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患者会活動への理解を実感

会場の国立京都国際会館

＝京都国際会館＝
さる四月十八日 金
( ）～二十日
日
( ）国立京都国際会館で第一〇
七回 日本皮 膚科学 会総 会が 行 われ
まし たが、 例年通 り大 阪乾 癬 患者
会は全国の他の患者会と協力して、
患者会のＰＲ活動を行いました。
今 年も各 会の相 談医 の先 生 方を
始め 、皮膚 科学会 の先 生方 に 協力

して 頂いて 、会場 の一 角に 全国 患
者会 のコー ナーを 設け て頂 き、 各
患者 会の概 要説明 ある いは 会報 な
どの 資料を 展示配 布し 、全 国の 医
師や 医療関 係者に 乾癬 患者 会の 活
動をＰＲしました。
こ の学会 は横浜 ・京 都で それ ぞ
れ一 年おき に開催 され ます が、 今
年は 京都で 行われ たの で、 大阪 乾
癬患 者会が 中心に なっ て進 めて き
まし た。三 日間幹 事が 交代 で患 者
会ブ ースに 於いて 医療 関係 者に 会
報等 を渡し ながら 、全 国患 者会 の
組織 や活動 内容を 説明 しま した 。
大阪 患者会 の相談 医の 先生 方は も
とよ り東京 患者会 の相 談医 であ る
江藤 先生や 衛藤先 生も 学会 発表 の
場で 強力に 宣伝し て頂 いた おか げ
で、 立ち寄 って下 さる 先生 方の 数
も非常に多く、用意したパンフレッ
ト・ 会報な どは終 了時 には 全部 配
布完了しました。各患者会からは、
北海 道・東 京・愛 知の 役員 の方 が
参加 され、 全員で 協力 しな がら Ｐ

Ｒ活動を行いました。
（土 の
) 夜には京都丸太町にあ
る創作 京料理 「か じ」 で懇 親会 を
行いま した。 当日 は６ 時頃 開始 の
予定で したが 、学 会に 参加 され た
カリフォルニア大学教授のジョン・
クー先 生のセ ミナ ーに 患者 会の メ
ンバー も参加 する こと にな り、 急
遽二回 に分け て、 懇親 会を 開く と
いうハ プニン グも あり まし たが 、
懇親会 では京 料理 に舌 鼓を うち な
がら、 親睦を 深め るこ とが 出来 ま
した。
また同じく（土 に
) は各患者会
の代表 により 、九 月に 北海 道で あ
る乾癬 学会で の患 者会 活動 への 取
り組み 計画、 また 今後 の広 報活 動
につい て話し 合い がも たれ 、さ ら
に患者 会活動 を発 展さ せて いく こ
とが確認されました 詳
( しくは次
項）。
皮膚 科学会 での ＰＲ 活動 も年 を
追って いくご とに その 活動 が定 着
してい き、今 回は 特に 多く の医 療
関係者 に認知 ・理 解さ れつ つあ る
ということが実感されるようになっ
てきま した。 今回 も阪 大の 西田 様
には全 国患者 会の 大き なポ スタ ー
はじめ 、活動 全般 に亘 って 全面 的
な支援 を頂き まし た。 また 諸先 生
方にも 多大な 協力 を頂 きあ りが と
うござ いまし た。 改め てお 礼申 し
上げます。
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日本皮膚科学会 患者会代表参加者ミーティング報告
日時：平成２０年４月１９日(土)
場所：国立京都国際会館
参加者： 北海道(佐々木・佐々木)東京(下藪居）あいち(山田・保田)大阪(岡田・加納・池内)

●日本乾癬学会に向けて(９月５，６日 旭川市)
※先生等に配布する資料について
・会報等を配布するだけでは患者会が継続してどのような活動を行っているか理解してもらえないのではないか？
・会報、紙がたくさんあり先生方の荷物になるのではないか？
各患者会がＡ４サイズ・２～４ページで患者会の基礎データをまとめたものを作成し、それを一冊の冊子にして先生
方に配布しては。
・費用の面や編集等を調整する必要があるため９月を目処に調整したい。
この件については各患者会に意見を持ち帰り、話し合った上で５月の日本臨床皮膚科医会で内容を煮詰めていく。
※乾癬学会へ向けての派遣人員について
各患者会で予算や個人のスケジュール等を調整し、６月中旬頃までにおよその参加人数を取りまとめる。北海道の日
下部さんに航空券等の手配を行う。
※乾癬ハンドブック、ＩＦＰＡ加盟費について
速やかな解決をお願いしていく。

●新しい患者会の誕生
栃木県で新しい患者会の結成に向けて６月１日(日)に自治医科大学の先生方と看護師さんを中心に学習会が開催され
る。各患者会のＨＰでの告知や支援活動により、学習会を成功させ新しい患者会の結成を応援。

●ナローバンドＵＶＢ照射治療費（保険点数）の値上げについて
４月１日よりナローバンドＵＶＢ照射治療費が１５０点から３５０点（一部負担金として４５０円から１０５０円に）
値上げされた。厚生労働省は値上げの必要性を説いているが、実際には光線治療を受ける人が減ったとの声もある。
患者会としてどのように対処していけばよいのか。

● 今回の広報活動について
各患者会で２００部前後用意したが、２日間でほとんど配布終了状態であった。相談医の先生方が講演等で宣伝して
いただいたおかげもあるが、昨年より患者会を取り巻く環境はかなり変わってきたことを実感する。乾癬患者会のブー
スがあることがみとめられ、定着した。新たに患者会を作りたいと話される先生、患者に患者会を紹介したいので資
料をと言われる先生など大勢の先生が立ち寄ってくださり、患者会が求められ、応える場になっている。また、製薬
会社、化粧品会社など、メーカーの社員も関心を寄せ、立ち寄り、会報誌を提供した。メーカーからも、ブースに来
て欲しいという依頼もあった。
今後の配布資料の部数については、十分な数の準備が必要。

● 学会セミナーへの参加
座長・東京慈恵会医大教授（Ｐ－ＰＡＴ 特別顧問）中川秀巳先生
演者・John Koo 先生
Advances in Biologic Therapy of Psoriasis
(乾癬の生物学療法における進歩)
※ 患者懇親会は分散会となったが、大変意義深いものであった。
以上
患者会活動ブースの様子
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第十八回学習会より

医療講演

暁

「乾癬の疫学と様々な症状」
川田

ます けれど も、名 前が 川田 で 先程
お話 しされ た川原 先生 とよ く 間違
えら れます 。一字 違い で川 原 と川
田で す。か れこれ 三十 年皮 膚 科を
やっ てまし て、た くさ んの 乾 癬の
患者さんを診察させて頂きました。
今 日お話 しする のは 疫学 で す。
実際の患者さんが何人ぐらいいらっ
しゃ ってど んな症 状を 持っ て いる
のか 、それ から実 際の 患者 さ んが
何人 ぐらい いらっ しゃ って ど んな
症状 を持っ ている のか 、そ れ から

近畿大学医学部皮膚科教授

ただい ま御紹介 に 預か りま した
川 田と申 します。 皆 さん こん にち
は 。東山 先生御紹 介 あり がと うご
ざ いまし た。この 大 阪の 会を 南の
方 でやる のは今回 が 初め てと いう
試 みだそ うです。 南 の方 にも もち
ろん患者さんがたくさんいらっしゃ
る わけで して、そ の 会を この 近畿
大 学でや るという こ とで 、非 常に
う れしく 思ってい ま す。 皆様 に是
非 乾癬の ことを色 々 知っ て頂 きた
いと思います。
自分自 身を少し 紹 介さ せて 頂き

乾癬 の治療 です。 御自 身で 今の 症
状は どんな 症状な のか 、よ くな っ
ているのか、悪くなっているのか、
あるいは新しい形が出ているのか、
自分 自身の 病気を 知る とい うこ と
がや はりい い治療 につ なが ると 思
いま すので 、その 辺り も知 って 頂
きたいと思います。
ま ず疫学 です。 手塚 先生 とい う
近畿 大学の 皮膚科 の前 の教 授で す
が、 その先 生と私 とで 「二 十一 世
紀の 乾癬と その治 療」 とい う本 を
出し ました 。今も う五 、六 年経 っ
てい るでし ょうか 、一 部の 本屋 さ
んに は在庫 が残っ てい るか もし れ
ませ ん。そ こで今 まで の治 療、 特
に最 近の治 療につ いて まと めて お
りま す。先 程の川 原先 生の お話 で
あっ たよう な治療 のこ とも 書い て
いま す。日 本乾癬 学会 とい う学 会

がある のです が、 これ は非 常に ユ
ニーク な会で あり まし て、 皮膚 科
の先生 が主体 で、 大体 五百 人ぐ ら
い会員 数がい ます 。一 つの 病気 で
学会と いうの はな かな かあ りま せ
ん。私 達皮膚 科医 もこ の乾 癬と い
う病気 を何と かし たい とい うふ う
に努力 して、 この 学会 はも う二 十
年以上 前から 始ま って いる 会な の
です。 近畿大 学の 時に 私は 事務 局
長をさ せて頂 きま した 。現 在は 旭
川医大 の皮膚 科の 飯塚 先生 と高 橋
先生で 事務局 をや って いま す。 こ
の学会 は年一 回年 次会 をや って い
まして 、その 時に は患 者さ んの 会
も出席 して頂 いて 、色 々な 行事 を
させて頂いていると思います。
日本 乾癬学 会の 統計 を、 一九 八
二年か ら始め まし て、 約二 十年 間
やって います 。そ れか ら最 近の 比
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暁先生
川田

較的新しい四年間をまとめました。
こ れが二 十年間、 八 十二 年か ら二
〇 〇一年 の分です 。 年間 大体 千二
百 人くら いですが 、 最近 では 千六
百 人ぐら いです。 施 設も 非常 に増
え て、百 四十八施 設 でし て、 この
二 十年間 で二万八 千 人の 患者 さん
が 登録さ れました 。 実際 この 施設
は 、たぶ ん日本の 施 設の 十分 の一
か 二十分 の一くら い だと 思い ます
の で、実 際の患者 さ んは この 十倍
か ら二十 倍ぐらい は 日本 にい らっ
し ゃるの ではない か とい うこ とが
推 測され ます。こ の 二万 八千 人の
方 がどん な乾癬か と いう こと が、
調べられました。
男性が 六十六％ 、 女性 が三 十四
％ 、男女 比は一・ 九 対一 です 。二
倍 男性が 多いです 。 欧米 の報 告を
調 べてみ ますと、 女 性と 男性 は一

対一 ぐらい です。 非常 に人 種 的な
違い がある という こと が分 か りま
した 。初診 時年齢 では 、女 性 を見
ます と、二 十代が まず 一番 多 いで
す。 二十代 に二千 人弱 、そ れ から
三十 代、四 十代と 減っ て、 五 十代
にま たピー クにな って いる 。 なぜ
か女 性のピ ークは この 二十 代 と五
十代 になっ ていま す。 とこ ろ が男
性は 歳と共 に増え てい きま す 。五
十代 に一番 のピー クが あり ま す。
何ら かの男 女差が やっ ぱり あ ると
いう ことが 窺い知 れま す。 次 に実
際に 患者さ んに、 「い つ発 症 しま
したか。」というのを聞きました。
そう すると まず女 性で は十 代 、五
十代 、二十 代に多 いで す。 四 十代
ぐら いに発 症して 五十 代ぐ ら いに
病院 に行か れたと いう 方が 男 性に
は多いというふうに思います。

乾 癬の病 型で圧 倒的 に多 いの は
普通 の尋常 性乾癬 で、 大体 八割 か
ら九割です。それから滴状乾癬で、
小型 の小さ いツブ ツブ が出 ます 。
これ は二、 八％で 圧倒 的に 少な い
です 。それ から乾 癬性 紅皮 症。 こ
れも 聞き慣 れない 言葉 です が、 紅
皮症 という のは体 全体 が赤 くな っ
て、 ほとん ど正常 な所 がな いぐ ら
いに 、地図 みたい に広 がっ てし ま
う状 態です 。そう いう 方も 〇、 八
％い らっし ゃいま す。 それ から こ
れは汎発性膿疱性乾癬といいます。
膿疱 、膿で す。膿 んだ もの が全 身
に広 がりま す。尋 常性 乾癬 から こ
ちら に突然 なって しま って 、ま た
こちらに戻るという方もいらっしゃ
いま すし、 突然こ れに なっ てし ま
う人 もいま す。そ れか らお 子さ ん
の乾 癬とい うのも あり ます 。非 常

に頻度 は少な いで す。 それ から 関
節性乾 癬です 。よ く病 院に 行っ て
関節リ ューマ チと 間違 えら れた り
という 患者さ んも いら っし ゃい ま
す。普 通の乾 癬か ら進 む関 節、 あ
るいは 関節だ けの 病気 です 。手 と
か足の 指の関 節に 支障 を起 こす 乾
癬です。
爪病変というのは結構あります。
爪に何 か異常 のあ る方 とい うの は
四分の 一ぐら いで す。 そし て粘 膜
病炎で す。口 とか にあ る場 合も あ
ります 。そし て関 節症 乾癬 では な
いので すけれ ども 、関 節性 病変 が
ある関 節の痛 みと か、 腫れ です 。
それか らもう 一つ は痒 みで す。 こ
れが今 回四十 ％ぐ らい です けれ ど
も、実 際には 半分 くら いの 方が 痒
みを訴 えられ ます 。乾 癬で 痒み が
ある方 は抗ア レル ギー 剤と いう 薬
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を よく飲 んで頂い て いま す。 そう
すると痒みが止まります。
治療で すが、こ れ は過 去に どん
な 治療を したかと い うこ とを 聞き
ま した。 そうする と 、古 い治 療の
塗 り薬と してはス テ ロイ ドが 大体
七 十％ぐ らいで、 オ キサ ロー ルと
か のビタ ミンＤ３ の 薬は 二、 四％
し かあり ません。 こ れは 二〇 〇一
年 までの 統計です の で、 ステ ロイ
ド 剤が多 くなって い ます 。飲 み薬
ではチガソン ビタミンＡ誘導体 、)
(
それからシクロスポリン 今
( はネ
オーラル）、そしてＭＴＸ リ(ュー
マトレックス で
) す。ステロイド
内 服とい うのは、 症 状が 非常 に激
し く、熱 が出たり す る時 に短 期使
う場合があります。
意外に 漢方薬を 処 方さ れて いる
方 は少な いと思い ま す。 実際 に乾

癬に 漢方が 効いた とい う学 会 発表
とか 論文は ほとん どあ りま せ ん。
だか ら今は あまり 使わ ない で す。
抗炎症作用剤 痛
( み 止 め ） で す が、
これ も関節 性乾癬 とか 膿疱 性 乾癬
とか の炎症 を抑え る時 だけ に 、限
定的 に使い ます。 レチ ノイ ド とシ
クロ スポリ ンが増 えて いる の が今
の現状だと思います。
そ れから 紫外線 治療 です 。 これ
も古いデーターなのですが、 PUVA
療法 といっ て、薬 を飲 んだ り 塗っ
た り し て 、 紫 外 線 の UVA
を当てる
治療 が多い です。 最近 はナ ロ ーバ
ン ド UVB
という、薬を塗る必要が
ない 、ある いは飲 む必 要が な くて
当て る治療 が増え てい ます 。 これ
がま だあま り普及 して いな い 時ま
で PUVA
療法と いうの が多かっ たわ
けです。

検 査をし てみる と何 か異 常値 が
ある かとい うと、 皆さ んも よく 先
生に 言われ ると思 うの です が、 血
中脂 質、コ レステ ロー ル、 或い は
中性 脂肪が 高いと いう 方が 多い で
す。 特にア メリカ とい うの は乾 癬
が非 常に多 いので すが 、ア メリ カ
では コレス テロー ルが 高い とい う
こと が、一 つの何 らか の要 因で は
ない かとい うこと が言 われ てい ま
す。 それと 白血球 とい うの がや は
り炎 症にな ると増 えま すの でこ れ
もまた一応要注意です。 ASLO
いう
のは 溶蓮菌 という 細菌 が喉 に炎 症
を起 こすの ですが 、そ の時 に上 が
る数 値です 。それ から 尿酸 です 。
痛風 の時に 上がり ます 。あ とは こ
れは イミノ グロブ リン と言 って 免
疫の 数値で すけれ ども 、異 常値 と
いっ ても高 い人も 少な い人 も入 っ

ている ので、 これ が意 味が ある か
どうか は分か りま せん 。こ の中 で
一番大 事なの は、 コレ ステ ロー ル
或いは 中性脂 肪と いう ふう に考 え
られます。
四、 四％の 場合 、家 族内 の乾 癬
が見ら れまし た。 一番 多い のは 父
親が乾 癬で、 自分 も乾 癬に なっ た
という 方です 。母 親の 場合 は少 な
いです 。母親 が乾 癬の 場合 でも お
子さん に乾癬 とい う方 は少 ない と
いうこ とで、 やは り父 親か らの 遺
伝とい うのが かな りあ ると いう こ
とが分かりました。
アト ピー性 皮膚 炎と いう のは 皆
さんよ くご存 じだ と思 いま す。 ア
レルギ ーによ る湿 疹で す。 それ は
比較的 少なく て七 、五 ％で すし 、
関節リューマチなどは更に少なく、
二％弱です。
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合併症 ですが、 こ れに 関し ては
色 々なも のがあり ま す。 糖尿 病、
そ れから 虫歯、心 臓 或い は血 管の
疾患、それから溶蓮菌の感染です。
痛 風、高 血圧、ブ ド ウ膜 炎な ども
合併症としてあります。
悪化因 子ですが 、 精神 的ス トレ
ス という のが多い で す。 それ から
季 節因子 です。冬 に なっ て乾 燥す
る とか、 ガサガサ し て悪 くな って
しまうという方がかなりいらっしゃ
い ます。 夏の汗が 悪 いと いう 方も
いらっしゃいます。それから外傷、
怪 我です 。怪我が 治 るの は問 題な
い のです が、怪我 を した り、 引っ
掻 いたり 、擦れた り する と、 「ケ
ブ ネル現 象」とい っ て何 にも ない
皮 膚の所 に乾癬が で きて しま いま
す。それから風邪を引いたりとか、
食 べ物に よっても 悪 いの があ ると

いう ふうに 感じて いる 方も い らっ
しゃ います 。薬が 悪い 、妊 娠 して
悪化 してし まった 、そ れか ら 日光
とい うのは 紫外線 が入 って い ます
が、 逆に紫 外線に 当た った り 、日
光に ずっと 当たっ てい ると 悪 くな
る方 もいら っしゃ いま す。 だ から
その 辺は御 自分で 是非 確認 さ れる
こと が大事 です。 べー ター ブ ロッ
カー という のは高 血圧 の薬 で す。
痛み止めで悪化する方がいらっしゃ
ると いうこ とは結 構知 られ て いま
す。 この辺 に関し ても 御自 身 で飲
むと 悪くな るのか どう かと い うこ
とや 、薬に よって もそ うい う こと
があ るとい うこと を、 是非 御 自身
で確認されるといいと思います。
年 数のこ とにつ いて は、 発 症年
齢と しては 男性の 平均 は四 十 一歳
です 。欧米 のデー ター を見 ま すと

比較 的若年 なので す。 女性 の方 は
十代 、二十 代が多 かっ たで す。 男
性は 高齢・ 中高年 に多 いと いう こ
とで す。昔 はＤ３ とか チガ ソン 、
シク ロスポ リンの 使用 頻度 は少 な
いで す。紫 外線も 塗り 薬を 塗っ て
を当てる治療が多いです。
UVA
過 去四年 間と過 去二 十年 間を 比
較し てみま した。 ビタ ミン Ｄ３ が
三十 七％と 二十倍 ぐら い増 えて い
ます 。そし てステ ロイ ドも 百％ を
超え てしま います 。こ れら を併 用
する 例が非 常に多 いと いう こと で
す。 チガソ ンに関 して は同 じく ら
いで そんな に変化 はあ りま せん 。
シク ロスポ リンは やや 増え てい ま
すし 、メト トレキ セー トに 関し て
は減 ってい ます。 漢方 薬に 関し て
はや はり減 ってい ます 。紫 外線 療
法も内服に UVA
を与えるものは減っ

て い ま す し 、 塗 り 薬 に よ る UVA
の
治療も やや減 って いま す。 その 分
こ の ナ ロ ー バ ン ド UVB
という塗り
薬が必 要のな い紫 外線 療法 が五 倍
に増えています。
年齢 として は高 齢化 が進 んで い
ますし 、それ から 病型 では この 関
節性紅 皮症と 膿疱 性乾 癬が 増え て
います 。それ から 痒み はこ の時 の
データ は過半 数五 十％ を超 えて い
まして 、かな り痒 いと いう 方は い
らっし ゃるよ うで す。 ビタ ミン Ｄ
３剤が 非常に 増え てい ます 。シ ク
ロスポリンも増えています。ナロー
バ ン ド UVB
が増えています。家族
内乾癬 の例も 増え てい ます 。こ れ
が最近四年間の傾向です。

臨床 症状に つい てで す。 乾癬 の
患者さ んは、 乾癬 と言 いま すが 、
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人 によっ て全然違 う ので す。 それ
に よって 治療方法 も 違い ます し、
そ の患者 さんの受 け る辛 さと かそ
う いった ものも違 い ます 。今 日お
話 をする のはいわ ゆ る一 般的 に見
ら れる尋 常性乾癬 、 それ から 滴状
乾癬、紅皮症、膿疱性乾癬 膿
(の
で きるも の）、こ れ は英 語で 申し
訳ありませんが Sebopsoriasis
、
という のは脂漏 、脂が 漏れる
Sebo
と いうこ とです。 脂 漏性 皮膚 炎と
い う病気 がありま し て、 それ と乾
癬 と両方 持ってい る 患者 さん がい
ら っしゃ います。 こ の五 つに つい
てお話ししたいと思います。
尋常性 乾癬は、 八 十六 ％と 最も
多 いです 。紅斑と い うの は赤 い局
面です。それから銀色と白く混ざっ
た ような 鱗屑、鱗 屑 とい うの は皮
が剥けて厚くなっているものです。

それ から今 言いま した けれ ど も、
痒み があり ます。 ケブ ネル 現 象で
とは 、少し 引っ掻 いた り、 怪 我を
した りする と、そ こに 乾癬 の 病変
が出 てくる 。そう いう 外の 刺 激に
よっ て普通 何もな い皮 膚の 所 に乾
癬が できま す。好 発部 位は 、 頭、
顔、 肘、膝 です。 それ から 男 性の
陰部 、特に 亀頭部 によ く見 ら れま
す。
そ して爪 です。 これ に関 し ては
結構 皮膚科 の先生 も見 逃し て しま
いま す。基 本的な 尋常 性乾 癬 の病
変の 特徴は 赤くて くっ きり し てい
て、厚い皮が付いています。
環 状乾癬 という のは 、輪 っ かを
伴っ ている もので す。 湿疹 と 間違
えら れたり します 。そ うす る とや
はり 適切な 治療が 受け られ ま せん
ので 、皮膚 科の慣 れた 先生 に 診て

もら うか、 一部調 べる よう に検 査
して 、本当 に乾癬 かど うか 確認 す
ると いうこ とも必 要に なる わけ で
す。 蛎殻状 乾癬は この 皮が 何重 に
も重 なって 蛎殻み たい な形 にな っ
てい ます。 こうい う場 合は 治療 も
ただ 薬を塗 るので はな かな か効 か
ない です。 こうい う方 には より 薬
が染 み込む ような 対策 を立 てて 、
塗り 薬とか 塗り方 を変 えな けれ ば
いけ ません 。その 辺は 是非 患者 さ
んが お医者 さんと 相談 しな がら 、
塗り 方を工 夫しな けれ ばい けな い
です。
爪 の乾癬 は、尋 常性 乾癬 の方 、
それ から膿 疱性乾 癬の 方に も見 ら
れま す。爪 の水虫 と似 てい ます 。
僕ら でも見 ただけ では この 人は 爪
の水 虫なの か、乾 癬な のか 分か ら
ない です。 それで 是非 皮膚 科の 専

門医に 診て頂 きた いと 思い ます 。
我々皮 膚科医 はこ の爪 の乾 癬と か
爪の水 虫でし たら 、必 ずこ の皮 膚
を削っ て白癬 菌が いる かど うか 顕
微鏡で 見ます 。そ の日 数分 或い は
十分ぐ らいで 診断 がつ きま す。 だ
からき ちんと 検査 をし てく れる お
医者さ んにか かっ てく ださ い。 爪
の水虫 という のは 必ず 菌が いま す
ので、 いなけ れば 乾癬 なの です 。
それも 一回で は不 確か な場 合も あ
ります 。まず 点状 陥凹 とい うの が
初期症 状です 。白 く凹 んで いる 部
分を点 状陥凹 とい うの です 。こ れ
が乾癬 の初期 症状 です 。た だこ れ
は掌蹠 膿疱症 とか 、爪 の湿 疹に も
見られ ます。 爪の 症状 で更 に進 み
ますと 、少し 皮が 厚く なっ て、 爪
が厚く なって いき ます 。僕 らの 所
に患者 さんが 来ら れて 、爪 だけ を
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診 てくれ と言われ て も、 必ず 他の
所 も診さ せて頂き ま す。 こち らに
あ るかな いか、或 い は肘 とか 膝に
で す。私 は爪だけ を 診て もら いた
い のだと 来られる の です が、 申し
訳 ないけ ど肘とか 膝 を見 せて 下さ
い と言っ て、確認 さ せて 頂く ので
す 。頭な どにもあ れ ばま ず乾 癬に
間 違いな いわけで す 。私 達は 必ず
爪 を削っ て、爪の 水 虫か 或い は乾
癬 か或い は別の病 気 かと 顕微 鏡で
見 たり、 場合によ っ ては 一部 の皮
膚 をメス で切り取 っ て病 理検 査を
す る場合 もありま す 。チ ガソ ンと
か シクロ スポリン を 飲む 方法 もあ
り ますし 、ステロ イ ドの 塗り 薬と
か ビタミ ンＤ３の 塗 り薬 とか を、
といって密封する治療があり
ODT
ま す。爪 の病気と い うの は結 構多
い という ことを知 っ て頂 きた いと

思います。
滴 状乾癬 は、私 達皮 膚科 は 、若
い人 とかお 子さん です が、 風 邪を
引い て、熱 を出し てい るそ の 時に
小さ い乾癬 の病変 が出 てき ま す。
半分 ぐらい の人は 数ヶ 月で 自 然に
治っ たり、 薬を塗 った りし て いる
うち に治っ てしま いま す。 半 分の
人は 尋常性 乾癬に 移行 し、 そ のう
ち大 きいの が出て きま す。 上 気道
感染 、先程 言った 溶蓮 菌感 染 です
が、 そうい った喉 の炎 症が 原 因と
されています。
次 は乾癬 性紅皮 症で す。 こ れも
尋常 性乾癬 の方が なる 可能 性 もあ
ると いうこ とを是 非知 って お いて
頂きたいです。紅皮症というのは、
全身 の皮膚 が赤く なっ て、 普 通の
皮が ほとん どない 人で す。 先 程の
地図 状の乾 癬があ りま した が 、あ

れが もっと 全身に 広が って しま い
ます 。尋常 性乾癬 から 移行 する 人
もい ますし 、膿疱 性乾 癬と いう の
が悪 化して なる場 合も あり ます 。
特徴 は熱が 出たり 、だ るく なり ま
す。 どんど ん皮膚 の血 液の 蛋白 が
外へ 出てし まいま す。 その 場合 入
院し て治療 する必 要が あり ます 。
この 場合は シクロ スポ リン とか メ
トト レキセ ートと かチ ガソ ンを 飲
んで 頂くこ とにな りま す。 尋常 性
乾癬 の方も コント ロー ルが うま く
いか ないと 、こう いう 可能 性も あ
りま すので 、是非 こう なら ない よ
うに 注意し て頂い て、 なり そう に
なっ たらす ぐ皮膚 科に 行っ て頂 き
たいと思います。
次 は汎発 性膿疱 性乾 癬と いう 病
気で す。こ れも尋 常性 乾癬 から な
る場 合と、 突然発 症す る場 合が あ

ります 。発熱 、関 節痛 、倦 怠感 が
ありま す。膿 疱で すが 、こ の小 さ
い膿、 それが どん どん 出て 、そ の
周りが 赤くな った り、 ジク ジク し
てしま います 。そ して この 膿疱 と
いうの は細菌 が付 いた のか と思 っ
て、心 配され るの です が、 細菌 は
いない です。 無菌 性膿 疱と 言い ま
す。こ の場合 も入 院治 療し て、 チ
ガソン とかネ オー ラル 、シ クロ ス
ポリン とかメ トト レキ セー トで 治
します。このような患者さんも時々
いらっ しゃい ます 。小 さい お子 さ
んの乾 癬とい うの は時 々あ るの で
す。統 計を見 ます と、 〇歳 、数 ヶ
月で発 症する 方も いら っし ゃる の
です。 オムツ 部乾 癬は 、ち ょう ど
オムツをした所に乾癬があります。
最後に Sebopsoriasis
です。 Seb
と
oいうのは Seborrheic dermatit
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、 脂漏性 皮膚炎と いう病 気です
is
が、それと乾癬を足したもの、 ps
、だから Sebopsoriasis
で
oriasis
す 。脂漏 性皮膚炎 と 乾癬 両方 の特
徴 があり ます。大 人 には 多く 、子
ど もには あまりい な いで す。 脂漏
性 皮膚炎 とはどう い うも のか と言
う と、頭 とか顔の 赤 味は 、乾 癬よ
り も薄い です。頭 に 乾癬 があ る方
は 、頭に 出来た場 合 、御 存知 の通
り 、剥け る皮は結 構 厚い です 。そ
れ から赤 味も結構 は っき りし てい
て 、少し 盛り上が っ た赤 味で す。
と ころが 脂漏性湿 疹 の場 合は 赤味
が薄くて、剥ける皮も薄いのです。
最 初は脂 漏性湿疹 だ と思 って いた
ら 、後か ら尋常性 乾 癬が 出来 るこ
と もあり ます。尋 常 性乾 癬の 人に
こ ちらが 出来たと か 色々 な場 合が
あ ります 。治療は 乾 癬に 準じ た治

療をします。
未だ桜には早いですが、皆さ
んの人生で是非桜がまた満開に
なることをお祈りします。私達
もまた頑張っていきたいと思い
ます。御清聴ありがとうござい
ました。

地区懇談会開催報告

３月１１日(火)

日生地区懇談会開催
第４回

今年初めての会合で、20名の参加者がありました。今回は同じ病

院からの紹介で、日生病院にこられた方が、たまたま隣同士に座ら
れ話がはずみました。また、お手伝いいただけるとの申し出が二名

あり、幸先の良いスタートとなりました。

【次回以降の予定…5/15（木)、7/15（水)、9/18（木)】

４月５日(土)

第１２回 北大阪地区懇談会開催

今年２回目（今年最初の会合は桔梗欠席のため報告できませんで
した。お詫びして、低姿勢申し上げます）の会合を吹田市北千里市

民会館で開催しました。１２名の参加がありました。日生病院の懇

談会に来られていた方が、こちらにも参加いただき、さらに親交を
深めることができました。

また、この日は絶好の花見日和で、懇談のあとは南千里公園にて

お花見。まさに、春宵一刻値千金、歓談のときは瞬く間に過ぎ、な

ごりを惜しみつつ散会となりました。
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桔梗）

（文責

お詫びと訂正
前回34号でお知らせした2007年度の決算報告及び2008年度予算書に於いて数字の間違いがありましたので、改め
て訂正版を掲載します。大変申し訳ありませんでした。

2007年度収支決算報告書（自：2007年1月1日～至：12月31日）
収 入
支 出
摘 要
金 額
摘 要
金 額
前年度繰越金
592,883 通信費
146,530
年会費入金
660,000 交通費
124,980
@3,000円ｘ220名分
印刷費
49,580
会報・小冊子販売
4,400 講演会費
100,000
雑収入
89,759 交流費
10,000
寄付
60,380 学会費
145,823
事務費
4,960
幹事会・会場費
19,200
雑費
53,716
１０周年記念行事等積立金
200,000
次年度繰越金
552,633
合計
1,407,422 合計
1,407,422

大阪乾癬患者友の会

上記収支においてすべての帳票を調べた結果
収支ともに誤りなきことを証します。

会計 池内清貴
2008年1月12日 会計監査 加納修二

2008年度運営予算書（自：2008年1月1日～至：12月31日）
収 入
支 出
摘 要
金 額
摘 要
前年度繰越金
552,633 通信費
本年度会費収入見込
660,000 交通費
@3,000円ｘ220名
印刷費
１０周年記念行事等積立金
200,000 講演会費
交流費
学会費
事務費
幹事会・会場費
雑費
１０周年記念行事等積立金
補正予算又は次年度繰越
合 計
1,412,633
合 計

大阪乾癬患者友の会

上記2008年度予算案策定しました。

2008年1月12日
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金 額
120,000
120,000
90,000
120,000
10,000
210,000
10,000
20,000
20,000
400,000
292,633
1,412,633

幹事会
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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」
プ
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「ＰＳＯＲＩＡ ＮＥＷＳ」 第３５号
発行：大阪乾癬患者友の会(梯の会）
事務局：550-0012大阪市西区立売堀6丁目3番8号
日本生命済生会附属日生病院皮膚科内
TEL

06-6543-3581 FAX

E-mail

06-6532-6482

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