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◎第 1 7 回学習懇談会

第十 七 回 学 習 会

過 去 最高 百 二 十 名 を 超 え る 参加

中山

Ａ２１ の治 験につ いて 紹介 して頂
きました。治験開始早々から素晴
らしい 効果 が発揮 され てい るとの
ことで 、大きく 期待 がふく らみ ま

て頂きま した。
また 、今春高 知大 学に就 任さ れ
ました 佐野 教授か らは 、いよい よ
姿を現 しま したＳ ＴＡ Ｔ３ のＳＴ

副 会長

日々の暮らしに直結する内容
住友病院で

快晴の六月十六日に住友病院に
て第十 七回 学習懇 談会 及び 梯の会
総会が 開催 されま した 。定例総 会
に引き 続き 、兵庫医 科大 学の山 西
清文教 授に「患者 さん のＱＯ Ｌ改
善が期 待で きる乾 癬治 療」の題で
日常生 活に 係わる 治療 につ いて幅
広く講 演頂 きまし た。今春阪 大か
ら兵庫 医科 大学に 移ら れた 樽谷勝
仁先生 には「乾癬 の新 しい治 療に
ついて 」のテー マで 、生物学 的製
剤を始 め近 年素晴 らし く進 化して
きてい る乾 癬治療 につ いて 、欧米
の情報を含めご紹介頂きました。
どちら も日 々の暮 らし に直 結する
内容で 、生活の 参考 にさせ て頂 け
る内 容で あっ た と思 いま す。
患者体験談はＰーＰＡＴの方に
東京か ら来 て頂き まし た。来阪途
中新幹 線か ら撮影 した 雲一 つない
富士山 の写 真など も紹 介さ れ、詳
細な治 療経 験と経 過に つい て話し

す。
今回総勢百二十一名と過去最高
の参加 者と なりま した 。相談医 の
先生方 を始 め各医 療機 関で 積極的
に案内 を頂 いたこ とや 皆さ んの関
心の高 さが 要因で した 。今回初 め
ての試 みと して、懇親会 でケ ーキ
セット を用 意致し まし た。参加者
の半数 の六 十名が 懇親 会に 出席さ
れまし たが 、好評で した ので住 友
病院で の開 催時に はま た考 慮させ
て頂き ます 。先生方 への 相談も 数
多く所 定時 間をか なり オー バーす
る活況で した。
プロ 野球 や大リ ーグ のみ ならず
高校野 球で も対戦 相手 をＶ ＴＲ等

で戦力 分析 すると 聞き ます 。相手
を知ら ない と勝つ こと は出 来ませ
んし無 駄も 多くな りま す。梯の会
では学 習懇 談会や ホー ムペ ージ等
で出来 る限 りの情 報提 供を させて
頂きま すの で、是非効 果的 な治療
に結びつけて頂きたいと思いま
す。
学習 会で 講演頂 いた 先生 方と共
に、会場の 設営 から懇 親会 の手 配

までお骨折りを頂きました庄田先
生始め 住友 病院の 皆様 、最後ま で
質問に 応じ て頂き まし た相 談医の
先生 方に 深く 感 謝致 しま す。
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・横浜皮膚科学会参加記
奈良 吉田
(P6)
・広島臨床皮膚科学会参加記
大阪 小林
(P7)
・第１回地区懇談会報告
大阪 桔梗
(P8)
・三重海水浴参加記
大阪 小林
(P9）
・第 17 回学習懇談会行われる
副会長 中山
(P1）
・第 17 回学習懇談会写真集(P2）
・医療講演
「乾癬の新しい治療について」
兵庫医科大学皮膚科講師
樽谷勝仁先生
(P3）
・質疑応答
(P6）

特集

第 3 3 号－
－平成 1 9 年 8 月
大阪乾癬患者友の会(梯の会）会報

発行

大阪乾癬患者友の会( 梯の会）

かけはし

編集

友の会編集委員

学習会の様子

第１７回学習懇談会(住友病院）の様子

住友病院

受付風景

会長挨拶

患者体験談

質疑応答

質疑応答

医療相談コーナー

懇親会の様子

2

第十七回学習会講演より

勝仁

「乾癬の新しい治療について」
樽谷
かって リン パ球と いう 炎症 を起こ
す細胞 が寄 ってく ると いう 特徴を
持って いま す。この現 象が 起きる
原因で すが 、真皮（皮膚 の下 の部
分）にリン パ球 が寄っ てき てそ れ
が原因 で皮 膚が厚 くな り乾 癬とい
う病気 が起 こると いう 考え 方があ

ります 。皮膚に 寄っ てきた リン パ
球は TNF-a
レセプターというレセ
プタ ー 受
( 容 体 ）をそ の 表 面 に 発
現して いま す。そのレ セプ ターが
と結 合す る と細 胞 の中 にシ
TNF-a
グナル が伝 わり、表皮の 細胞 を活
発にす る因 子を出 しま す。生物学

的製剤で乾癬に使われる抗 TNF-a
抗体は この シグナ ルが 伝わ るのを
ブロッ クす ると同 時に リン パ球を
直接やっつけたりもします。抗
抗体 には 現 在二 種 類が アメ
TNF-a
リカで 発売 されて おり 、日本で も
臨床治 験中 です。このう ちア ダリ
ムマブ は天 然型の 抗体 で二 週間毎
に皮膚に注射して使用します。
話は 変わ ります がこ れら 新しい

治療 法 を 評 価す る と き に P A Sス
I
コアと いう 指標を 用い ます のでこ
のスコ アに ついて 簡単 に説 明させ
てもら いま す。このス コア は紅斑
（いわゆる赤み）、浸潤（盛り上が
りの強さ）落屑（かさぶた、ふけ）
につき 頭、体幹、上肢、下肢の 四
点で評 価し 、〇～四 点の 点数を 付
け、それぞ れの 点数を 足し て、そ
れに面積の点数を掛けて、頭〇、
一，体 幹〇 、三、上肢〇 、二、下
肢〇、四を掛 け、それぞ れを たす
という 方法 です。数字が 大き いほ
ど重症 とな ります 。最近で は患 者

さん 自 身 にこ の P A Sス
I コアを評
価し て も ら うセ ル フ P A Sと
I いう
もの も登 場し てい ます 。
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兵庫医科大学皮膚科講師

兵庫 医大 の樽谷 です 。今回は 乾
癬の新 しい 治療法 につ いて お話し
したい と思 います 。今回お 話し す
るのは 生物 学的製 剤、ネオー ラル
の少量 投与 による 治療 、新しく 発
売され るビ タミン Ｄ３ ロー ション
について です。
まず生物学的製 剤についてお話
ししま す。乾癬は 表皮 が分厚 くな
るのと 同時 に皮膚 のす ぐ下 の層の
血管が 多く なり、皮膚の 表面 に向

樽谷先生

再びアダリムマブに戻ります
が、アメリ カで のアダ リム マブ の
成績で すが 、千二百 人の 患者さ ん
に注射 を行 いまし て中 等度 ー重症
のほぼ 四分 の三の 乾癬 患者 で十六
週投与後に皮膚症状 (PASI
スコア
によ っ て 判定 が
) 七 十 五 ％ 改 善し
ました 。さらに 五十 二週ま でそ の
効果が 消失 した人 の割 合は 五％し
かなく 、副作用 とし ては風 邪、鼻
咽頭炎、頭痛というものでした。
もう 一つ アメリ カで 使用 されて
いる抗 TNF-a
抗体としてレミケー
ドがあ りま す。これは マウ ス・ヒ
トキメラ型抗 TNF-a
抗体で、点滴
で使用 し〇 、二、六週時 、その後
八週毎 に投 与しま す。三十三 人の

重症患 者を 対象と した 試験 で七十
五％ 以 上 の P A Sス
I コ ア の 改善 を
示した 患者 は、レミケ ード 投与群
では七 十七 ％でし た。またア メリ
カでの高用量と中用量（ 5mg/kg,
）とプラセボ（薬を投与し
3mg/kg
ない）の三グ ルー プに分 けて 十週
間後の デー タ、〇、二、六週後 に
投与し てそ の後に 高用 量と 中用量
（ 3mg/kg, 5mg/kg
）を八週毎か患
者が必 要な ときに 投与 した という
八百三 十五 人の分 析で は十 週後に
高用量 の四 分の三 ，中 用量 の七割
の患者の皮膚症状 (PASI
スコ アに
よる が
) 七十五％改善しました。
また長 期的 には五 十週 後で は八週
毎に薬 を使 って七 十五 ％以 上改善

してい る人 の割合 が高 用量 五十四
，五％ 、中用量 四十 三、八％と い

う結果 でし た。八週毎 でな く必要
時に投 与な ら少し これ より も効果
が落ち てい ます。副作用 です が結
核、肺炎な どの 感染症 にか かり や
すくなること、マウスの部分を
持って いる ために 点滴 をし ている
うちに アレ ルギー 反応 が出 るとき
がある 、アダリ ムマ ブと同 様 副
鼻腔炎 、頭痛が 出現 するこ とも あ
ると いう 結果 でし た。
まと めま すとア ダリ ムマ ブは天
然型で 使い 方は二 週間 毎に 皮下注
射して 治療 を行う 、レミケ ード は
キメラ型で使い方は最初は〇、
二、六週、その後 八週 毎に点 滴し
て治療 を行 い、アダリ ムマ ブより
投与間隔が長いです。両方ともア
メリカ では 三～五 ヶ月 で治 療を受
けた患 者の 七十五 ％が 皮膚 症状が
七十五 ％改 善しま した 。副作用 と
して頭 痛、副鼻腔 炎、免疫を おさ
えるた め感 染症、特に結 核に かか
りやすくなることもある、レミ
ケード はア レルギ ー反 応が 出ると
きがあり ます。
つぎにネオーラルについてで
す。私たち は現 在比較 的軽 い乾 癬
の患者 さん に対し て少 しの 量を使
うとい う治 療法を 試験 的に 行って

います 。この薬 の作 用機序 は血 液
中にい るリ ンパ球 を活 性化 させな

いとい うこ とで、リンパ 球を 皮膚
に寄せ なく します 。実際中 等症 以
下の患 者さ んに対 して ネオ ーラル
を夜一回 食前に 投与し、
2.5mg/kg
十二週 を目 標に八 十％ 以上 改善か
つ満足 度向 上した 時点 で薬 の量を
徐々に 減ら す方法 又は 薬を 止める
方法を 行い 二つの 方法 にお いて乾
癬の治 りが どうか とい うこ ととア
ンケー ト調 査で満 足度 も調 査しま
した。この結 果で すが、現在ま で
のとこ ろを まとめ ます とま ず皮膚

の状態ですが、始めは同じ量を使
うため 、二つの 間に 差はあ りま せ
ん。治るに つれ て痒み も減 って い
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きます 。良くな って 薬を止 める と
痒みが多少ぶりかえします。ネ
オーラ ルの 副作用 とし まし ては高
血圧、腎障害などがありますが、
少量の 投与 ではほ とん ど問 題にな
ることはありませんでした。治
療、日常生 活の 満足度 も向 上し ま
した。この治 療で 注意す るこ とは
光線療 法は 原則と して 禁忌 で、チ
ガソン の併 用も副 作用 が強 く現れ
る可能 性が あるた め禁 忌、またグ
レープ フル ーツジ ュー スと 一緒に
服用 しな いこ とで す。
これ ら新 しい治 療法 の薬 価です
がレミ ケー ドは三 割負 担で 一回の
治療（二ヶ 月に 一回）七万円 、ア
ダリムマブはまだ薬価は未定で、
にチガソンは一日 25mg三割負担
で月 六千 六百 円で す。
次に ステ ロイド とビ タミ ンＤ３
を混ぜ て処 方する コン ビネ ーショ
ンセラ ピー という 治療 法に ついて
お話しします。現在欧米で

ネオーラルは一日 300mg 三割負
担で月 三万 三千円 しま す。ちなみ

定とい うこ とがあ り、混ぜる もの
によっ ては 薬の効 果が 薄れ ること

ン Ｄ３ 誘 導 体 と ス テ ロ イ ド の そ れ
ぞれの 製剤 を一日 二回 塗布 するよ
りも効果が高いとされています。
この合 剤は 良いの です が一 般的に

という 合剤が 発売 されて
Dovobet
います 。一日一 回塗 布で、ビタミ

もあり 、自分勝 手に 混ぜて 置い て
おくこ とに ついて は注 意が 必要で
す。
最後 にビ タミン Ｄ３ ロー ション
の話で す。ローシ ョン は主に 毛の
生えて いる ところ に使 いま す。も
ともと ボン アルフ ァロ ーシ ョンの
みしか あり ません でし たが 、最近
になり ボン アルフ ァハ イ、近日中
にオキ サロ ールロ ーシ ョン が発売
予定です 。
外用 剤の 使用量 です が、フィン
ガーテ ィッ プユニ ット とい う計り
方があ りま して、人差し 指の 指腹
部の末 節部 に乗せ た量 が軟 膏、ク

ビタ ミ ン Ｄ３ は pが
H 酸 性 に傾 く
ことに より 活性を 失う 反対 にステ
ロイド 外用 薬はむ しろ 酸性 側で安

リーム の一 フィン ガー ティ ップユ
ニット（ FTU
）で、これは〇、五ｇ
です。ローシ ョン では一 円玉 大が
〇、五ｇで す。一円玉 大（十五 滴
程度）で手の ひら 二つ分 の範 囲が
塗れる とさ れてい ます 。ローシ ョ
ンでは 洗髪 後でき れば 十分 以内に
塗ると より 効果的 です 。これら ビ
タミン Ｄ３ 外用剤 の注 意点 としま
しては ビタ ミンＤ ３製 剤は 光に弱
く、皮膚に 塗っ た後日 光に 当た る
とすぐに効果がなくなってしま
う、全身に 大量 に使用 して いる な
ど一日 の使 用量が 多い 場合（目安
として週に九十ｇ以上の使用時）
血液中 のカ ルシウ ム濃 度が 上昇し

体がだ るく なるな どカ ルシ ウム過
多の症 状が 現れる こと があ るとい
う点です 。
以上 で私 の話は 終わ りで すが兵
庫医科 大学 で七月 より 乾癬 外来が
始まり ます 。私が担 当で 毎週月 曜
日十四 時か ら十六 時ま でで す。御
静聴どうも有り難うございまし
た。

＊第十七回学習会のうち、
山西清

文先生と佐野榮紀先生の講演は次

号に掲載予定です。
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質疑応答

Ｑ、
「六十歳の女性で、乾癬になっ
て十年 近く になり ます が、現在は
良い状態です。今、腕に二箇所、乾
癬のよ うな ものが でき てき ている
のですが、これは乾癬でしょう
か？ 白癬 でし ょう か？ 」
Ａ、山西清文先生
「これは一度診察にお越しいただ
いて、検査等 をし ないと 乾癬 かど

うかという事は判断できません。
見た目 でこ れは乾 癬の 初期 だと考
えられ る場 合でも 白癬 と似 ている
場合も あり ますの で、やはり 診察
にきていただければと思います。」
Ｑ 、「 私 は 乾 癬 は ほ と ん ど 治 っ た
状態で すが 、今まで に同 時進行 し
ていた 掌跡 膿疱症 がひ どく なって
います 。今はビ タミ ンＤ３ と光 線
治療を して います が、本日シ クロ
スポリ ンに よる治 療を 聞き 、副作
用が心 配に なって きま した 。甲状

質です が、実際人 に対 して使 用し
た事がありません。実は軟膏を

ません が、乾癬に 限っ た事で はな
く全般 的に 偏った 食生 活と いうの
は良く ない だろう と思 いま す。た
だコーラを飲んで乾癬がひどく
なった 、すごく 悪く なった とい う
のを私は聞いた事がありません。
ただ何 事も 摂りす ぎは いけ ないと
いう事 で、常識の 範囲 内で摂 りす
ぎない よう にとい う事 で認 識して
いただければと思います。」
Ｑ 、「 乾 癬 に な っ て 四 十 五 年 が 過
ぎようとしています。これから
先、自分以 外の 人に自 分の 体を お
任せし なけ ればな らな い時 がきま
す。漂白剤 やマ ジック リン のよ う
に、一度にきれいになれるとは
思って いま せんが 、他の人 が私 の
体を見 て目 を背け る事 のな い程度
には治 して おきた いと 思っ ていま
す。宜しく御願いします。」
Ａ、小林照明先生
「私は開業させて頂いております
が、先程大 学な どで活 躍さ れて い
る先生 方が おっし ゃら れて いたよ
うに、たくさ ん夢 のある 薬が 将来
は出て くる という お話 をさ れてい
ました が、今現在 とし ては、まだ

Ａ、佐野榮紀先生
「糖分の摂りすぎが乾癬に良くな

いのか どう かとい う事 は、コーラ
に関し ては データ とし て私 は存じ

作った時に私も含め五人のドク
ターで 塗っ てみて すご くか ぶれる
などが ない かどう かチ ェッ クをし
たりし てそ れはあ りま せん でした
が、あくま でも 五人で 試し ただ け
です。今回お みせ したよ うに 、特
に重症 の副 作用と いう もの は無い
と思い ます 。ただも し将 来的に 血
中に入 って どうか など 、そうい っ
た時に 出て くる副 作用 につ いては
今現在では分かりません。」
Ｑ 、「 夏 の 保 湿 剤 を い く つ か 教 え
てくだ さい 。尿素配 合の ものは 体
に合わず、ウレパールやケラチナ
ミンを使用しています。」
Ａ、佐野榮紀先生
「夏の保湿剤ですが、私は使いや
すいと思っているのはザーネで
す。あとは ヒル ドイド もも ちろ ん
夏冬問 わず 保湿剤 とし ては 良いと
思いま す。基材と して はヒル ドイ
ドソフ トや ヒルド イド ロー ション
も使用 感が いいの で夏 はべ たべた
したも のは 嫌だと いう 方に はそう
いうロ ーシ ョンな どが いい かもし
れません。
」
Ｑ 、「 コ ー ラ な ど の 飲 み 過 ぎ や 糖
分の摂 りす ぎは乾 癬に 影響 はある
のでし ょう か？」

6

腺機能低下による血小板減少等、
私はい ろい ろと病 気が ある ので心

Ｑ、「 STA21
軟膏の副作用の期間は
どの くら いで しょ うか ？」
Ａ、佐野榮紀先生
「これについてはまだよく分かり
ません。 STA21
という のは 抗生物

配です。」
Ａ、樽谷勝仁先生
「具体的に病気の状態が分からな
いので すが 、免疫力 が低 下して い
る可能 性が ありま すの で、それに
関 して は 注 意 し な け れ ば い け ま せ
んが、場合に よっ ては甲 状腺 機能
低下症 にシ クロス ポリ ンが 効く場
合もあ りま す。ただ、病気の 状態
が詳し く分 かりま せん ので 、きち
んとお答えすることができませ
ん。申し訳ありません。」

質問に答えて頂いた先生方

そうい うお 薬がま だ一 般的 ではな
く、まだマ ジッ クリン のよ うに 消
す事は 難し いかと 思い ます 。ただ
それに 一番 近いの では ない かと今
私が考 えて いるも のが ネオ ーラル
です。ネオー ラル ははじ めの 内は
いいの です が、継続投 与で 副作用
など色 々と マイナ ス面 が出 てきま
す。それを いか に少な く使 うか と
いう事 で今 樽谷先 生が デー タ集め
をされている段階です。ですの
で、ネオー ラル を使わ れて もい い
ですが 、悪い状 態を 良くす る、良
い状態 を続 けると いう 面に 関して
は継続投与するのが難しい薬で
す。私が紫 外線 を中心 に治 療さ せ
て頂い てい るのは 、副作用 が少 な
いとい う事 で紫外 線治 療を 使って
多く治 療さ せて頂 いて いま す。そ
れでも 一度 にとい うの は無 理です
ので、徐々に 良く なって 、かなり
少ない 状態 が維持 出来 ると いう風
にさせ てい ただい てい ます 。新し
い治療 、強い治 療に やみく もに 飛
びつく ので はなく 、自分に 合っ た
治療を 医師 ときち んと 相談 されて
冷静に判断された方が慢性の病気
である 乾癬 の治療 には 良い のでは
ないかと思います。」
Ｑ 、「 ビ タ ミ ン Ａ 誘 導 体 で あ る チ
ガソン はお 薬が高 いの で、いわゆ

今のと ころ そうい うお 薬は ありま
せん。」

が小さ いの でメー カー さん が作る
予定がないのかもしれませんが、

ソンの ジェ ネリッ ク医 薬品 という
のは聞 いた 事があ りま せん 。市場

か？市 場が 小さい ので それ を理由
にメー カー さんが 作る 気が ないの
でしょう か？」
Ａ、吉良正浩先生
「はっきりした事は分かりません
が、私が知 って いる限 りで はチ ガ

るジェ ネリ ック医 薬品 で代 わりに
なるようなものはないでしょう

思いま す。ちなみ に、紫外線 に当
たると ビタ ミンＤ も作 られ ますの

ずに色 がつ いてく るよ うな マイル
ドな日 光浴 が良い ので はな いかと

いただ かな ければ いけ ませ ん。赤
くなっ てヒ リヒリ する よう な焼け
方は良 くな いので あっ て、知らな
い間に 焼け るとい うか 、赤くな ら

た。ケブネ ル現 象とい うの は、何
か炎症 が起 こると それ をき っかけ
にして乾癬ができてしまいます。
焼けた とこ ろ全身 が乾 癬に なられ
た患者さんがおられましたので、
焼きす ぎに はくれ ぐれ も注 意して

真っ赤 に日 焼けに なり まし てケブ
ネル現象という事が起こりまし

でどこ まで 効果が ある かは 分かり
ません が、多少と もそ ういう 効果
があ るか もし れま せん 。
Ｑ 、「 乾 癬 の 治 療 は 、 製 薬 会 社 の
作った 薬の みで民 間療 法は 導入せ
ず治療すべきだとお考えですか？
医療機 関で 治らな い場 合、民間療
法を 勧め るこ とは あ りま すか ？」
Ａ、東山真里先生
「まず民間療法といっても色々あ
りまし て、例えば 日光 浴とい うの
も民間 療法 とは言 えな いま でもそ
ういう範囲に入るかと思います
し、温泉も 北海 道の会 では 豊富 温
泉とい う乾 癬やア トピ ーに 効くと

Ｑ 、「 日 常 の 日 光 浴 で も 効 果 が 期
待出 来る ので しょ うか ？」
Ａ、吉川邦彦先生
「答えはＹＥＳです。現在用いら
れてい る光 線療法 は紫 外線 を利用
したＰＵＶＡ療法、ＵＶＢ療法、
ナロー バン ドＵＶ Ｂと いう ものが
ありま すが 、それら の光 線は全 て
太陽光線の中に含まれています。
ですか ら光 線療法 など が都 合でし
にくい 方や 、そこま です る必要 の
無い方 には 日光浴 をす ると いいで
すよと いう ことを お勧 めし ていま
す。但し、過ぎた るは 及ばざ るが
ごとし で、以前私 の患 者さん で日
光浴が いい ですよ とお 勧め したと
ころ、家で思い切り焼かれて、

言われ てい る温泉 で治 療を するツ
アーを 毎年 企画さ れて いま す。そ

ういう もの は、医者が みて はっき
りと有 効性 がある もの なの で、そ

ういう もの は一度 試し てみ るのは
良いことだとは思います。ただ、

民間療 法の 中には 非常 に悪 徳なも
のもあ りま して、乾癬の 患者 さん
を診察 して おりま すと そう いうも
ので非 常に 悪化し てひ どい 被害を
受けた 患者 さんも たく さん 見る訳
です。ですの で、医学的 な有 効性
のある 治療 をして いく 事が やはり
基本だ と思 います 。そうい う意 味
で民間 療法 をやり なさ いと いう事
を申し 上げ る事は あり ませ ん。特
にインターネットというものは
色々な情報が入り混じっておりま
して、パッと乾癬が消えるとか、
あっと いう 間に乾 癬が なく なるな
どとい う、そうい う強 烈なキ ャッ
チフレ ーズ で患者 さん の目 を引き
つける よう なコマ ーシ ャル が目に
入って きま す。そうい う面 で今日
専門の先生方が話された治療や、
最先端 の治 療もあ ると 思い ますの
で、そのよ うな 乾癬に 有効 な治 療
法をま ず試 してみ てか ら考 えてみ
てはど うか と思い ます 。民間療 法
の中に は患 者さん の弱 みに つけこ
んだ悪 徳な ものが 多々 あり ますの
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で、用心し てい ただき たい と思 い
ますし 、そうい う事 を考え る前 に
患者会 もあ ります ので 、患者会 の
方にこ うい う治療 を聞 いた んだけ
どどう だろ うかと 相談 して いただ
いたり 、主治医 の先 生に相 談し て
これを した いので すが どう でしょ
うかと 聞い ていた だけ れば と思い
ます。」
Ｑ 、「 私 で は な く 家 内 が 乾 癬 な の
ですが 、シクロ スポ リンは 良く 効
くと聞 いて 降りま した が、先程か
ら話を 聞い ており まし て副 作用と
いうの はそ んなに 怖い もの なので
しょう か？ 個人差 はあ ると 思うの
ですが 、どのく らい の期間 服用 す
れば効 果が 現れる ので しょ うか？
また、飲むの をや めると 乾癬 も出
てくるようになってしまうので
しょう か？」
Ａ、樽谷勝仁先生
「昔はお薬の量を大量に使ったり
してい まし たが、今は使 用す る量
も出来 るだ け低く 設定 して なるべ
く副作 用が でない よう に使 ってい
ます。気をつ ける とすれ ば、やは
り高血 圧と 腎臓で 、定期的 に血 液
検査を した り血圧 を計 った りして
いただきながらでないと飲めない
薬だと 思い ます。個人差 はあ りま
すが、だいた い三 ～四ヶ 月で 効果

が出て くる と思い ます が、一部い
くらしても効果が出ない方もい
らっし ゃい ます。シクロ スポ リン
を飲む のを やめる と乾 癬が また出
てくる のか どうか 、又出て くる 方
が多い です 。そうい う場 合はシ ク
ロスポ リン を飲み なが ら、並行し
て外用剤も塗布していただくと、
すぐに 悪く なると いう ケー スは避
けられ る可 能性が 高く なる と思い

下管理 して もらっ て安 心し て使っ
ていた だい た方が いい かも しれま
せん。
」
Ｑ 、「 免 疫 の 事 に つ い て お 伺 い し
たいの です が、乾癬と いう 病気は
主に免 疫が 悪さを して いる という
事なの です が、私は約 一年 前に前
立腺ガ ンを 患いま して 西洋 医学で

体をこわしてしまうようなもの、
例えば 膠原 病や自 己免 疫疾 患とい
うもの で甲 状腺に 対す る抗 体が出
来て強 く抵 抗性が 出て しま う。普
通はば い菌 やガン に対 して 抵抗が
出来る もの が良い 組織 に対 して結

疫と申 し上 げてい る訳 で、一言で
免疫と 申し まして も色 々な 免疫力

果的に 障害 を負わ せて しま うとい
うよう な悪 い免疫 とい うも のもあ
ります 。乾癬で は免 疫が少 し強 く
出過ぎ てし まうと いう 意味 での免
治療を して おりま した 。免疫力 を
高める とい う意味 で漢 方薬 を試し
たりも しま した。今回乾 癬と いう
のは免 疫力 が悪さ をし てい るとお

という もの がある とい う事 をご理
解いただければと思います。」

ます。」
Ａ、小林照明先生

聞きし て、そうい う免 疫力の レベ
ルとい うか 、程度と いう のはど れ

思いま すし 、アトピ ーや 他の色 々
な病気 もそ うです が、よくス トレ
スは万 病の 元と言 いま すよ ね。実
際にス トレ スがあ った り仕 事が忙
しかっ たり 追いつ めら れて いたり

くらい のも のなの かと いう か、ど
う考え れば いいの かを 教え て頂き

たいです。
」
Ａ、佐野榮紀先生
「免疫力というのは実は総称なの
であり 、良い免 疫力 もあれ ば悪 い
免疫力 もあ ります 。例えば 乾癬 の
人でも そう ですし アト ピー の人も
そうな ので すが、普通は ばい 菌に
対して免疫力とか言いますね。例
えばガ ンが あって ガン に対 する免
疫力とかいう言い方をしますね。
自分に 不都 合なも のを 除け るもの
もあり これ はばい 菌に 対す る免疫
という 事で 良い免 疫で すね 。では
悪い免 疫と いうの は自 分の 体に対
して抗 体が 出来て しま う、自分の

Ａ、小林照明先生
「一つのものが必要か必要でない
かとい う問 題では なく バラ ンスの
問題で 、過剰に ある と悪く なっ て
しまう とい う事で 免疫 が強 い弱い
という事ではなく、分かりやすく
いうと バラ ンスの 問題 だと 理解し
ていただくといいかとも思いま
す。
」
Ａ、庄田裕紀子先生
「難しくないお話で説明させて頂
きます と、尋常性 乾癬 もそう だと

「先程も樽谷先生がスライドで示
された よう に、低容量 であ ればそ
んなに 心配 するほ どの 副作 用は出
ないということがわかっていま
す。ネオー ラル を服用 中は 紫外 線
が良く ない と言わ れて いた のです
が、最近で はあ まり心 配い らな い
のではないかと言われてきてい
て、最近で はア メリカ では 紫外 線
と一緒 に使 っての 治療 をし たりも
していますので、悪い状態はネ
オーラ ルで 抑えて ある 程度 良い状
態が続 いて くると 紫外 線と いうよ
うに組み合わせてある程度余裕を
持って 考え られる よう にな ってき
ていま す。だから ネオ ーラル とい
うと副 作用 が強い ので はと 不安に
なるよ りも 、主治医 に血 中濃度 を
計って もら うなど きち んと 医師の
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という 状態 になり ます と、漠然と
した言 い方 ではあ りま すが 体調が
崩れて きま す。昔から 乾癬 という
のは外 国専 門のリ ゾー トが あった
りもし て、そうい うと ころで 治療
ももち ろん するの です が、なおか
つゆっ たり とリラ ック スを してい
ただく とい う事が 治療 の一 環にも
なりま す。アトピ ーに しても そう
なんで すが 、ストレ スが 増えた り
仕事が 忙し くなっ た途 端に 症状が
悪くなる、逆に休暇を取ったり
ちょっ と夏 休みで どこ かへ 遊びに
行った りす ると湿 疹は どこ にいっ
たの？ とい う位に 良く なる 人も良
くあり ます 。乾癬は それ ぐらい 波
のある もの なので スト レス もなく
のんび りゆ ったり とし た充 実した
日々を 送る と免疫 もき っと 良い方
向へ働くのではないかと思いま
す。治療と は少 し離れ た話 にな り
ますけ れど 。カリカ リす るのも 良
くない し、治療に 専念 すると その
結果良 くな ってく るの では ないか
と思います。」
Ｑ 、「 先 程 の お 話 で は Ｕ Ｖ Ｂ は 週
に二～ 三回 が好ま しい とい う事で
したが、私は週に一回、月にして
も三回 程度 なので すが 、ＵＶＢ の
治療回 数は やはり 多い 方が いいの
でしょう か？」

Ａ、小林先生
「海外では最初は週に五回、平日
に当てるというのが一般的です
が、最近で はも っと実 用的 にし よ
うとい うこ とでデ ータ も出 てきま
したし 、週に二 ～三 回が一 般的 と
なりつ つあ ります 。やはり 最初 は
なるべ く週 に三回 当て てい ただい
た方が 乾癬 の症状 は週 に一 回、二
週間に 一回 当てる より も格 段に良
くなり ます 。ですか らな るべく 通
えるよ うで あれば 週に 三回 、それ
で二十 ～三 十回程 当て たら 、私の
クリニ ック で言え ば六 十％ の人が
乾癬の 皮疹 は半分 以上 消え ますか
ら、そうい う状 態にな れば 週に 一
回とか 、お仕事 が忙 しけれ ば二 週
間に一回の方もいらっしゃいま
す。ですの で通 えるの であ れば 週
に三回 の方 が効果 はあ ると 思いま
す。
」

いよいよ乾癬学習懇談会２００７ in 志摩

９月７日(金)・８日(土)開催される第２２回日本乾癬学会総会（三重大水谷教授主催）事
務局のお計らいで三重県乾癬の会と全国９地域の患者会が協力して主催する全国乾癬患者
学習会「乾癬学習懇談会２００７in志摩」が開催されます。学習会では第一線で活躍して
いる乾癬の臨床家、研究者をお迎えして講演して頂く予定です。

学習会

日時：2007 年 9 月 8 日(土)16:00 ～
会場：ホテル志摩スペイン村
主催：全国の乾癬患者会（担当：三重県乾癬の会）
内容：学習講演会
プログラム
■第２２回日本乾癬学会の報告（トピックス）
三重県乾癬の会相談医 谷口芳記先生
■特別講演
○乾癬について（フリートーク） 小林 仁先生
○「アメリカにおける乾癬治療－患者中心の視点より－」 John Koo 先生
■質疑応答 等
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東京で患者会活動

以上に 及ぶ 企業展 示会 の見 学も行
いまし た。夜には 青木 会長外 の皆
様と懇 親会 に臨み 、その後 には 横
浜中華 街に 出向き 、夕食に ラー メ
ンとビ ーフ ンを喫 食し まし た。食
後はホ テル に戻り 、疲れも あり 爆
睡しま した。
翌早 朝、かの有 名な 港の見 える
山下公 園を 散策し 、船を見 なが ら
朝食を とり 、ロマン チッ クな雰 囲
気を感 じる 事が出 来ま した 。それ
から地 下鉄 で会場 に移 動し 、十時
前に会 場に 到着し まし た。受付に
は名古 屋の 保田さ んが 既に 到着し
ておら れ、我々も 加わ って昨 日に

引き続 き受 け付け 業務 を行 いまし
た。暫くし て、添川さ んと 会計担

当の平井さんも来場され、乾癬に
関する情報交換を行いました。
又、この様 な会 が再々 催さ れる 事
を切に 願い ながら 、帰宅ま での 距
離を考 えて 、後ろ髪 引か れる思 い
で十二 時に 会場を 後に し、ホテル
に車を 取り に戻り 、帰途に つき ま
した。今回の［横浜行き］では、大
阪の中 山さ ん、東京の 添川 さんに
並々な らぬ お世話 に成 った 事に関
し、この場 を借 りて御 礼申 し上 げ
ます。
尚、今回の［横浜 行き ］の主旨
は乾癬 患者 会メン バー 同志 の親睦
を図る のが メイン で、しかも 時間
的余裕もありませんでしたので、
諸先生 方の 講演を 拝聴 する 事が出
来な かっ たの は真 に 残念 でし た。
次回この様なチャンスがあれ
ば、もう少 し時 間の余 裕を 持っ て
行動し たい と思い ます 。これは 全
くの余 談で すが、車で走 行途 中に
首都圏 、中京及 び関 西の経 済活 動
を外部 から 垣間見 る機 会を 与えら
れて、関西の 地盤 沈下の 様子 が日
増しに 進ん でいる 事が 肌に 感じら
れました 。
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原本（奈良 県）をお手 伝い してく
れるお 茶飲 み友達 と共 に出 発しま
した。それま でに 前日、車のエ ン
ジンオ イル の交換 、タイヤ 空気 圧
の調整 等整 備を済 ませ 、長距離 走
行に備 えま した。
横浜までのドライブは、名阪、
東名阪 、名古屋 湾岸 、東名を 経由
して横 浜入 り。走行距 離四 七五ｋ
ｍ。先ずは 東京 患者の 会の 添川 様
にお世話して頂いたホテルに
テェッ クイ ン、その足 で会 場に向
かい、会場到 着時 間は十 四時 でし
た。東京地 区乾 癬患者 友の 会か ら
青木会 長、阿高副 会長 、添川・寿
会員、名古屋 から 保田会 員が 既に
到着し てお られ、我々は 受付 業務
のお手伝いをすることにしまし
た。会場と なっ たパシ フィ コ横 浜
はさす が日 本第二 の都 市の 横浜に
ふさわ しい 建物で 、我々［おの ぼ
りさん ］にとっ て驚 嘆に値 しま し
た。大阪か ら発 送した 会報 百五 十
部は江 藤先 生他の 方々 の患 者会の
紹介も あり 、我々の 到着 時点で 既
に配 布完 了し てい まし た。
受付 業務 中にも 学会 に参 加され
た先生方も結構来場され、各地か
ら用意 した［乾癬 の会 ］だより の
ストッ クも 見る見 る減 少し て行き
ました 。途中時 間を 頂いて 、百十

他会と共に患者会活動をＰＲ

吉田
奈良県

第一 〇六 回日本 皮膚 科学 会総会
に標準をあわせて、
［乾癬の会］の
啓蒙を 諮る べく東 京地 区の 患者会
の活動 を支 援する のと 親睦 を図る
為、大阪地 区か ら不肖 私が 参加 す
るこ とに なり まし た。
第一 〇六 回日本 皮膚 科学 会総会
の日程 は四 月二十 ～二 十二 日です
が、私個人の時間の都合もあり、
二十一 日の 早朝（五時 三十 分）田

第１０６回日本皮膚科学会参加記

プが掲 示さ れてあ り、一目で 全国
の様子 が分 かるよ うに なっ ていま
した。
十九 日夜 には広 島在 住の 会員渡
辺氏が 骨を 折って 下さ り、広島市
内の料理屋で懇親会を行いまし
た。各会か ら九 名の参 加が あり ま
したが 、地元の 名産 物に舌 鼓を 打
ちなが ら、大変楽 しい ひと時 を過
ごす事 がで きまし た。さらに 二次
会はカ ラオ ケルー ムに 移動 し、全
国の患 者会 の情報 交換 やそ れぞれ
の状況 など 真面目 な話 から 、色々
なエピ ソー ドなど 楽し い話 題まで
非常 に楽 しい 時間 に なり まし た。
二 十 日（日 の
) モ ー ニ ング セ ミ
ナーで は北 海道患 者会 の相 談医で
もいら っし ゃる札 幌ク リニ ックの
小林仁 先生 が「皮膚 を通 した全 人
医療を目指
して・患者
と歩む医療
の構築」と
いうテーマ
で講演を行
われまし
た。講演で
は小林先生
が作成され
た、乾癬・成
人アトピー

性皮膚 炎・白斑の 患者 さん代 表と
小林先 生と の座談 会の 模様 が映さ
れ、その後 、医師と 患者 会が共 に
協力し て治 療にあ たっ てい くとい
う先生 の基 本的な 方針 が述 べられ
ました 。患者会 にと っても 非常 に
有り難 い内 容で、講演後 の質 疑応
答では 何人 かの医 師が フロ アより
非常に 感銘 したと いう 感想 を述べ
られて いま した。
臨床 皮膚 科学会 での 患者 会参加
活動も 定着 してき た感 があ りまし
が、これは もち ろん患 者会 だけ で
なく医療関係者の積極的な支援、
また全 国患 者会と の協 力が あって
こそで す。今後も さら に協力 関係
を深め てい きまし ょう と確 認しな
がら それ ぞれ 帰途 に つき まし た。
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小林
大阪府

第二 十三 回日本 臨床 皮膚 科医会
総会・臨床学 術大 会がさ る五 月十

ので、幹事会 から 岡田会 長・中山
副会長 、幹事の 加納 、小林の 四人
が参加 しま した。また北 海道・東
京・愛知の 患者 会から も参 加さ れ
合同で会場内に展示ブースを設
け、訪れて 来ら れる医 師や その 他
の医療 関係 者に患 者会 の説 明を行
い、会報や機関誌を配布しまし
た。企業展 示室 の一角 にブ ース は
設けら れた のです が、多くの 医師
が立ち 寄ら れ、ただ見 るだ けでは
なく、患者会 がど のよう な活 動を
してい るの か、全国の どん な地区
に患者 会が あるの か、自身が 治療
されて いる 地域に はな いの かなど
を熱心 に聞 かれる 方も 多く ありま
した。ブース には 大阪大 学の 西田
氏による大きな全国患者会のマッ

全国の仲間と共に懇親会

広島で交流 ・ 親睦をはかる

九日（土 、
) 二十日 日
( ）の二日間
に亘っ て、広島市 の平 和記念 公園
内にあ る「広島 国際 会議場 」で開
かれま した が、今回も 学会 に併せ
て乾癬 患者 会活動 のＰ Ｒを 会場内
で行い まし た。今回は 大阪 患者会
が主と して 担当と いう こと でした

展示ブースの様子

第 2 3 回日本臨床皮膚科医会総会・臨
床学術大会 参加記

会場の広島国際会議場

第一回「日生」地区懇談会開催報告

大阪府

桔梗

等々、事務局 の森 本さん には なに
かとア ドバ イスい ただ き、無事開
催にこぎつけることができまし
た。
さて、準備万端整ったとはい
え、当日、はっきりいって何人の
方が参 加い ただけ るか 、不安で し
た。会場の 設定 につい ては 、事務
局の森 本さ んと十 人程 度の しまが
ふたつもあれば十分と思って、
セット しま した。また、お茶や 紙
コップ につ いても その くら い用意
しました。ところが、予想に反し、
次から 次と おみえ にな り、テーブ
ルの配 置換 えや、お茶・紙コッ プ
の追加やら裏方は大忙し。また、
進行に つい ても話 のき っか けをど
うしよ うか と、小道具 を持 参して
いまし たが 、そんな もの はまっ た
く杞憂 で、まるで 旧知 の間柄 のよ
うにお 隣同 士でお しゃ べり された
り、五周年 記念 の会報 を熱 心に 読
まれた り、皆さん に質 問した いと

いう方 がい らっし ゃっ たり 、待合
室での 物静 かな雰 囲気 とは 全くち
がった 雰囲 気で、予定し てい た時
間があっという間に過ぎました。
参加者は、病院関係者が、山下
婦長（本当 は看 護師の 長な ので 師
長と呼 ぶべ きなの でし ょう が、師
長より 婦長 の方が 格上 のよ うな気
がしま すの で、婦長と よば せてい
ただきます）と事務局の森本さん
の二名 、幹事が 中山 副会長 ほか 九
名、一般参加の方が十四名でし
た。
ただ、残念なことに幹事のフォ
ローが いき とどか ず、二名ほ どの
方がすぐにお帰りになられまし

た。次回は フォ ローで きる よう に
努力し ます ので、懲りず にき てく
ださい。よろしくお願いします。
懇談会を終えて、感じたことは
医師と のコ ミュニ ケー ショ ンは取
れてい ても 、薬剤に 対す る不安 や
生活上 の悩 みなど 、同じ悩 みを か
かえた 者同 士が話 し合 うこ とで心
の負担 が軽 くなる よう な気 がしま
した。また、そんな 機会 をでき る
だけ多 く作 ってい きた いと 感じま
した。
尚、次回は九月十一日に予定し
ていま す。さらに 多数 の方が ご参
加いただけますよう願っていま
す。
最後になりましたが、すばらし
い機会 をあ たえて いた だき ました
東山先生はじめ日生病院の方々
や、ご参加 いた だきま した みな さ
まに紙 面を お借り しま して 厚く御
礼申し 上げ ますと とも に、この会
の継続 、発展の ため 、さらに ご助
力賜りますようお願い申し上げま

す

＊次回は九月十一日（火 )
です。ぜひお気軽にご参加
ください。
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二十五名が参加…自由にトーク
去る、七月一九日（木）日生病
院カン ファ レンス 室に おい て、第
一回「日生 」地区懇 談会 が開催 さ
れました 。
開催に際しては、当会の相談医
をして いた だいて おり ます 東山先
生 に 、「 患 者 同 士 が 気 軽 に 話 し 合
える場所を提供いただけないか。」
と相談 した ところ 快く 引き 受けて
いただ きま した。さらに 私の 考え
では、別館に ある 多目的 室（幹事
会や会 報発 送作業 等で お借 りして
いまし た）をお借 りす る予定 で話
してい まし たとこ ろ、別館で は不
慣れな 患者 さんに はわ かり にくく
て、不便で しょ う、と同じ フロ ア
にある カン ファレ ンス 室の 使用に
ついて ご提 案いた だき まし た。も
ちろん 、こちら にと っては 、望外
のこと、喜んでお受けしました。
また、準備についてはカンファ
レンス 室の 利用状 況の 確認 や、患
者さんへの案内チラシの印刷

大盛況だった初のミニ懇談会

三重患者会

海水浴行事に参加

浜辺で楽しくＢＢＱ

海岸はほぼ貸し切り状態です。

谷口先生を囲んで

７月２９日（日) 、毎年恒例の三重県乾癬の会主催の海水浴
行事「黒こげになってみよう会」が例年通り開かれました。大
阪からは岡田会長と幹事の小林の２名が参加しました。 今
年は愛知の保田氏、また北海道の会の佐々木氏も参加され、
大変楽しいものになりました。いつものように名阪国道の伊
賀ドライブインに朝六時、三重の会の冨井氏がマイクロバス
にて迎えに来て下さり、途中の待ち合わせ場所でそれぞれ参
加者が順次乗車し、現地三重県度会郡南勢町ニワ浜海岸へ向
かいました。三重の会からは例年のように市立四日市病院皮
膚科部長谷口芳記先生も同行されました。全員で９名の参加
でしたが、残念ながら？今年は女性の参加がありませんでし
た。
途中のスーパーで買い出しをした後、海岸へ到着し、早速
テントを設営しました。皆さん慣れたものであっという間に
完成。大阪の岡田会長は現地へ直接到着され、全員が集合。当
日は日差しは大変強かったのですが、さわやかな風が常時吹
いており、テントの中では大変快適でした。早速海の中へザ
ブンと入ったり、日光浴をしたりした後、いよいよバーベ
キュー。いつもながら谷口先生みずから肉や野菜を焼いてい
ただき、ビールを飲みながらおいしい焼き肉に舌鼓を打ち、
ワイワイガヤガヤと話が弾み時間の経つのも忘れるほどでし
た。話は各自の症状や治療、各患者会の話、今度の伊勢志摩
学習懇談会など、まじめな話から雑談まで、楽しい時間とな
りました。
三時前に終了し、これもまたいつものように伊勢神宮付近
にある名物赤福氷を賞味するため一路当地へ向かいました。

いよいよバーベキューの開始です

昨年は店舗が工事中でせっかくの赤福氷が賞味できなかった
のですが、今年は改装も完了し、一段ときれいに広くなった
お店で名物のかき氷をみんなでいただきました。いつもなが
ら大勢の人で席を見つけるのも一苦労という感じでしたが、
無事目的達成？となりました。
その後、集合場所に従って順次下車。七時前には伊賀ドラ
イブインに到着しました。
今年もまた楽しい企画をしていただきました三重の会には

今年は赤福氷もしっかり賞味！

厚く御礼申し上げます。今後も様々な形で各患者会の交流親
睦が図れたらよいと思います。( 小林）
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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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