があ ります ので ︑その点 も

ちょっ とナ ンセン スか とも 思いま
す︒それか ら︑光線療 法と いうの

分の一です︒ですから︑皮膚癌が怖
くて光 線療 法をし ない とい うのは

いうわ けで はあり ませ んが ︑東洋
人の皮 膚癌 の発生 率は ︑白人の 百

ことが あり ません ︒もちろ ん東 洋
人でも 皮膚 癌の心 配が 全く ないと

も
療法でも︑皮膚癌のリスク
が高い とい うデー ター を私 は見た

膚癌の リス クが高 いと いう ことが
言え ま す ︒東洋 人 で ︑
療法 で

が随分 分か ってき まし たの で︑英

効果の ある 薬は作 れま せん ︒しか
し今︑乾癬が どう して起 こる のか

からで す︒乾癬が 起こ るメカ ニズ
ムが分 から なけれ ば︑乾癬だ けに

﹁どうして乾癬が発生するのか﹂と
いうこ とが 解明さ れて いな かった

偶然に 発見 された もの です ︒なぜ
偶然かというと︑ごく最近まで︑

クスや ステ ロイド ︑シクロ スポ リ
ンなど︑生物製剤の前の薬は︑全て

治療だといえる訳ではありません︒
何故︑革命的かというと︑ドボネッ

ます︒でも︑革命的 だか らと言 っ
て︑乾癬に とっ てもの すご く良 い

は開発されました︒生物製剤は︑乾
癬治療 の上 で革命 的な もの と言え

と︑副作用 がも っと下 がる ので は
ないか とい う考え 方か ら︑この薬

剤が出てきたのかといいますと︑
正確に 乾癬 のみを アタ ック できる

効果が ある という 例も たく さんあ
ります︒では︑どうしてこの生物製

は︑十分有効です︒新しいバイオロ
ジック の薬 よりも ︑こちら の方 が

ンやメ ソト レキセ ート ︑ビタミ ン
Ａタイ プの 内服剤 があ り︑これら

には︑生物製剤︵バイオロジック︶
の前の 薬︑すなわ ちシ クロス ポリ

ける時 間が ないと いう 方は ︑内服
剤によ る治 療とな りま す︒内服剤

ばらま きま す︒この物 質は どんな

くので す︒兵隊で ある Ｔ細胞 が皮
膚に到 着し ますと ︑三つの 物質 を

変なも のが 突き出 てい るの で︑そ
れをよ じ登 って血 管か ら皮 膚へ行

まで行 かな くては なり ませ ん︒血
管を通って皮膚の近くへ着いたら︑

炎症を起こします︒Ｔ細胞は︑隊長
の命令 です から︑どうし ても 皮膚

るとこの兵隊は﹃はい！﹄と言って
高速道路︵血管︶を通り皮膚へ行き

出て血管を通り︑皮膚へ行き︑乾癬
を作れ！炎症を起こせ﹂と︒そうす

るＴ細胞一つ一つにタッチして︑
﹁おまえに命令する︑この基地から

ポジティブ連隊︑前に出ろ﹂と命令
します︒そして︑隊長は︑兵隊であ

長は兵 隊が 集まっ てい る基 地︵リ
ンパ節︶に入っていって︑
﹁

であ るＴ 細 胞︵

説明し ます ︒登場人 物は 隊長で あ
る抗原提示細胞︵

では まず ︑乾癬は どう してで き
るのか を簡 単に戦 争劇 にた とえて

うに乾 癬の 薬を︑きちん と作 れる
ようになってきました︒

法を計 って くれて ︑ちゃん とぴ っ
たりと 作っ てくれ る︑そうい うよ

語では ︑カスタ ムメ イドと いう の
ですが︑例えば︑背広作るとき︑寸

は︑こういう兵隊が︑血管から抜け

細胞が きて これを 殺し てし まうと
いうも ので す︒生物製 剤の 第２号

て︑バイ菌 か何 か身体 にあ って は
いけな いも のだと 見せ かけ ︑別の

いう薬 です ︒このア メビ ブの役 割
は︑兵隊に 何か 変な物 をく っ付 け

アメリ カで 出来た 最初 の生 物製剤
薬はアメビブ︵アレファセプト︶と

持って いま すので ︑これを アタ ッ
クできるような薬ということで︑

属した 兵隊 が必要 なわ けで す︒こ
の兵隊は︑特別な物質を表面に

それも どの 兵隊で もい いわ けでは
なく
という中隊に

カの発想です︒最初にまず隊長︵提
示細胞︶と兵隊︵Ｔ細胞︶がいる︒

もっと 確実 に乾癬 を治 す薬 が作れ
るので はな いかと いう のが アメリ

ズムです ︒
こういう状態が分かったので︑

いにワ イワ イと炎 症を 起こ すわけ
です︒これが 乾癬 の発生 のメ カニ

しまし ょう ︑乾癬を 起こ しまし ょ
う﹂と皆集まって︑パーティーみた

もので 招待 状を受 け取 ると ︑この
細胞は 目覚 めて﹁さあ 炎症 を起こ

の他の 細胞 が︑招待状 を待 ってい
て︑レセプ ター という 手の よう な

ものか とい うと︑招待状 みた いな
ものです︒すると︑いろいろな皮膚
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︶を待っている

待状を 出し ますが ︑炎症を 作る 為
の細胞 が一 つのレ セプ ター を持っ

３号の薬は︑実際︑Ｔ細胞が皮膚に
入って きた ときに ︑いろい ろな 招

細胞が 皮膚 まで行 けな いと いうこ
とにな るわ けです ︒生物製 剤の 第

この薬でこれをブロックしますと︑
ちゃん とし た命令 があ って も︑Ｔ

う考え でラ プティ バ︵エフ ァリ ズ
マブ︶という薬が開発されました︒

れなくなるわけです︒そうすると︑
乾癬も 良く なるの では ない かとい

ですが︑もし︑これにしがみつけら
れなかったら︑結局︑血管から出ら

出て皮 膚に 行こう とす る時 に︑変
な物質 にし がみつ いて 抜け 出るの

薬です から ︑ほとん ど副 作用が な
いとみられています︒只︑弱点もあ

そこ で生 物製剤 はな ぜ良 いのか
といい ます と︑乾癬専 用に 作った

︵エタネルセプト︶という三つ目の
生物製剤です︒

状はこ のレ セプタ ーだ けの 薬で捨
ててし まう ︒これが ︑エンブ レル

プター にな るとこ ろに は招 待状が
届かな いと いう仕 組み です ︒招待

して︑ゴミ箱 に捨 ててし まう とい
う仕組 みで す︒本当に 細胞 がレセ

ばらま いた らどう なる か︒招待状
が来て この レセプ ター でキ ャッチ

んです︒そこで︑招待状が出てきた
ら︑このレ セプ ターだ けを 作っ て

て︑古い薬 はも うやめ ると いう こ
とでは あり ません ︒古い薬 も十 分

将来は ︑もっと もっ と良い 薬が 作
られる と思 います ︒だから と言 っ

兄弟が 最初 に作っ た飛 行機 が十秒
間飛んで喜んだようなものです︒

来ると 思い ます︒今ある 生物 製剤
は︑丁度︑その昔アメリカのライト

聴有り難うございました︒

が︑乾癬の治療で一番新しく︑興味
のある とこ ろだと 思い ます ︒ご静

を出す とい う芸の ある 使い 方もで
きるよ うに なると 思い ます ︒そこ

に効果があります︒いずれ︑古い薬
も︑新しい 薬も 一緒に 使っ て効 果

てこの招待状︵

ります ︒生物製 剤が できる 前の 薬
に比べ て︑乾癬だ けを ターゲ ット
にした ら︑皮肉に も効 果が少 し劣
るという事です︒かえって︑ショッ
トガン のよ うにめ ちゃ くち ゃに弾
丸を打 ち出 す方が ︑効果が ある よ

高知県高知市九反田 2-1

〒 780-8529

うです︒以前は︑乾癬がどうして起
こるの かは っきり 分か りま せんで
したの で︑乾癬だ けの ための 薬を
つくる なん て︑サイエ ンス フィク
ションでした︒しかし今は︑細胞や
メカニズムが分かってきたので︑
一つ一つ︑ここでブロックする︑あ
そこで ブロ ックす ると いう ことが
出来ま すし ︑将来は もっ と期待 出

全国乾癬学習会in高知に向けて

★宿泊施設・懇親会会場について(予定)

「高知国民宿舎・桂浜荘」

〒781-0262

高知県高知市浦戸城山830-25

TEL 088-841-2201 FAX 088-841-2249

★宿泊及び9/30の懇親会予定

会場です。全国の皆様の多数の

ご参加をお願いいたします。

軽井沢に負けないぐらいの

盛り上がりを目指しましょう！

第 21 回日本乾癬学会学術大会

会期：平成 18 年 9 月 29 日（金曜日）〜 30 日（土曜日）

会場：高知市文化プラザかるぽーと
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日本 語 で 話 さ れ ま し た ︒その 内 容 の

教授︵カ ル フ ォ ル ニ ア 大 ︶が流 暢 な

はどうなるー米国からの視点 でクー

開始 ︑トッ プ バ ッ タ ー は﹁乾 癬 治 療

阪の 会 ︶で青 木 会 長 の 開 会 宣 言 か ら

木会長︵東京の会︶
︑長船副会長︵大

で盛 大 に 行 わ れ ま し た ︒進行 役 は 青

場・浅間 に お い て ︑百名 近 い 参 加 者

は九 月 十 日 午 後 一 時 半 か ら 国 際 会議

会 議 室 で 膿胞 性・関節 症 性 乾 癬 に つ い

ました︒引き続き︑午後四時からは別の

ましたが︑参加者全員の拍手で終了し

した︒学習会は予定の時間をやや過ぎ

きた い 旨の 激 励 の ご 挨 拶 を い た だ き ま

に︑患者会も頑張って活動していただ

がお越しになり 今後も︑学会ととも

さいました︒終了間際に︑飯島大会会長

問に︑丁寧にわかりやすく回答して下

師︵東京︶などの先生方が︑数多くの質

︵あいち︶︑東山先生︵大阪︶︑金児看護

を例

全 国 乾 癬 学 習 懇 談 会 ｉ ｎ 軽井 沢 ﹂

一部 は ︑乾癬 の 発 症 を
て 語 ろ う とし て ︑これ ら の 症 状 を 持 っ

｢

｣

｣

ター・コテージに集まり︑車座になっ

ため散会となりました︒二次会はセン

もあり︑終始和やかで︑制限時間が来た

各患者会の代表者からのあいさつなど

をしながら大いに飲んで︑食べました︒

み始め︑隣り合わせになった人と会話

の かわ いい 乾癬 に乾 杯！ の発 声で 飲

局長︵北海道の会︶が担当し︑青木会長

の下薮居役員︵東京の会︶と佐々木事務

盛り上がりました︒司会は今回の幹事

た方を含めて︑およそ五十名で︑大いに

者は東京からバス・ツアーで参加され

べながら賑やかに行われました︒参加

紹介すると十年近く乾癬で悩んでい

多方面にわたりました︒その一部を

行っています︶︒窪島さんとの会話は

デッサン館 の庭園で話し合いを

ました︵正しくは四時ごろにも一度

を囲んで夕食をとりながら話し合い

別にテーブルを用意して︑窪島さん

に掲示された美術館︵槐多庵︶に︑特

後七時ごろから絵画や彫刻像が周り

各自が思い思いに鑑賞したのち︑午

たって活躍しておられます︒絵画を

闘いながら作家や講演など多岐にわ

ました︒また︑我々と同じ乾癬の病と

｣

橋で 行 っ て い る 乾 癬 勉 強 会 な ど につ

めの 日 常 生 活 で の 注 意 点 ︑そし て 前

か？ ︑また ︑乾癬 を 悪 化 さ せ な い た

る︑そのため安い乾癬治療は可能

役員会議︵北海道︑山形︑東京︑あいち︑

また︑各会の役員が出席した全国代表

げていくことを全員で確認しました︒

して︑折をみて全国的に交流の場を広

たれました︒今回を最初のステップと

(

いて 幅 広 い 内 容 の 講 演 で し た ︒小休

三重︑大阪の会︶が開かれ︑今大会の学

たが︑豊富温泉の短期間の湯治で現

在は寛解と言ってよいほど︑よく

なっている︒また︑窪島さんの著作の

本を各自購入︑本に先生のサインを

頂いたりした後に︑再会を約束して

お開きとなりました︒ 最後に︑乾癬

学会に展示ブースの設置や︑全国乾

癬学習懇談会の会場を提供いただき
て︑思い思いの飲み物を手にして︑深夜

す︒また︑各会の役員の方々ありがと

の先生方に心から御礼を申し上げま

ました︑飯島大会会長をはじめ︑多く
まで談笑が続きました︒翌朝︑バイキン

様でした︒なお︑来年度の第二十一回

うございました︒特に︑今回の幹事

日本乾癬学会は九月二十九日︵金︶〜

役・東京の会の役員の皆さんご苦労
学会に先立って︑八日にもう一つの

グ方式の朝食のあと︑解散となりまし

イベントがありました︒長野県上田市

三十 日︵土 ︶高知 市で 行わ れま す︒
んとお会いして︑絵画鑑賞のほかに︑乾
癬についての話し合いが企画されてい
ました︒窪島さんは︑ご承知の方も多い

｣

報告 集よ り抜 粋

軽井 沢

n
j
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と思いますが︑戦没画学生が残した絵
画を展示した美術館﹁無言館﹂を造られ

乾癬 学習 会

の﹁無言館﹂館主・作家の窪島誠一郎さ

た︒

)

｢

全国の乾癬患者交流・親睦会 は︑場

｣

教授 ︑安部 先 生 を は じ め ︑各会 の 相

所を移して︑午後七時頃から中軽井沢

｣

｣

憩後に︑江藤先生︵東京の会相談医︶︑

習会などの記事を協力して作成するこ

談医・小林先生︵北海道︶︑上出先生

のログ・キャビンで生ビール︑焼肉を食

｢

｢ ｣

軽井沢開催

｢

軍隊

にし て 非 常 に わ か り や す く 説 明 ︑ま

た患者十数名が集まり︑話し合いが持

全国乾癬学習会

青木 会 長 の 司 会 で 予 め 会 場 で い ただ

と︑今後︑乾癬ハンドブックの全国版の

阿高 東京地区乾癬患者友の会

百名近くが参加

・・

た︑即効的な効き目があるものの︑長
期間 使 用 す る と 副 作 用 を 持 つ ス テロ
イド 軟 こ う と ︑ビタ ミ ン Ｄ ３ 軟 こ う
を上 手 に 組 み 合 わ せ て 治 療 す る シー
ケン シ ャ ル・セラ ピ ー な ど の 解 説 を
わかりやすく話されました︒次いで︑
﹁乾癬治療をどうするー日本からの視
点 のタイトルで︑新進気鋭の安部先
生︵群 馬 大 医 学 部 ︶が話 さ れ ︑慢性

い た 質 問 に 回 答 す る 形 式 で ︑﹁ Ｑ ＆

製作 など につ いて 話し まし た︒

病の 乾 癬 は ど う し て も 治 療 費 が かか

Ａ が行われました︒壇上には︑クー

︵東京 ︶
︑川原先生︵北陸︶
︑森田先生
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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。
★「・・・・・・

・・・・」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
ボランティア

3）ホームページ管理等のボランティア

2）会報送付作業の

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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