かけはし

副会長 中山

昨年十二月の幹事会で突然前任の長船副会
長より後任を指名されました。
長船前副会長

は六年間に亘り重責を全うされてこられまし
たが、
体調の不良や家庭の事情により辞意を

漏らしておられました。
まさか経験の浅い私

(P10)

・お知らせなど

(P16)

のですが、
誰かが引き受けざるを得ないこと
だと考引き受けさせて頂きました。

梯の会は設立十周年が近くなってきている
伝統がありますが、
さらなる発展のために新

しい試みも岡田会長を始めとした幹事会で検
討されています。
時あたかも黒船の来襲の様

にアメリカを主体とした新しい治療法が開発

され、
日本での早期導入が待たれるところで

す。
また病気の本質解明も多くの先生方の御
に過ごさせて頂きました。

芭蕉

◆三重の会行事に参加して◆

に質疑応答とゆったりした中で有意義

の湯」
でリラックスしました。
その後更

別室での昼食会の後「天然温泉

から最新治療まで幅広い話をして頂き、

谷口先生に乾癬の全般について歴史

で喜んで頂けました。

重の方の参加が女性一名だけでしたの

四名を含む六名の追加希望があり、三

にお鉢が回ってくるとは予想していなかった

らは会長のみの出席予定でしたので幹

に参加させて頂きました。当初大阪か

の紹介から始まった三重の会の勉強会

的でした。

くジャグジーの泡の勢いの良さが印象

築されたばかりでしたので綺麗で明る

えた立派な施設で、芭蕉の湯は昨年改

やスケートリンクに結婚式場なども備

で先生に挨拶をされる時は、気を付け
会場のウェルサンピア伊賀は伊賀市
られた方がよいかもしれませんですね。 （旧伊賀上野市）
の郊外にテニスコート
二月二十四日にこの様なエピソード

のことですので、三重の方は病院以外

をされる同じ経験をされているはずと

ご兄弟も乾癬の患者さんなどから挨拶

適当 に 答 え て お か れ る と の こ と で す 。

「はいはい、その後順調ですか」などと

拶されることも時たまあるそうですが、

節には大変お世話になりました」と挨

で乳幼児を連れたお母さんから「その

れているとのことです。ＪＲの駅など

て、同じ市内の病院で産婦人科医をさ

顔、同じ体格の双子のご兄弟がおられ

三重の会の相談医谷口先生には同じ

全国の仲間と共に

事会で参加を募りましたところ、女性

会や相談医の先生方と連携して取り組んで行

きたいと思います。会員の皆様方の支えが

あって成り立つ患者会ですので、
今後ともご

協力の程宜しくお願い申し上げます。また、

毎月第三土曜日午後に大阪市立西区民セン

ターにて幹事会を行っておりますので、
関心

をお持ちの方は顔を出して頂ければと思いま

伊賀市は俳人松尾芭蕉出生の地であ

ないことも数多くありますので、
全国の患者

中
(山記）

ますので来年以降も参加させて頂きた

伊賀市は関西からも近い立地になり

口先生有難うございました。

疑応答にも丁寧に答えて頂きました谷

感謝しております。会場一番乗りで質

た三重の藤本会長さんや幹事の皆様に

取消しなどにも快く対応して頂きまし

直前でのインフルエンザ禍による参加

期日が近づいてからの参加申込みや

が判りました。

たところ中学生時代に行っていたこと

上野城が、後日古い写真を整理してい

ます。個人事ですが初めてだと思った

野城や忍者屋敷など観光地も沢山あり

設の他にも日本一高い石垣を持った上

り俳聖殿や芭蕉翁生家などゆかりの施

ます。
患者会として出来ることやらねばなら

いと思います。
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努力により進んでいることを聞き及んでおり

第十六回学習会講演より

チーム医療でとりくむ乾癬治療①

「薬剤師の立場から」

乾有希子氏

う 言 え ば世 間 話 だ け じ ゃ な か っ た
なと思 われ た方あ りが とう ござい
ます。
それ では「そん な服 薬指導 を受
けてな いよ 」とか「聴い たけ どあ
んまり覚えてないなぁ」という
方々に 、乾癬の 治療 に関わ るこ と

見え る 仕事 服
= 薬 指 導 では 薬 の 飲
み方、使い方 のア ドバイ ス、副作
用・注意点 の説 明、血液検 査の 結
果をチ ェッ クして いま す。あぁそ

がない 薬剤 師。そんな 私達 がどん
なことをしているかを含めなが
ら、乾癬の 薬の こと、薬剤師 から
のお願 いに ついて 話し てい きたい
と思い ます。
まず 薬剤 師は皆 さん がよ くご存
知の、調剤と 言う 医師の 指示 のも
と薬を用意する仕事があります。
そして 、服薬指 導と 呼ばれ る病 棟
で行っ てい る業務 。この暇 そう に

日生病院薬剤師

私は 皮膚 科の患 者さ んが 入院さ
れる病 棟を 担当し てい る病 院薬剤
師です 。病棟に いる と患者 さん か
ら「薬剤 師さ んって 何を して いる
の？」と聞か れる ことが 度々 あり
ます。お医者 さん のよう に診 察し
てくれ るわ けでも ない 、看護婦 さ
んのよ うに 薬を塗 って くれ るわけ
でもな い。何もし ない のに話 しに
来るってことはよっぽど暇なの
ね。 ･･･
というわけです。決して何
もして いな いわけ では ない のです
が、実際に 患者 さんに 触れ るこ と

をお 話し して いき ます 。
乾癬 に用 いられ る薬 は色 々あり

ますが 、多くの 方が 使用さ れて い
るのは 外用 剤とい う塗 り薬 になる
と思い ます 。ビタミ ン３ とステ ロ
イドの 二種 類が大 部分 を占 めるの
ですが 、皆さん はご 自身が 使わ れ
ている 薬、何か判 りま すか？ もし
ご存知 のな い方、覚えて おら れな
い方が いら っしゃ った らこ の機会
に名前を含めて覚えてください。
必ず治 療に 役立ち ます 。特にス テ
ロイド では 、効果の 強弱 によっ て
ランクが分けられています（表
１）。これを知った上で、使う部位
をきちんと守ることが重要です。
人間の 皮膚 には厚 いと ころ と薄い

ところ があ ります 。手のひ ら、足
の裏は みな さん厚 いで すよ ね？そ
して面 の皮（失礼 ）頬はそ れら に
比べて 薄い でしょ う。厚い皮 膚に

塗った薬は浸透しにくく、薄いと
ころは 浸透 しやす い。ちなみ に一
番薄い のは 陰嚢（陰部 ）で、一番
厚い足 の裏 と比べ て、吸収の 差は
実に三 百倍 にもな ると 言わ れてい
ます。そんな に効 くなら これ 幸い
と同じ 軟膏 を使う と、望まれ ない
作用（副作 用）が出る 確率 が確実
に上がるのでやめてくださいね。
皮膚 萎縮 といわ れる 皮膚 が薄く
もろくなるような作用だけでな
く、免疫を 抑え るため に陰 部な ど
では菌 が繁 殖する 危険 も高 まりま
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なので開封はしないで下さいね。
チガソ ンは 避妊、献血の 禁止 が条
件です 。何歳に なっ ても可 能性 が
ある方 は注 意して 下さ い。また食
事の油 分（脂肪 分）によっ て吸 収
が変わ るの で極端 な食 生活 の変化
や牛乳で飲むことは避けましょ
う。
さて 、 こ こ か ら は 薬 の 話 し で も
薬剤 師 から の お 願い ･ ･薬
･ の使用
期限や 保存 方法の こと です 。薬に
使用期 限が あるこ とを 知っ ていて
も、この軟 膏は 何年何 月が 期限 だ
と常に 認識 しなが ら使 って いらっ
しゃる方は少ないのではないで
しょう か？ かく言 う私 も、家から
いつ貰 った か判ら ない 薬が 出てき
ました 。期限の 過ぎ た薬は いわ ゆ
る賞味期限切れの食品と同じで
す。食べら れな い（使え ない ）こ
とはな いけ ど、腐って いる（効果
が落ち る、中身が 変わ ってし まっ
ている ）可能性 があ ります ので く
れぐれ も使 わない よう に。目安を
お示し しま すので 、これを 機会 に
一緒に片付けていきましょう。
軟膏 の使 用期限 は底 の部 分に凹
凸で示してあります（図１）。読み
にくい ので 見えな い方 は目 の良い
方に見 ても らって くだ さい 。ただ
これは あく まで開 封前 の使 用期限

です。牛乳で も開 封後は お早 めに
お飲み くだ さいと ある よう に、軟

膏も開 封後 は早め に使 うの が鉄則
です。ですから混ぜてお渡しして
いる軟膏は一ヶ月を目安に使い
切って くだ さい。指を入 れる ので
不衛生 にな りやす いで すし 、分離
する可 能性 もあり ます 。一ヶ月 で
使い切 れな い方は 出し ても らう量
を控え まし ょう。

そ し て ･ ･飲
･ み 薬 に も期 限 が あ
ること をご 存知で しょ うか ？軟膏
以上に忘れがちになりそうなの
は、ほとん どの 飲み薬 には 期限 が
書いていないからだと思います。
ただ、目安に なる ものと して こん
な手段 があ ります 。Ｈ十五 年に 義
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てステ ロイ ドは強 さの ラン クを覚
えまし ょう。
次に 飲み 薬です が、いわゆ る免
疫抑制 剤の ネオー ラル 、ビタミ ン
Ａのチガソンがよく用いられま
す。一般の胃薬や風邪薬に比べ、
注意事 項が 多いお 薬で す。飲まれ
ている 方は もう一 度説 明書 を読ま
れるな ど確 認して 下さ い。もしお
持ちで ない 方、いらっ しゃ れば薬

25
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す。逆に弱いものを厚い皮膚に
使って も、いっこ うに 効かな いと
なる わ け です 。菌つ い で に ･ ･水
･
虫やニ キビ のある とこ ろに ステロ
イドを 使う とどう なる か判 ります
か？炎 症や 免疫を 抑え るの で、菌
が増える一方になるのです。あ
れ？と思ったらついでに診ても
らって くだ さい。たくさ んの 種類
の軟膏 があ り、塗る場 所も 違って
いて面 倒で しょう が、それぞ れ意
味があ って 先生は 薬を 出し ていま
す。首から 上（耳の 中含 む）と陰
部は皮 膚が 薄いの で、特に注 意し
ましょ う。くれぐ れも 塗る場 所を
自己判 断し ないよ うに ！そ してそ
のため にも 薬の名 前、作用、そし
局で添付の資料もありますので薬
を貰っ た薬 局で言 って みて くださ
い。
重要なことだけ書いておくと、
ネオー ラル は体内 の薬 の濃 度が変
わって しま うので 、一部の お薬 と
飲み合 わせ に注意 が必 要で す。グ
レープフルーツ（ジュースもゼ
リ ー も 果 物 も ）、 セ ン ト ジ ョ ー ン
ズワー ト（西洋 オト ギリソ ウ）と
いう健 康食 品の摂 取禁 止で す。時
間をず らし ても同 じな ので 駄目で
すよ。不自由 かも しれま せん が特
に野菜 ジュ ースの 中に 入っ ている
グレー プフ ルーツ には 気を つけて
くださ い。薬の量 は個 人によ って
決まっ てい ます。一回に 異な る種
類のカプセルを飲む方（
を一
を三つなど）もいらっ
つと
しゃい ます が、くれぐ れも 間違え
ないよ うに 。ちなみ に、中身は 油
50
mg

務化さ れた リサイ クル 法と いう法
律をご 存知 でしょ うか ？主 婦の方
は詳し いと 思いま すが 、最近ご み
の分別 が必 要にな った とい うアレ
です。その関 係で 、薬のシ ート に
も何で 作ら れてい るか が記 載され
るよう にな りまし た。こんな こと
をして も薬 のシー トの 銀紙 を剥い
てこれ は金 物だ、こっち はプ ラス
チック だと 分別し ない と思 うので
すが、この法 律は 五年半 ほど 前に
成立、三年半 前に 義務化 され まし
た。ということは、このマーク（プ
ラスチックマークや金属マーク）
がない もの はそれ 以前 に作 られた
ものと なる わけで す。基本的 に薬
の期限 は製 造され てか ら三 年。病

院に配 達さ れるま での 時間 や患者
さんにお渡しする時間を考える
と、患者さ んの 手元に 来る とき に
は二年 前後 、ものに よっ ては一 年
くらい の薬 もあり ます 。あくま で
目安で すが 、三年半 前に 義務化 さ
れた表 示、これが ない ものは 期限
が切れている可能性が高いです
（図２）。もし、いつ貰ったか判ら
ない金属かプラスチックかの表示
もない 、そんな 飲み 薬が出 てき た
ら ･ ･思
･ い切って捨てましょう。
持っていても未練を残すだけで
す。そして 軟膏 の保存 です が、熱
くなり やす いとこ ろに おい ていま
せんか ？使 用期限 はあ くま で決め
られた温度で保存した時の値で

す。四十度 五十 度はい わゆ る想 定
外です 。五十度 くら いで溶 ける 軟
膏も多 いで すから 冷蔵 庫の 横や窓
際は危 険で す。立てて 保存 してい
る軟膏が一度溶けて再び固まる
と ･･･
薬の濃さにムラができます。
物によ って は上と 下で 濃さ が十倍
も変わ って しまう ので す。五十度

なん て な らな い よ ･ ･と
･ おっしゃ
る方、夏場の 車の 中を思 い出 して
くださ い。日向に 止め て窓を 閉め
れば簡 単に 上がる 温度 です 。冷蔵
庫の横 に立 ててお いて ある 薬箱は
大丈夫 です か？違 う場 所を 探して
みてく ださ い。折角買 った 軟膏も
変質し てし まえば 効果 は期 待でき
ません。
最後 にア ドバイ スで す。これは
患者さんに教えてもらったこと、
一緒に 考え たこと です 。考えもつ
かないような使い方をしていて
ちょっと待ったーと言った方法、
じゃあ こん な方法 はど う？ と提案
した方 法、そんな 方法 がある のか
と感心 した 方法。少しだ け紹 介し
ておき ます ので是 非参 考に してみ
てくだ さい 。ローシ ョン 剤を移 し
変えて ドレ ッシン グの よう に混ぜ
て使っ てら っしゃ る方 、分離や 中
身が変 わっ てしま う可 能性 がある
のでや めて くださ い。手のひ らで

そのた びに 混ぜる だけ で大 丈夫で
す。軟膏を 塗る ときに 指先 は綺 麗
なのにと副作用が気になる方で、
文房具用の指サックを使ってい
らっし ゃっ た方が いま した が、感
覚が鈍 くな って皮 膚の 盛り 上がり
な ど が 判 り ま せ ん 。（ 肉 や 魚 を さ
ばくと きに 使うよ うな ）調理用 の
手袋、どうで しょ う？ス ーパ ーで
百枚幾らと売っているそうです。
まだま だ色 々な方 法や アド バイス
をお持 ちの 方もい らっ しゃ ると思
います 。これ以 外に いい案 があ る
方、是非薬 剤師 までこ っそ り教 え
て下さ い。なんの 謝礼 もでき ませ
んが、心から の感 謝をさ さげ させ
ていた だき ます。
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ビタ ミン 、ミネラ ルは 微量栄 養
素とい われ るもの で必 要量 はミリ

＊どう食べるか
健康の ために はど う食べ るかも
大切です 。
・三食ほ ぼ決ま った 時刻に 食
べる
・むら食 い、どか食 いをし な
い
・ゆっく りよく 噛ん で食べ る
「良い食生活」は乾癬治療の主役
ではあ りま せんが 、脇役と して 改
善の一 助と なるこ とで しょ う。お
菓子や ソフ トドリ ンク を減 らすこ
とから でも よいの です 。生活習 慣
病の予 防や 改善の ため にも 食生活
を見 直し てみ まし ょう 。

バランスのよい献立

チーム医療でとりくむ乾癬治療②

グラム・マイク ログ ラム単 位の ご
く少量とればよい栄養素ですが、
健康の ため には欠 くこ との できな
い大切な ものです 。現在 種類の
ビタミン、 種類のミネラルが健
康維持 に必 要であ ると され ていま
す。
食物繊維は栄養素ではありませ
ん。食生活 が変 化し食 物繊 維が 不
足がち にな ること によ って その有
用性が確認された物質です。

＊必要 な栄 養素を きち んと 摂るた
めには…
食品の組み合わせが重要です。
毎食、主食・主菜・副菜をそろえ、
食事と 共に あるい は間 食と して牛
乳や果 物を 摂るよ うに すれ ば必要
な栄養 素の 取り落 しは 、まずな い
でしょう 。
・主食 … 米 飯 、パン 、麺類
・主菜… 魚介 類、肉類、卵、大
豆・大豆製品
・副菜…野菜、海草、きのこ、
（い
も類）
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「栄養士の立場から」

高田郁代氏

＊栄養の基本
五つ の栄 養素と 食物 繊維 、その
働き

ど を
) 発 症 さ せ ない 食 生 活 で ある
ことが 重要 です。既に肥 満や 高脂
血症、糖尿病 があ る場合 はこ れら
の疾患 の改 善が乾 癬（皮疹 ）の改
善に つな がり ます 。
では、バラン スの 良い 食生 活を
するに はど うした らよ いの でしょ
うか。
まず、栄養の 基本 を知 って おき
ましょう 。

元日生病院栄養課

皮膚疾患である 乾癬と栄養には
どんな 関係 がある ので しょ うか？
食生活のバラン スが良いと…皮
疹は改善
食生活のバラン スが悪いと…皮
疹は悪化
バランスの良い 食生活とは…健
康を保 つ栄 養素が 過不 足な く摂取
でき てい る状 態で す。
栄養 不足 はいけ ませ んが 、摂り
すぎも 健康 維持に はマ イナ スとな
ります 。標準体 重を 保ち、肥満や
生活 習 慣 病 高
( 脂 血 症・糖尿 病 な
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チーム医療でとりくむ乾癬治療③

「ケースワーカーの立場から」

本家裕子氏

額は所 得や 加入し てい る医 療保険

のうち 、一定額（限度 額）を超え
た分が 返っ てくる 制度 です 。限度

概要をお話したいと思います。
２ ． さまざまな制度の概要
【高額療養費（医療保険）】
高額療養費は、一ヶ月の医療費
（保険適用分のみ）の自己負担額

日生病院医療生活相談室

１．はじめに
医療ソーシャル ワーカーの役割
は、患者様・ご家族 が安 心して 療
養に専 念で きるよ う、疾病に よっ
て生じ た経 済的・社会的・心理的
問題に 対し て、社会福 祉・社会保
障等の 諸制 度を活 用し 、解決・調
整を援 助す ること です 。相談内 容
は多岐 にわ たり、活用す る社 会資
源も多 種多 様です が、今回は 経済
的な社 会資 源や療 養に おい て活用
できる 社会 資源の 一部 につ いての

によっ て違 いがあ りま す。手続き
の方法 や窓 口も加 入し てい る医療
保険に よっ て違い ます 。限度額 を
超えた かを 計算す る際 には 、暦月
別、医療機 関別 、診療科 目別 、入
院・外来別 に計 算した 上で 、一定
額を超えた分のみを合算するな
ど、さまざまな条件がある場合が
ありま す。一般的 には 三割負 担と
なって いま すので 、医療機 関へ 一
旦お支 払い 頂いた 後で 手続 きをと
ること にな ります が、返って くる
までに 数ヶ 月を要 しま す。そのた
め、医療機 関で の支払 いを 限度 額
までと する ことが でき る「委任 払
い」制度や 返金 される 金額 の一 部
を前借 りす ること がで きる「貸付

制度」などが ある 医療保 険も あり
ます。
また、老人保健法による医療証、
高齢受 給者 証、老人医 療証 などを
お持ち の高 齢者や 特定 疾患 、重度
障害者の医療証、ひとり親医療
証、一部負 担金 の一部 助成 証な ど
を所持 して いる場 合は 、限度額 が
変わり ます。
【傷病手当金（医療保険）】
医療保険の被保 険者が、業務外
の傷病 によ る療養 のた めに 就労が
できず 、給与の 支給 がない ある い
は支給 額が 傷病手 当金 より も少な
い場合 に支 給され る制 度で す。国
民健康保険にはない制度ですが、
退職し て国 民健康 保険 に加 入した
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場合で あっ ても、初診日 にこ の制
度を有 する 医療保 険に 加入 してい
る場合 など 、該当す るこ ともあ り
ます。同一疾 病に 対して 、最長で
一年六ヶ月の支給期間がありま
す。
【障害年金（年金保険）】
日常生活に著しい障害があり、
労働に 制限 を受け る状 態に なった
場合に 、その程 度に 応じて 支給 さ
れる年金です。初診日から一年
六ヶ月 を経 過して いる こと 、初診
日に年 金保 険の被 保険 者で あるこ
と、初診日 より 前に一 定期 間の 納
付があ るこ となど の条 件が ありま
す。対象と なる 障害の 状態 とな っ
たと認 定さ れた日 が、六十五 歳を

超えて いる 場合は 対象 とな りませ
ん。また、身体障 害者 手帳の 等級
とは別で、等級が判定されます。
【特定疾患】
医療費の負担軽 減により、医療
水準の 向上 、適正医 療の 普及・推
進を目 的と した制 度で す。所得に
応じて 段階 的な医 療費 の上 限額が
設定さ れて います 。現在は 四十 五
疾患が 対象 となっ てお り、乾癬の
中では「膿疱性乾癬」が対象と
なっています。保健所等の行政窓
口へ申 請し た日か ら適 用さ れ、一
般的に は遡 って支 給を 受け ること
はできま せん。
【障害者自立支援医療（うち、旧更
生医療について）】

身体障害者手帳の制度であり、
手術等 の治 療によ り障 害の 改善が
見込ま れる 場合に 、指定医 療機 関
におい て適 用され ます 。所得に 応
じた自己負担があります。例え
ば、関節症 性乾 癬など によ り関 節
の手術 が必 要とな った 際、整形外
科で指 定を 受けて いる 医療 機関に
おいて利用することができます。
３ ． 介護 が 必 要 と な っ た とき
介護や看護が必要となったと
き、訪問診 療、訪問看 護、訪問リ
ハビリテーション、訪問介護
（ホーム ヘルパ ーによ る身体 介護、
家事援助、通院介助など）、訪問入
浴、通所介 護、通所リ ハビ リテー
ション 、住宅改 修、福祉用 具の 購

入・レンタ ルな ど、さまざ まな 種
類のサ ービ スを受 ける こと ができ
ます。利用者側の状況によって、
医療保 険、介護保 険、身体障 害者
手帳や 難病 の制度 など 、同じサ ー
ビスでも使う制度が変わります。
４ ． おわりに
上述のように、活用できる社会
資源は患者様・ご家族の状況に
よって 変わ ってき ます 。医療ソ ー
シャル ワー カーは 、医療機 関に 必
ずいる 訳で はあり ませ んが 、近年
のニー ズの 拡大に 伴っ て、設置す
る医療 機関 が増え てい ます 。相談
は無料 です 。医療費 や生 活費な ど
のこと 、介護保 険や 身体障 害者 手
帳など の制 度のこ と、退院後 の療
養生活 のこ と、その他 誰に 聞くと
よいか わか らない こと など 、気軽
に相 談し てみ てく ださ い。
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チーム医療でとりくむ乾癬治療④

「事務の立場から」

森本洋子氏

験から「どうして病気になった
ん だ ろ う ？ 」「 こ ん な 事 で 病 気
が 治 る ん だ ろ うか ？ 」「 他 の 乾
癬の人はどう思っているのだろ
うか？」という思いから、同じ
悩みを持つ患者同士情報交換が
できるようにと『梯の会』に入
会し活動されています。
会員の代表として、会長、副
会長、書記、編集、会計、会計
監査と役割を分担し、常に新し
い薬や治療について相談医や担
当医より学び、会員の方に情報
を伝えるために頑張っておられ
ます。
会長は他の会と連絡をとり色
んな情報を持ち帰り、副会長は
会長補佐として幹事や各関係者
に諸連絡を取り確認をし、幹事
会での司会もされています。書
記は幹事会議事録やその他の事
務処理、編集は各勉強会や学会

日生病院医事課

私が『梯の会』の事務局をさせ
て頂いております。今日は「梯
の会はどんなことをしているの
か？」ということを、少しお話
させて頂きたいと思います。
現在、幹事として動いてい
らっしゃる方は、患者さんで
す。また、会員でもあります。
長期にわたり病気と向き合
い、いろんな病院を転々とされ
た方、周囲の目や病気に対して
一人で悩んでこられた方も少な
くありません。このご自身の体

参加の公演内容をテープから抜
き出し、文章にして会報に掲載
しま す 。「 テ ー プ か ら 言 葉 を 拾
う」というのは、話している言
葉を文字にするのですから大変
根気と時間のいる作業です。会
計は患者会や勉強会で使用する
物品の支払いや振込み、会報発
送のコピー代や郵送料等、大切
な会費を管理しています。そし
て、月一回幹事会を開催して会
の行事や会報準備、他の会への
参加等を検討し、出来る限り多
くの情報を得て、一人でも多く
の会員の方に情報提供ができる
よう に と 頑 張 って お ら れ ま す。
実際、ボランティアの状態です
が、何より病気に対する痛みや
苦しみが解っているから、頑張
れるのだと思います。
このように、少しづつ積み重
ねてきた結果、ここ数年で各地
の患者会が三つ新しく発足され
ました。梯の会も参加させて頂
きました。また、日本乾癬学会
に日程を合わせて患者が参加で
きる、全国乾癬学習懇談会が開
催されるようになりました。一
人では出来ない事も、人が集ま
れば大きな力になり、形になる

のだと強く感じました。
これからも患者活動は展開さ
れ、各地にいらっしゃる患者さ
んが、患者同士の情報交換だけ
でなく、医師や医療従事者も含
め、病気に対するＱＯＬを高め
る事につながっていくと思いま
す。
私は、事務局として幹事の方
のお手伝いをさせて頂いており
ますが、病気だけでなく、多く
のことを勉強させて頂きまし
た。これからも、会員の方の病
気が軽減・軽快されるようにお
手伝いをして行きたいと思いま
す。
最後に、
『患者会とは』を会則に
も掲載しておりますが、
『 「患者会」とは、同じ病気に
悩む患者および家族が‘情報交
換‘を行なう「場」であり、病
気や治療についての知識を得
て、安心して治療に取り組むこ
とが出来ることが目標・目的で
ある』と思います。
これからも、もっと会員の
方々に情報提供が出来るよう
に、幹事の方がスムーズに動け
るようにサポートしていきたい
と思っています。
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ださい。
Ａ、加藤先 生「寛解 とい うのは 皮
膚が良 くな った状 態を 寛解 と言い
ます。寛解期 間が 長けれ ば長 いほ
ど良い と思 います し、例えば それ
が一ヶ 月で あって も寛 解と 言うで
しょう。漢方薬についてですが、
色々な お薬 をして いて も良 くなら
なかっ た方 が漢方 薬を 飲み だして
から良 くな ったと いう 方も お見か
けしま す。何％と いう 数字で はわ

方薬の専門の先生が毎日外来にお
ります ので 、その先 生に お願い し
ていま す。十人お 願い したと する
と、二～三 人く らい確 かに いい な
と思う 方が おられ ます 。ただ、イ
ンター ネッ トで依 頼す ると なると
自分で 種類 を選ば れる とい う事で
しょう か？ そうで あれ ば、少し難
しいか もし れない と思 いま す。や
はり専 門の 先生が いろ いろ と配合
などを考えられた結果ですので、
ご自分 でと なると 難し いか と思い
ます。」
Ａ、川原先 生「漢方 薬の 治療と い
うのは 、漢方薬 によ って乾 癬が 良

事だと 思い ます。漢方薬 によ って
体調が 良く なって いる のを 乾癬が
良くな って いると 思わ れる という
場合もあると思います。ですの
で、漢方薬 だけ に頼ら れる ので は
なく、色々と ご説 明のあ った 治療
法など と併 用しな がら すす めるの
が良いのではないかと思います。」
Ａ、樽谷先 生「漢方 薬と いうと 副
作用がないと思っている方がい

くなっ たの ではな く、その患 者さ
んの体 調が 良くな って いる という

Ａ、加藤先 生「薬の 効き 目が、大
雑把に 言う と半日 位だ から だと考
えてい ただ ければ 結構 です 。それ
を一日 二回 という こと は一 日中効
いてい る。それを ずっ と続け てい
くとだ んだ ん皮膚 の様 子が 落着い
てきて 、一日に 二回 おさえ てい な
く て も 、 自 分 の 体 の 中 で 良 く なっ
ていく とい う事に なる だろ うと思
います。」
Ｑ 、「 主 人 が 乾 癬 を 患 っ て い る の
ですが 、数年前 から どん どん ひ
どくな って きまし たの で皮 膚科を
変えた 所、尋常性 乾癬 と診断 され
ました 。今まで ステ ロイド 系の 外
用剤も 使っ ていま した が、現在は
ドボネックスを使っております。
朝夕二 回塗 ってい るの です が、少
し良く なっ たかな と思 って もまた
赤味が 出た りとい うの を繰 り返し
ていま す。治療と して は外用 剤だ
けで、その他 は一 切して おり ませ
ん。このま ま治 療はど うし てい け
ば良 いの でし ょう か？ 」
Ａ 、「 定 期 的 に 通 院 し て お 薬 も
塗って いる という 事で すね 。一つ
は、先ほど 加藤 先生が 最後 の方 に
おっし ゃっ た悪化 要因 とい うもの
が何か ある のかも しれ ませ ん。部

ど、どういう理由なのでしょう
か？」

らっしゃるようで、過去に漢方薬
を飲ま れて 血圧が あが った りされ
る方もいらっしゃいましたので、
漢方薬 には 必ずし も副 作用 がない
というわけではありませんので、
その辺 りは ご注意 いた だき たいと
思います。」
Ｑ 、「 私 は 三 十 年 来 乾 癬 を 患 っ て
います が、二週間 ほど 前に川 原先
生の診察を受けて初めてオキサ
ロールを処方していただきまし
た。今まで はス テロイ ドの 外用 剤
ばかり でし た。今日の 講演 の中で
薬の塗 布は 一日に 一～ 二回 という
事でし たが 、一回よ り二 回が良 い
というのは理解出来るのですが、
それはどういう理由からなので
しょう か？ 薬が服 とこ すれ て取れ
るから とか 、薬が酸 化す るから な
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かりま せん が、漢方薬 とい うのは
種類の選び方も難しいそうです。
私の勤 めて いる京 都府 立医 大には
東洋医 学講 座とい うも のが あり漢

樽谷、川原の各先生・講師方

第十六回学習会

質疑応答

Ｑ 、「 乾 癬 と 診 断 さ れ Ｕ Ｖ Ｂ 療 法
を週一 で計 十回と 、外用薬（オキ
サロー ル）併用を して 、二ヶ月 半
で完治 と思 える状 態が 二ヶ 月以上
続いています。
『寛解期間』を永く
…との お話 でした が、どのく らい
の期間 をも って言 える ので しょう
か？私 は四 シーズ ンを 越え るまで
と考え てい ます。また、治療が 完
了後、不安が続くので『漢方薬』を
インタ ーネ ットで 依頼 して います
が、
『漢方薬』について聞かせてく

質疑応答
左から、森本、本家、乾、東山、高田、加藤、

位的に はお 尻とい う事 なの で、乾
癬は掻 いた りこす れた りす る箇所
によく でき るので 、お尻は なか な
か治り にく い部位 です ので 、日常
生活で そう いう部 位が 刺激 されて
いるという事もあるかと思いま
す。うまく 治療 が進ん でい ない 時
には、治療法 の見 直しや どう して
よくな らな いのか とい う事 を再度
考えて みる 必要も ある と思 います
ので、その辺 りを 再度主 治医 と相
談して みる と良い と思 いま す。詳
しい症 状が わから なく て的 確なお
答えに はな ってい ない かも しれま
せん。申し訳ありません。」
Ｑ 、「 晩 酌 （ 焼 酎 お 湯 割 り 一 杯 程
度）をして おり ますが 、乾癬の 悪
化につ なが るので しょ うか ？（休
肝日は作っています。）
」
Ａ、加藤先 生「僕は お湯 割りを 三
杯飲ん でい ます（笑）一杯は 全然
問題な いと 思いま す。少し飲 むと
一日の疲れが取れますよね。た
だ、気をつけないといけないの
が、飲んだ後で血が騒いで痒く
なって きて かさぶ たを めく り始め
り止ま らな くなる 。僕も今 すね の
かさぶたをめくるのが夜の楽しみ
になっ てい るので すが（笑）なる
べくな ら、そうい う事 が我慢 でき
るのな らば 、ぜひ楽 しく お酒を 飲

まれる とい いと思 いま す。休肝日
は僕は 自信 がなく ても う五 年以上
取って いま せんが 、大丈夫 では な
いでしょうか。
」
Ｑ 、「 乾 癬 は 目 視 だ け で わ か る の
でしょうか？（医師の判断）また、
それだ けで 投薬を 判断 でき るので
しょう か？」
Ａ、川原先 生「見た だけ で百％ ま
ではわ から ないと 思い ます 。典型
的な場 合が ありま して 、例えば 頭
や肘や 臀部 などに 典型 的な 出方が
してい れば 、私は乾 癬で すよと お
話致し ます 。しかし あち こちに 皮
疹が見 られ るとそ れが 鍵に なる場
合もあ りま すし、乾癬に 見え て違
う病気 の場 合もあ りま すの で、そ
ういう 場合 は細胞 組織 を採 取して
顕微鏡 で見 て診断 致し ます 。これ
はケー スバ イケー スで して 、一目
で診断 する 場合も あり ます し、そ
うでない場合もあります。」
Ａ、樽谷先 生「七～ 八割 の患者 さ
んが典 型的 な皮疹 が出 てい るとい
う事で診断する事が多いのです
が、それが 百％ かとい うと 必ず し
もそう では ありま せん 。やはり 細
胞の検 査な どをし て診 断が つくと
いう事もあります。」
Ｑ、
「今の質問をした者ですが、私
は約七 年前 に足に ブツ ブツ が出来

て病院 へ行 くと症 状を 見て 乾癬だ
と診断 され ました 。症状が あま り
ひどく ない ので、そんな に熱 心に
は通院 して おりま せん でし た。引
越しす る先 々の病 院で 、以前は 何
と診断 され ました か？ と言 われ乾
癬とい われ ました とい うと 、そう
ですね、乾癬ですねという感じ
で、目視を して 乾癬だ と診 断さ れ
てばか りな ので現 在も 自分 が乾癬
なのか どう かも正 直疑 わし いので
はない かと 思って いま す。治療は
ステロ イド 外用剤 ばか りで 良くな
ると塗 るの を止め 、また再 発す る
という 繰り 返しで す。皮膚科 の先
生方は 本当 に乾癬 を治 そう と思っ
てくれ てい るのだ ろう かと 疑問に
思って いま して、今日こ の会 に参
加させ てい ただい て、ああ、熱心
に治そ うと して下 さる 先生 方がい

らっしゃるのだと実は少し安心し
ました 。どうい う病 院に行 けば い
いのかがさっぱり分からなくて、
たまた まこ ういう 機会 に参 加させ
ていた だき ました 。今日は 有難 う
ござい まし た。これか らい いお医
者さん を探 してい きた いと 思いま
す。
」
Ａ、東山先 生「診断 につ いてで す
が、薬を塗 りか けて少 し良 くな り
かける と他 の病気 と見 間違 いやす

くなっ たり ですと かも あり ますの
で、そうい う事 で診断 がは っき り

と出な い場 合もあ るの かな とも思
います し、百％と も言 えない ので

色々な 経過 を見て とい う場 合が多
いと思います。」
Ｑ、
「七十一歳男性ですが、今春発
症して今は少し改善しています。
元の状 態に は戻る ので しょ うか？
また、寒気の 対処 法を教 えて 下さ
い。
」
Ａ、加藤先 生「皮膚 の発 疹の面 積
が広い と体 温の調 節が きち んと出
来てい なか ったり して 、真夏で も
一人だ け電 気スト ーブ を入 れてお
られる とい う方も いら っし ゃいま
すので そう いう場 合も ある と思い
ます。皮膚が良くなると、元通り
に戻っ てい かれま す。そうい う時
は体温 がど んどん 発散 して いるの
だと思 いま すので 、本当に 寒い と
思いま す。もし皮 膚が 良くな った
のにまだ寒気が残るという場合
は、ホルモ ンや 甲状腺 など の別 の
病気が考えられる事もあるので、
簡単な 血液 検査で わか るの で検査
を受け ると 良いと 思い ます 。皮膚
に何か原因があって寒いのなら
ば、その皮 膚を 治す事 が寒 気を な
くす近道かなと思います。」
Ｑ 、「 指 が お か し く な っ て 皮 膚 科
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に行く と、掌蹠膿 疱症 と診断 され
それか ら乾 癬が出 てき まし た。乾
癬はス テロ イドを 塗る とす ぐに良
くなり ます よね。でもス テロ イド
ばかり 塗り 続けて いる とあ まり良
くない かと 思い、掌蹠膿 疱症 の箇
所にも 乾癬 の箇所 にも 同じ ように
ステロ イド とオキ サロ ール を塗り
分けて いま す。これら の病 気は別
と考えた方が良いのでしょう
か？」
Ａ、加藤先生「色々だと思います。
お薬の 染み 込み度 合い で言 います
と、先ほど薬剤師の方がおっ
しゃっ たよ うに手 のひ らと いうの
は七分 の一 や八分 の一 です ので同
じお薬 を塗 ってい ると ずい ぶん効
き目も 弱い だろう と思 いま す。乾
癬とい うの はこす れる 場所 に出来
やすい ので 、日常生 活で 一番こ す
れるの はや はり足 の裏・手のひ ら
ですね 。そうい う意 味でも 治る の
には少し時間がかかると思いま
す。掌蹠膿疱症というのは足の
裏・手のひ らし か出な いの で、大
きな区 分で いうと 乾癬 と同 じ流れ
と考え てい いと思 いま す。乾癬で
も足の裏・手のひらしか出来ない
方もい らっ しゃい ます し、アメリ
カなど 海外 では同 じ流 れの ものと
考えられています。」

Ｑ 、「 先 ほ ど 締 め 付 け る の が 良 く
ないとおっしゃっていましたが、
着るも のに も気を つけ た方 が良い
という 事で すか？ たと えば Ｇパン
をはい てす れたり だと か… 。昔か
らＧパ ンを はいて いる もの で、そ
れはやめた方が良いのでしょう
か？」
Ａ、樽谷先 生「そう です ね。ダメ
という わけ ではあ りま せん が、や
はりＧ パン よりも 綿百 ％の ものだ
とか、柔らか い素 材のも のの 方が
良いと思います。」
Ａ、加藤先 生「痩せ ると 乾癬が 良
くなる 場合 がある とい うの は、体
重が増えると服が密着しますね。
それが また 乾癬に 良く ない という
理由の 一つ でもあ るか もし れませ
んね。お腹が へこ むと途 端に お腹
周りの 乾癬 が良く なる 場合 があり
ました 。そうい う意 味でも 体重 の
増減と いう のが関 係す るの かもし
れませんね。
」
Ｑ、
「先ほどの資料の中に、お薬の
ランク分けの表がありましたが、
詳 し く 教 え て いた だ き た い で す 。
自分が 使っ ている お薬 が、どれく
らいの ラン クのも のな のか という
事を知 りた いので 、コピー など の
資料と いう ものは いた だけ るので
しょう か？」

Ａ、薬剤師 さん「残念 なが ら今は
手持ち がな いので すが 、本など に

鼻科に は週 に一回 通院 して 耳の中
にたま るか さぶた を取 って もらっ

鼻咽喉 科が あるの です が、皮膚科
は月に 一回 の通院 なの です が、耳

療で今 まで きまし た。最近で はお
薬も色々と新しいものが出てき
て、大人になってからはマシに
なって きて 今はほ とん ど皮 疹も頭
だけで 爪が 変形し たり する ような
状態で す。二，三 ヶ月 前に薬 指の
第一関 節が ふくら んで 朝起 きたと
きにこ わば ってい る日 が何 日か続
いて、こうい う場 で何度 か学 習さ
せてい ただ いてい ると 関節 症性乾
癬の症 状と 似てい ると 思っ て慌て
て専門のお医者さんに行きまし
た。すると そこ の先生 は、大腿骨

りして おら れまし た。オキサ ロー
ルは顔 に塗 っても 良い とい うお薬
なので 、鼻の入 り口 や耳の 中な ど
塗って いた だけれ ば良 いと 思いま
すし、耳の中 にた まるか さぶ たを
取って もら ってい ると いう 方も結
構いらっしゃいます。」
Ｑ 、「 私 は 子 供 の 頃 か ら 尋 常 性 乾
癬にか かっ ており まし て、今のよ
うにイ ンタ ーネッ トと いう ものも
なく情 報も 全くな かっ たの で、近
くの町 医者 でステ ロイ ドの みの治

ている とい う方も いら っし ゃいま
す。オキサ ロー ルを綿 棒で 塗っ た

よって もお 薬のラ ンク が違 うもの
があり ます 。それは 同じ お薬で も
クリー ムと 軟膏で はお 薬の 吸収率
が違う ので ランク が変 わっ てきた
りもし ます 。お声を かけ ていた だ
ければ いつ でもお 調べ でき ますの

で、又いつでもお聞き下さい。」
Ａ、東山先生「本日の講演内容は、
患者会 の機 関誌に スラ イド も含め
後日掲 載し ますし 、会員の 方に 配
布致し ます ので、そちら を資 料と
して参考になさって下さい。」
Ｑ、
「乾癬が目のまぶた、鼻の入り
口、耳の中 にで きます よね 。私は
耳の中 に出 来ると いう こと を知ら
なかっ たも のです から 、ある時 耳
から自 分の 声が聞 こえ てく ると言
います か、少しお かし な気が して
耳鼻科 に参 りまし た。初めの うち
は、先生にもなかなか理解しても
らえず に、その内 耳の 中に出 来る
乾癬の かさ ぶたが 原因 では ないか
という 事に なりま した 。そうい う
方は他 にも いらっ しゃ るの でしょ
うか？ また 、時々耳 の中 のかさ ぶ
たの掃 除に 耳鼻科 へ通 った 方がい
いの でし ょう か？ 」
Ａ、加藤先 生「はい 。良く経 験し
ます。私の勤 務す る病院 内に も耳
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などの 大き な骨に 症状 が出 る事が
多いの で、もう少 し症 状がひ どく
なった ら又 来て下 さい と言 われま
した。関節症性乾癬というのは、
一度な りか けてそ のま まひ どくな
らずに 一生 いくと いう 場合 もある
のでし ょう か？そ れと もな りかけ
るとそ のま ま症状 がひ どく なって
いくという事なのでしょうか？」
Ａ、加藤先 生「足の 指や 手の指 の
関節が 朝に なると 痛く て昼 からは
マシに なる とか、仕事を して いて
午前中 はい つも痛 いで すと いうお
話を良 く聞 きます 。ですの で、大
きな関 節だ けでは ない のか なとは
思いま す。症状が 出だ したら 悪く
なるだ けと いう事 も決 して ないと
思いま すし 、患者さ んで 初めは 関
節が痛 かっ たけれ ども 、私は関 節
のお薬 は処 方して いま せん が紫外
線を当 てた りとか して 皮膚 の状態
が良く なる のと時 期を 同じ くして
関節の 痛み も良く なっ たと いう事
も良くあります。」
Ｑ 、「 皮 膚 は も う 大 分 良 い 期 間 が
続いて いて 関節の 症状 が出 てきた
ので、自分と して はあま り皮 膚と
関節の 症状 が関係 ある とは 実感が
ないの です が。これか らず っと関
節の症 状が ひどく なっ てい くので
はない のか という 不安 があ りまし

Ａ、川原先 生「補足 です が、おで
こというのは頭になりますので、

開催し約25名の患者さんが参加してくださり、正式に会が発足することがでました。総会の前にはHP等で
『設立総会の案内』
を載せていただきありがとうございました。
今回初めて参加された方の中には各会のHP

を見て来てくださった方も数名いらっしゃり、
改めて全国のネットワークの素晴らしさに感銘をうけまし
た。 当日はP-PATから3名の役員の方が来てくださり、準備から交流会までお手伝いしていただき、群馬

の患者さんとも積極的に交流してくださり感謝しています。また、北海道・大分・愛知の患者会からは祝
電も届き、お祝いのお言葉・激励の言葉をいただきました事を心よりお礼申し上げます。今後は、会員同

士「心地よい交流」が出来るよう努力していきたいと思っていますので、よろしくご指導・ご支援を頂き
たくお願い申し上げます。
」
群馬乾癬友の会～からっ風の会～
角田洋子

眉から 上は 頭、眉から 下は 顔とい
う扱いで結構だと思います。」

(全国患者会メーリングリストのご挨拶より)

過を見 てい ただけ れば いい と思い
ます。
」
Ｑ、
「夏、暑いので帽子をかぶり始
めまし たら 、おでこ のあ たりが 非
常に痒 くな り乾癬 が出 てき たかな
と思い皮膚科で相談するとドボ
ネック スを 塗るよ うに 言わ れまし
た。色々と 話を 聞いて いる と、ド
ボネッ クス を顔や おで こに 塗るの
はまず いの ではな いか と思 われて
きたの です が、どうな ので しょう
か？」
Ａ、加藤先 生「ビタ ミン Ｄのお 薬
では塗 るこ とで余 計に 痒く なった
りなど 、刺激の 症状 が出る 事が あ
ります。そういう症状がオキサ
ロール より もドボ ネッ クス のほう
が出や すい ので、吸収率 の良 い顔
にはド ボネ ックス は使 わな いとい
う風に言われています。オキサ
ロールは顔に塗ってもかまいませ
ん。似たよ うな ものな ので しょ う
が、お薬の 構造 上、ドボネ ック ス
は顔に は塗 らない 、オキサ ロー ル
は顔に もＯ Ｋとい う風 にな ってい
ます。ただ、実際に 塗っ てそう い
う刺激 の症 状など が現 れな いのな
ら構わ ない かなと も思 いま す。オ
キサロ ール に変え ても 問題 がない
のなら 、オキサ ロー ルを塗 るの が
一番だとは思います。」
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角田です。4月28日に設立総会＆懇親会を

こんばんは。群馬乾癬友の会

「全国の患者会・相談医の皆様

て、なりか けた けど発 症ま では い
かない とい う場合 もあ るの でしょ
うか？ それ とも症 状の 軽い 段階で
お薬を 投与 したり とい う事 でそれ
以上ひ どく ならな いと いう 場合が
あるのか知りたいです。」
Ａ 、「 第 一 関 節 に 症 状 が 出 る と い
うのが 関節 症性乾 癬の 典型 的な症
状でし て、女性で 第一 関節の 症状
という と日 常の使 い痛 みで 破壊さ
れていくという事もありますの
で、判別は 少し 難しい かと 思い ま
す。部の関 節症 性乾癬 に対 して 痛
みがひ どく なって いく のか といわ
れると 厳し いとこ ろで 、鎮痛剤 の
軟膏を 塗る などし て様 子を 見てい
ます。使い痛 みと いう場 合は 、何
年かす ると ある程 度指 先が 固まっ
てきて 少し 変形は 残る ので すが痛
みはな くな ってき ます ので 、患者
さん側 とし ては治 療上 の問 題はな
くなっていくことが多いです。」
Ａ、東山先生「関節の病気という
場合も あり ますの で気 をつ けた方
がいい とい う事と 、関節症 性乾 癬
でも色 々な 経過を たど るも のがあ
ります ので 、大きな 関節 から症 状
が出る とか は限ら ない ので 、痛み
や症状 が現 れた場 合は 、整形外 科
や、皮膚科 から 整形外 科を 受診 し
ていた だく 事も出 来ま すの で、経

◆◇群馬に患者会「からっ風の会」正式に発足。

梯の会 北大阪交流会 開催報告

三月二十四日 土
( 、
)今年二回目
の会 合を おこ ない まし た。
普段は吹田市北千里の公民館を
借りて 開催 してい ます が、今回は
気分を 変え てビー ル工 場見 学を実
施。当日はあいにくの雨でした
が、七名の参加がありました。
さて、工場見学は残念ながら土
曜日の ため 操業し てい ませ んでし
た。工場を 回り ながら 、コンパ ニ
オンの 説明 を聞く だけ では 、いま
ひとつ ピン ときま せん 。特に、缶
ビール の充 填工程 は迫 力が あるだ

・テーマ「皮膚科を拡げよう」

・会

期

2007 年 5 月 19 日（土）・20 日（日）

・会

場

広島国際会議場 広島市中区中島町 1 番 5 号（平和記念公園内

＝全国の患者会も展示で参加予定です。本会が中心に活動予定です。

◎第 22 回日本乾癬学会学術大会

2007 年 9 月 7 日（金）・8 日（土）

・会

場

ホテル志摩スペイン村

＝全国の患者会が参加します。学習会を開催予定です。
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けに、是非と も見 ていた だき たい

期

と思い ます 。もっと も、操業中 で
も、常時稼 動し ている とは 限り ま
せんが。ひととおり見学し終え
て、待ちに 待っ た試飲 会で す。そ
れぞれ生ビールを注いでもらっ
て、乾杯。ただし 、飲めな い人 は
ソフ トド リン クで 。
また、この日の催しは自分で生
ビール を注 ぐとい うも ので 、注ぎ
方のレ クチ ャーを 受け たあ と、早
速、挑戦し まし た。自分で いう の
もなん です が、我なが ら上 手く注

・会

げたと 思い ます。
もっとも、今のディスペン
サー（器具のこと）は泡付け機
能がついているので、よっぽ
ど不器用でないかぎり、いい
泡のビールが注げるように
なっています。（業界関係者
談）
おいしいビールと楽しいお
しゃべりで、あっという間に
時間が過ぎ、お土産にグラス
をもらって、工場を後にしま
した。そのあと、最寄りのお店
で盛り上がったのは、言うま
でも ない こと です 。

★学会などの案内(患者会も参加します)
◎第 23 回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会

桔梗
大阪府

☆ビール工場見学で
楽しいひととき☆

第１７回乾癬学習懇談会のご案内
■期日：2007 年 6 月 16 日(土)
■時間：12 時 30 分～
■学習講演会

１・兵庫医科大学皮膚科教授 山西清文先生
「患者さんの Q O L 改善が期待できる乾癬治療」
２・兵庫医科大学皮膚科講師 樽谷勝仁先生
「乾癬の新しい治療について」
■患者体験談・質疑応答
■参加費：1000 円(会員無料）
■場所：住友病院講堂
〒 530-0005

大阪市北区中之島 5 丁目 3 番 20 号

Tel: 06-6443-1261（大代表）
■申込み：事前の申込みは不要です。当日御参加下さい。
■アクセス(電車）
◇ JR 東西線 新福島駅下車(2 号出口） 南へ徒歩約 13 分
◇阪神電車 福島駅下車 （西改札口） 南へ徒歩約 13 分
◇ JR 環状線
福島駅下車
南へ徒歩約 15 分
◇地下鉄四つ橋線 肥後橋駅下車（3 番出口） 西へ徒歩約 13 分
◇地下鉄中央線 阿波座駅下車（1 番出口） 北へ徒歩約 12 分
◇地下鉄千日前線 阿波座駅下車（9 番出口） 北へ徒歩約 12 分
その他バス・車も利用可

皆さんの御参加をお待ちしています。 ぜひおいでください。
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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。
郵便振替 口座番号： ０９２０・２・１５５７４５「大阪乾癬患者友の会」
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事務局：550-0012

大阪市西区立売堀 6 丁目 3 番 8 号 会長
：岡田
副会長 ：中山
日本生命済生会附属日生病院皮膚科内
TEL

06-6543-3581

E-mail

FAX

事務局長：東山
会計
：池内
会計監査：加納
会計補佐：吉岡
会報編集：小林

06-6532-6482

info-psoria@derma.med.osaka-u.ac.jp

発行責任者

岡田( 会長） 小林( 編集責任）
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