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◎第１9回学習懇談会

・

まり を心配 してい まし たが 、百 名
以上 の方が 集まり 熱心 に聴 講し て
頂き ました 。九州 や関 東・ 名古 屋
など 遠くか らも大 勢参 加し て頂 き
ました。
学 習会場 での質 問は 質問 用紙 に
よるものに限らせて頂きましたが、
専門 的な質 問が数 多く 寄せ られ 、
演者 の両先 生に丁 寧に 答え て頂 き

ました。
また 学習会 の後 の懇 談会 には い
つも以 上に多 くの 方が 参加 され 、
閉会時 間まで 活気 ある 話し 合い が
続きました。
現在 治療中 の方 は勿 論、 関節 症
や膿疱 性を現 在発 病さ れて いな い
方も何 時症状 が出 てく るか 分か り
ません ので、 事前 に知 識を 持っ て
おかれ ること は重 要な こと であ り
非常に 有意義 なお 話を 聞か せて 頂
きました。
ご多 忙な中 、膿 疱性 乾癬 の貴 重
なエビ デンス から 最新 の治 療法 ま
でご紹 介頂い た岩 月教 授と 、岩 月
教授の ご都合 で急 遽ト リの 講演 を
して頂 くこと にな り、 やや 緊張 気
味に話 しをス ター トさ れな がら 関
節症乾 癬につ いて 非常 に分 かり 易
くお話 し頂き まし た辻 先生 に深 く
感謝致します。
遠方よ り体験 談の発 表のため に
飛行機 で駆け つけ て下 さっ た仲 道
さんや 、事前 交渉 から 会場 の機 器
設定ま で阪大 の西 田さ ん、 会場 の
設営に 協力頂 きま した 日生 病院 の
方々どうも有り難うございました。
梯の会設立十周年を迎えて 活
動の幅 を更に 拡げ て行 きた いと 思
います ので、 会員 の皆 様の ご協 力
を宜しくお願い申し上げます。
副(会長 中山）
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◆日生病院で開催◆
かねてより
会員の方か
ら情報が少
ない関節症
性乾癬と膿
疱性乾癬の
学習会の実
施を、強く
要望されて
おり ました 。しか し専 門と さ れて
おら れる先 生が殆 どお られ な い等
の理 由によ り、開 催が 出来 な い状
況でした。
こ の度東 山先生 始め 相談 医 の先
生方や関係者の方のご努力により、
厚労 省の「 希少難 治性 皮膚 疾 患に
関す る調査 研究班 」の 代表 を 務め
ておられる岡山大学の岩月教授と、
整形 外科で は全国 で唯 一乾 癬 の専
門外 来を診 察され てお られ る 星ヶ
丘厚 生年金 病院の 辻先 生に 講 演し
て頂くことが出来ました。
特 殊な内 容でし たの で聴 衆 の集

日生病院

・患者体験談 大分 仲
道
P12
・三重海水浴参加記
P16
・10周年記念学習会案内
P17
・お知らせなど
P18
・第19回学習会開催
P1
・ 「膿疱性 乾癬に つ
い て」 岡 山大学
岩月啓氏
P3
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第 十九回学 習会より

医療講演

「膿疱性乾癬について」
岩月啓氏

た。実はまだ完成ではないのです、
この 度やっ とガイ ドラ イン と いう
のを 作るこ とがで きま した 。 その
全ページですと、百何ページになっ
てし まいま すので 、と ても コ ピー
でき ないの ですけ れど 、要 約 部分
を今 日は用 意して まい りま し た。
ぜひ それを 御覧に なり なが ら 話を
聞いて頂きたいと思います。
ガ イドラ インと いう のは 御 存知
のように色々な疾患で策定されて
いま す。こ こで一 言申 し上 げ てお
かな くては いけな いの は、 ガ イド
ライ ンとい うのは その 通り に やり
なさ いよ、 という もの では な いの
です。やはり患者さんそれぞれ色々
なバ ックグ ラウン ドと いう も のを
持っ ていら っしゃ いま す。 基 礎疾
患も ありま すし、 画一 的に こ れを
やっ たらこ うなる とい うも の では
あり ません 。一応 現段 階の 治 療の
中で これだ ったら こう いう パ ーセ
ント で有効 率が出 て、 一番 標 準的
な治 療にな り得る だろ うと い うの
をＥ ＢＭと いいま すけ れど 、 エビ
デンス 証
( 拠）に基づいてそれを

岡山大学大 学院教 授

皆さん こんにち は 、岡 山大 学の
岩 月啓氏 と申しま す 。ど うぞ よろ
し くお願 いします 。 今東 山先 生か
ら 御紹介 して頂き ま した よう に，
私 は岡山 大学の皮 膚 科に おり ます
け れども 、この六 年 間ず っと 、厚
生 労働省 の班会議 で 稀少 難治 性皮
膚 疾患調 査研究班 に 所属 して いま
し た。そ の研究班 は 、膿 疱性 乾癬
を 含めて 、天疱瘡 と か先 天性 表皮
水 疱症な どを取り 上 げて 研究 をし
て 、より よい治療 を 開発 して いく
と いう使 命という か タス クを 持っ
た 仕事で ございま し て、 その 中の
膿 疱性乾 癬という 病 気に つい て少
し 研究し 、調査を し てま いり まし

集め てくる という のが その ガイ ド
ラインの手法なのです。ですから、
もう 一度言 います が、 その 通り に
治療 しなく てはい けな いと いう こ
とは ありま せん。 あく まで 標準 的
な治 療を示 し、但 しそ れぞ れの 患
者さ んに持 ってい る病 気や 基礎 疾
患な ど、色 々なも のが あり ます の
で、 それを 加味し た上 で、 後は 医
師の 裁量権 、そし て患 者さ んと の
話の 中で治 療を組 み立 てて いく と
いう ことが ガイド ライ ンの 使命 に
なる わけで す。そ こを ご理 解頂 き
たいと思います。
今 日お話 したい のは 膿疱 性乾 癬
とい う病気 です。 ひょ っと した ら
御存 知ない 皆さん もい らっ しゃ る
と思 います ので、 乾癬 の中 で一 体
どう いう病 気なの だろ うか 、ど ん
な病 気なの だろう かと いう こと を

最初十 分ほど お話 した いと 思い ま
す。そ れから 私達 が作 成し て参 り
ました ガイド ライ ンを 作っ た意 味
といい ますか 、ど うい った 構成 に
なって いるの かを 少し ずつ 話し た
いと思います。
まず 膿疱性 乾癬 なの です けれ ど
も、それをまずご理解頂くために、
これは 二〇〇 〇年 度で 少し 古い の
ですが 、私が 福島 医大 に居 る時 に
まとめ ていた 疫学 的調 査を お示 し
します 。一年 間で 千数 百例 ぐら い
の、乾 癬の患 者さ んの 新規 登録 が
ありま す。こ れは 日本 乾癬 学会 と
いう所 で毎年 出し てい る疫 学調 査
です。 その中 で尋 常性 乾癬 の患 者
さんが やはり 圧倒 的に 多い です 。
千百、 あるい は千 二百 に近 づい て
います 。こう いっ た非 常に たく さ
んの患者さんがおられるわけです。
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先生
岩月啓氏

男 性に比 べて女性 は 少な い、 大体
二 対一ぐ らいです 。 男性 二に 対し
て 女性一 ぐらいの 割 合で 尋常 性乾
癬 の患者 さんはお ら れま す。 一方
そ の他の 乾癬とい う のは 色々 と名
前がついてたくさんあるのですが、
頻 度は本 当に少な い です 。こ こは
少 しスケ ールが違 い ます ので 、お
間違いのないようにしてください。
ゼ ロから 千二百人 の スケ ール 、こ
こ から〇 ～四〇の ス ケー ルで すの
で 、全然 違います 。 滴状 乾癬 とい
う のは、 よく子ど も さん 達が 扁桃
腺 を腫ら した後に 細 かい 皮疹 が出
て くるも のです。 こ の方 達は 治り
やすいです。それから紅皮症といっ
て 、全身 が真っ赤 に なっ てし まう
よ うな乾 癬の方も お られ ます 。そ
れ からリ ューマチ と 同じ よう な関
節 症状が 非常に強 く 出る 乾癬 の方

もお られま す。今 日取 り上 げ てい
るの は、こ こに書 いて ある Ｅ とＦ
の所 の膿疱 性乾癬 です 。そ の 前に
汎発 性とい うふう に書 かれ て あり
ます 。この 定義が 実は 色々 と 問題
にな るとこ ろなの です けれ ど も、
膿疱 性乾癬 という 中に も色 々 な病
型が ありま して、 厚生 労働 省 の中
でい わゆる 特定疾 患と して 医 療費
が給 付され てくる とい う疾 患 は汎
発性の膿疱性乾癬というものです。
ただ しテキ ストを 見る と膿 疱 性乾
癬の 中に色 々なタ イプ があ り 、掌
蹠膿 疱症と いって 、手 掌と か 足底
とか に膿が 出てく る疾 患を 局 所型
膿疱 性乾癬 ではな いか と欧 米 の教
科書 には書 いてあ るの です が 、そ
うい う病気 はこの 汎発 性の 中 には
入っ ていま せん。 そこ も後 で 説明
しま す。そ の他色 々な タイ プ があ
りま す。大 体どの くら いか と いう
こと をおお ざっぱ に言 いま す と全
部の 乾癬の 患者さ んの 中で 、 この
汎発性膿疱性乾癬は約一％です。
実 際の症 状です けれ ども 非 常に
激し い全身 の潮紅 のた めに 皮 膚が
真っ 赤にな ってし まい ます 。 それ
からよく見てみますとこういう所
に細 かい黄 色い点 があ りま す 。こ
れが 膿疱と いうも ので す。 こ うい
うふ うに皮 膚に細 かい 膿疱 が 出て
きま す。も ちろん これ だけ で はあ
りま せん。 全身に 浮腫 が広 が りま
すし 、発熱 なども あり ます 。 それ

から 炎症反 応を伴 って きま す。 Ｃ
ＲＰ という 炎症性 蛋白 も非 常に 高
くな ってき ます。 それ が膿 疱性 乾
癬の 急性期 の反応 です 。そ れが 激
しく なると 、細か い膿 疱が こう い
うふ うに融 合して 膿が 溜ま った 膿
海と 言われ る臨床 を呈 して くる 方
もお られま す。い わゆ る膿 疱性 乾
癬で 汎発型 、つま り特 定疾 患で 受
給対 象とな るのは 、こ こに あげ ま
した ような 病態で す。 汎発 性膿 疱
性乾 癬に含 める病 型と して 、ア ロ
ポー 稽留性 肢端皮 膚炎 が汎 発化 し
たも の、そ れから 聞き 慣れ ない か
もし れませ んが、 疱疹 状膿 痂疹 と
いう 病型が ありま す。 これ は何 か
とい うと妊 娠中に 出る 膿疱 性乾 癬
とい うふう に御理 解頂 けれ ばい い
と思 います 。主に この 三つ を膿 疱
性乾 癬の汎 発型と 言っ てい るわ け

です。 これも 後で もう 一回 説明 し
ます。 激しい 方は こう いう 病態 に
なりま す。真 っ赤 にな って きて し
まって 、皮膚 はは がれ 落ち てま い
りまし て、膿 が溜 まっ てき ます 。
こ れ が 汎 発 性 の von Zumbusch
型
（急性 汎発性 膿疱 性乾 癬） とい う
一番激 しいタ イプ の膿 疱性 乾癬 で
す。こ れは教 科書 から 採っ てま い
りまし た小児 例で すが 激し い皮 膚
症状が 出てき ます 。と ころ が別 の
小児で は環状 皮疹 にな って 、そ の
周りに 細かい 少膿 疱出 てく る、 た
だしこのタイプのもの（ circinat
e annularタイプ）は症状が軽く
て比較 的治り やす いで す。 これ も
欧米で は膿疱 性乾 癬に 入っ てい る
のです けれど も、 軽症 です から 特
定疾患 の受給 の対 象に はな らな い
という 決まり があ りま す。 激し い
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膿 疱性乾 癬が出る 時 には 色々 な皮
膚 外症状 が出てき ま す。 例え ば舌
で す。こ ういう所 を 見ま すと 地図
状 舌と言 って地図 状 に粘 膜・ 舌の
所 に皮疹 が広がっ て きま す。 粘膜
疹 が広が ってくる タ イプ です 。そ
れ からこ れをアロ ポ ー稽 留性 肢端
皮 膚炎と いいます 。 指先 だけ に病
変 があり まして、 こ れだ けな ら汎
発 性では ないので す が、 ここ から
希 にです けれども 膿 疱化 が起 こっ
て きます 。尋常性 乾 癬の 方た ちも
や はり指 先に病気 が 来る こと がし
ば しばあ ると思い ま すけ れど も、
そ の場合 よりもも っ と激 しい 爪の
下 などに 膿が溜ま っ たよ うな 状態
に なって いる。そ れ がア ロポ ー稽
留性肢端皮膚炎というタイプです。
更 に膿疱 性という こ とに なっ てく
ると、ここから全身に膿疱が広がっ

てく るとい うこと です 。で も これ
は非 常に希 な病型 です 。膿 疱 性乾
癬の 患者さ ん、あ るい は尋 常 性の
患者 さんも そうな ので すが 、 関節
症を 合併す ること があ りま し て、
関節 症でお 困りの 方が たく さ んお
られ るかと 思うの です が、 膿 疱性
の方 では、 尋常性 の方 より も 関節
症の 頻度が 高くて 、十 五％ か ら多
い統 計で三 十％ぐ らい の方 が 関節
症状を呈してこられます。
で は一体 この尋 常性 乾癬 と 膿疱
性乾 癬はど こが違 うか です 。 皮膚
症状 を見た 印象で も膿 疱性 乾 癬は
非常 に激し くて、 尋常 性乾 癬 とは
違う のでは ないか 、ど こが 同 じ病
気な のかと いう疑 問が 出て く ると
思う のです が、そ れを 明ら か にす
るた めにこ こに組 織を 示し ま す。
左側 は尋常 性乾癬 です 。皆 さ ん方

も皮 膚を生 検とい う方 法で 顕微 鏡
で組 織像を 見て診 断を つけ ると い
う検 査を受 けられ た方 もお られ る
と思 います が、実 際こ のよ うに し
て診断をしてつけていくわけです。
尋常性乾癬の組織所見はここにシェー
マで 示しま した。 角層 が厚 くな っ
てそ こに不 全角化 とい う異 常が あ
りま して、 真皮側 から 白血 球が 角
層に 向かっ て上が って きて 凸レ ン
ズ状 に固ま りをな して きま す。 表
皮は 棍棒状 に延び てき ます 。そ の
結果 、赤く て少し 盛り 上が った 紅
斑が 局面と して見 られ て、 表面 に
は厚 く銀白 色の鱗 屑を 付け てい る
形に なりま す。こ の組 織で 分か る
こと は、一 つは炎 症反 応が ある と
いう ことで す。リ ンパ 球、 それ か
ら好 中球が 浸潤し てき て、 角層 に
小さ な微少 膿疱で すね 、こ れは マ

ンローの微小膿瘍というのですが、
尋常性 乾癬の 特徴 的所 見が 見ら れ
るわけ です。 ただ 肉眼 的に はこ の
好中球 の集ま りを 膿と して は認 識
出来な いです 。け れど も組 織学 的
に見る とちゃ んと こう いう 所に も
好中球 の反応 があ るわ けで す。 そ
れと同 時に表 皮が 肥厚 して 伸長 す
る表皮 増殖と いう 二面 性を 持っ て
いるわ けです 。つ まり 炎症 と皮 膚
の増殖 という 二面 性が 尋常 性乾 癬
という病気を作っているわけです。
それを 抑える ため に色 々な 薬を 使
うので す。こ の炎 症を 止め 、表 皮
の増殖 を抑え なが ら、 治療 につ な
げるわけです。
今日 お話し てい る膿 疱性 乾癬 が
右に示 してあ りま す。 どこ が違 う
か一目 瞭然だ と思 いま すが 、尋 常
性乾癬 の場合 に角 層の 所に 少し だ
け溜ま ってい たよ うな 好中 球の 集
まりが 、膿疱 性乾 癬で は大 きな 膿
疱とし て溜ま って くる わけ です 。
これが 外から 見る と黄 色い 膿と し
てみえ るので す。 大事 なこ とは 、
細菌感 染によ るお でき と違 って 、
この膿 疱性乾 癬の 膿の 中に はは っ
きりとした病原性細菌はいません。
しかも 、膿疱 はこ の角 層の 下の 所
に出来るのです。おできなどはもっ
と深い 所に出 てき ます 。膿 疱性 乾
癬の膿 疱を無 菌性 の角 層下 膿疱 と
言いま す。こ れが 特徴 なの です 。
それと もう一 つは 、好 中球 が侵 入
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し てくる 段階で、 コ ゴイ 海綿 状膿
疱（ Kogoj
’ s spongiform pustu
） 、とい うスポン ジ状の 組織反
le
応 を起こ すのも膿 疱 性乾 癬に 特徴
的 な所見 なのです 。 もう 一回 比較
の ために この乾癬 組 織を 見て 頂く
と 分かり ますけれ ど も、 乾癬 の中
で 非常に この炎症 反 応が 強調 され
て 、止ま らなくな っ てし まっ た状
態 、それ が膿疱性 乾 癬だ とい うふ
う に御理 解頂けれ ば いい かな と思
い ます。 免疫学的 な 病態 は少 しや
や こしい のですけ れ ども 、乾 癬に
つ いては すでご存 知 かも しれ ませ
ん が、い わゆる免 疫 反応 の中 では
病と言われていました。つま
Th1
り それは リンパ球 の 中で イン ター
などを 出 すよ うな 細胞
フ ェロン γ
が 主役を なしてい る ので はな いか
と 言われ てきまし た 。そ れを コン
ト ロール している の は実 は形 質細
胞 様 樹 状 細 胞 と か あ る い は TNFα
などを放出する樹状細胞です。色々
な 物質を 放出する よ うな 樹状 細胞
が Ｔ 細 胞 を 活 性 化 し て 、 こ の Th1
が 悪さを している の だと 言わ れて
き たので すけれど 、 ごく 最近 は、
に 加 え て 、 も う 一 つ Th17
とい
Th1
う リンパ 球が乾癬 を 起こ して いる
主 役では ないかと い うこ とも 言わ
れ ていま す。薬の 中 でや はり シク
ロ スポリ ンなど免 疫 を抑 える よう
側も抑え
な薬というのはこの
Th1
も 上手に
るのですけれども、 Th17

抑えてそれが治療にうまくつながっ
てい くとい う所で 、逆 に病 態 が分
かっ てきた わけで す。 同様 の 機序
が膿 疱性乾 癬につ いて も言 わ れて
もい るので すけれ ども 、で は どう
して 激しく 好中球 がこ こに 溜 まっ
てく るのか という のは まだ 少 し分
から ないと ころで す。 今ま だ 研究
中です。
こ こで色 々な疑 問が 出て く ると
思う のです が、膿 疱性 乾癬 と いう
のは 一体ど んな人 に起 こる の だろ
うか 、尋常 性乾癬 の患 者さ ん と膿
疱性 乾癬の 患者さ んは 一緒 か どう
かと いうこ とです 。今 まで 大 体分
かっ てきた ことだ けお 話し し ます
と、 やはり 尋常性 乾癬 とし て 病気
が出 てくる 方と、 膿疱 性乾 癬 とし
て病 気が出 てくる 方は 素因 と いう
意味 で少し 違いが ある だろ う とい

うこ とは分 かって きて いま すが 、
では どこが 違うの かと いう のは ま
だは っきり いたし ませ ん。 日本 で
も東 海大学 や山口 大学 も中 心と し
まし て、ゲ ノムワ イド のス タデ ィ
とい って、 乾癬の 患者 さん 達を 遺
伝子 レベル で、ど こに 病気 の元 が
ある かとい う研究 をし てい ます 。
十五 ぐらい の候補 が絞 られ てき ま
した 。それ の色々 な組 み合 わせ で
病気 が起こ ってく るわ けな ので す
が、 その組 み合わ せの 具合 がこ の
尋常 性乾癬 と膿疱 性乾 癬で は少 し
違う という ことも 分か って 来ま し
た。 それか らこれ は誘 因と いう ふ
うに 考えた らいい と思 いま すけ れ
ども 、どう いう原 因が 膿疱 性乾 癬
を誘 発する のかも 少し 分か って き
ました。二十年から三十年前でしょ
うか 、膿疱 性乾癬 の誘 因で 一番 多

かった と思う のは 、内 服し てい る
ステロ イド剤 を急 にや める と膿 疱
化が起 こって くる とい う事 例で し
た。これまでこういう知識がなかっ
たのか 、ある いは 皮膚 科以 外の 方
達が、 乾癬と いう 診断 がつ かず に
ステロイド剤等を使っておられて、
内服し ている 間は とて もき れい の
ですが 、やめ てい く時 にど っと 膿
疱化が 起こっ てく ると いう こと が
起きま した。 外用 ステ ロイ ドで も
強いの をずっ と使 って いた りす る
と、や はり急 にや める と治 療部 位
に膿疱 化が起 こっ てく ると いう こ
とも報 告され てい ます 。そ れか ら
ある種 の内服 等、 例え ば炭 酸リ チ
ウム等 が有名 なの です が、 好中 球
の活性 化を起 こす よう な薬 を飲 ん
でいる 時に、 それ まで 潜ん でい た
膿疱性 乾癬が 一気 に出 てく ると い
うこと もあり まし た。 それ から 先
程、疱疹状膿痂疹と言いましたが、
妊娠さ れた時 に一 気に 膿疱 性乾 癬
が出て くると いう こと も知 られ て
います 。普通 に生 活し てお られ た
方でも ストレ ス等 が加 わっ たり 、
感染症 が加わ りま すと やは り膿 疱
性乾癬 になっ てく るよ うな こと も
知られています。
こう いった もろ もろ の原 因で 誘
発され るので すけ れど も、 おお も
との原 因がど こに ある かと 言わ れ
るとま だ残念 なが ら分 かっ てい ま
せん。 それか ら尋 常性 乾癬 から 膿
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疱 性乾癬 へ移行す る のか 、逆 はあ
る のかと いうこと で すが 、こ れも
先 程既に 言いまし た が、 尋常 性乾
癬 で例え ば内服ス テ ロイ ド等 を受
け られて いてそれ を 突如 中断 致し
ますと燃えさかることがあります。
そ れから 他には乾 癬 の炎 症反 応が
非 常に不 安定で、 動 きの ある 時、
つ まり増 悪期に、 例 えば 本来 なら
乾 癬に効 く薬であ っ ても それ が刺
激 になっ て膿疱化 す ると いう よう
な ことも 報告され て おり ます 。そ
れ から他 の病気に 対 して 使っ た治
療 薬に対 して膿疱 化 する とい うよ
う なこと も当然知 ら れて いる とい
うわけです。では膿疱性乾癬になっ
た 方が尋 常性乾癬 に 移行 する 場合
も ないわ けではあ り ませ ん。 後か
ら 少し問 題になり ま すけ れど も尋
常性乾癬から一過性に膿疱化する、

それ でまた 尋常性 に戻 る場 合 もあ
れば、もともと膿疱性乾癬で始まっ
てず っと膿 疱性乾 癬の まま 過 ごさ
れる 方もお られる わけ です 。 そこ
を区 別して 考えな いと いけ な いと
いう ことに なって いま す。 尋 常性
乾癬 から一 過性に 悪く なる 方 は膿
疱化 した急 性期を 治療 すれ ば 、尋
常性 乾癬に 戻るこ とが 多い で す。
しか しなが ら最初 から 膿疱 性 乾癬
とし て発症 して、 何回 も何 回 も繰
り返 す方が おられ ます 。そ う いう
方達 は膿疱 性乾癬 が治 った 時 でも
尋常 性乾癬 の典型 的皮 疹と は 違う
よう な発疹 、淡い 紅斑 と薄 い 鱗屑
が付 着する ような 皮疹 が出 て きた
りと いうこ とがあ りま して 、 皮疹
をみ ても少 し違う わけ です 。 つま
り、 本当に この尋 常性 乾癬 と 膿疱
性乾 癬が同 じ病態 なの か、 乾 癬と

いう 名前で は括ら れて いる けれ ど
も本 当は違 う病気 なの かが まだ 分
かり ません 。尋常 性乾 癬と 膿疱 性
乾癬 は、組 織反応 とし ては 類似 点
が非 常に多 いし、 また 、移 行例 も
ある し、確 かに似 ては いま す。 し
かし 、違う 点も多 いの です 。一 つ
は発 症の年 齢分布 が違 いま す。 膿
疱性 乾癬は 子供達 に出 るグ ルー プ
があります。それから後は三十代、
四十 代から 出るグ ルー プが あり ま
す。 子供達 に出る グル ープ とい う
のは 女児に 多くて 、非 常に 治り に
くく て繰り 返しま す。 そう いう 分
布が やはり 違うと いう こと 、そ れ
から 先程少 し疫学 の所 でお 話し ま
した が、尋 常性乾 癬は 男性 が二 に
対し て、女 性が一 です 。し かし 膿
疱性 乾癬は どちら かと いう と女 性
に多 いです 。子供 達を 見る と女 性
にず っと多 いです 。そ うい うよ う
なこ とで出 る背景 が違 うと いう こ
とで す。そ れから もう 一つ 、膿 疱
性乾 癬で大 事なこ とは 、繰 り返 す
とい うこと です。 一回 治っ て、 い
い時 があっ てもま た何 かが ある と
突然 、膿疱 化して 繰り 返す 。ま た
いい時があるという繰り返しが起
こる という ことで す。 その 辺が 大
分違 うとい うこと 、そ れか ら乾 癬
の素 因とし てＨＬ Ａを 調べ ると や
はり 素因と して少 し違 うと いう こ
とが分かってきました。
以 上が膿 疱性乾 癬の アウ トラ イ

ンなの ですが 、こ こを ベー スに し
て少し ガイド ライ ンの 方に 話を 進
めたい と思い ます 。お 手元 にお 配
りした 資料が ござ いま すが 、そ れ
も御覧 になり なが ら資 料の 最後 の
方の臨 床写真 をま ず一 回出 して い
ただけ ますか 。も う一 回知 識を 整
理しま す。詳 細は 、イ ンタ ーネ ッ
トで日 本皮膚 科学 会の 治療 ガイ ド
ライン という 所を 見て 頂い て、 そ
れを参 考にし て頂 けれ ばと 思い ま
す。膿 疱性乾 癬は 、子 供の 場合 、
大人の 場合色 々あ りま すが 、診 断
の手引 きとし て典 型的 な膿 疱性 乾
癬の臨床像をお示しいたしました。
先程の 写真と 同じ です 。汎 発性 膿
疱性乾 癬をい わゆ る特 定疾 患と し
て受給 対象と なる 疾患 と考 えて 頂
ければ いいと 思い ます 。鑑 別す る
べき疾 患を示 しま した 。環 状皮 疹
になって小さい膿疱が並びやすい、
これは 先程少 し言 いま した けれ ど
も、環 状にな る乾 癬、 しか も組 織
を取っ てみる と好 中球 浸潤 が目 立
つので すけれ ども 、こ うい った 病
型は膿疱性乾癬には含まれますが、
汎発型 ではな いの で受 給の 対象 に
はなり ません 。ア ロポ ー稽 留性 肢
端皮膚 炎、こ れも 指先 に限 局す る
うちは 膿疱性 乾癬 とは 言わ ない わ
けです 。ここ から 膿疱 が全 身に 広
がって きたも のを 受給 対象 にす る
ということです。
それ からも う一 つの 鑑別 疾患 な
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の ですが 、抗菌薬 な どを 飲ん で一
過 性に全 身発赤と 細 かい 膿疱 が出
現 する病 気があり ま す。 急性 汎発
性 発疹性 膿疱症で 、 抗菌 薬と か水
虫 を退治 するよう な 内服 薬を 飲む
と たまに 出ること が あり ます 。け
れ どもこ れは大体 十 日か ら二 週間
ぐ らいで 治ってき ま す。 ただ この
時 に組織 を取って み ると 、膿 疱性
乾 癬とそ っくりな の です 。だ から
最 初は区 別が付か な いこ とが 多い
で す。で もこれは 非 常に 経過 がい
い ので、 除外をし な くて はい けま
せんよということを記載しました。
こ ういっ た除外診 断 、そ れか ら先
程 あった ような典 型 的な 例、 それ
を 少し頭 に入れて 頂 いて 、診 断を
つ け場合 の手引き に して いた だき
たい資料です。
では最 初のペー ジ に戻 って 頂け
ま すか。 復習にな り ます が、 膿疱
性 乾癬の 定義とい う のは 、こ の診
断基準（二〇〇六年）の通りです。
こ の基準 の下に今 各 県の 個人 調査
票 で受給 特定疾患 申 請を する とい
う ことに なってい ま す。 急性 の発
熱があり、潮紅し、そして先程言っ
た 無菌性 膿疱が見 ら れま す。 病理
組織学的にコゴイ海綿状膿疱を特
徴 とする ような角 層 の下 にで きる
膿 疱です 。角層下 膿 疱を 形成 する
の が特徴 です。も う 一つ 大事 なポ
イ ントは 再発を繰 り 返す とい うこ
と です。 一回で治 っ てし まう もの

は膿 疱性乾 癬とは 考え にく い とい
うこ とです 。特定 疾患 とい う のは
難治 性で後 遺症を 残し たり 、 色々
な合 併症が ある疾 患を 優先 的 に採
用するということもありますので、
私達 は二〇 〇六年 には その 点 を明
確に しまし た。つ まり 全身 性 の炎
症反応に伴うような異常を呈して、
粘膜 の症状 、先程 あっ たよ う なこ
の舌 の所で すが、 口の 中と か こう
いう 所に病 変が出 来て くる と いう
こと 、それ から関 節炎 を合 併 して
くる ことを 明記し まし た。 そ れか
らも う一つ は目の 症状 が出 る こと
もあ ります 。虹彩 炎や 眼球 に 膿が
溜ま ってく るので す。 それ か ら関
節炎 などが 非常に 強い とア ミ ロイ
ドー シスを 合併し てき ます 。 これ
はち ょうど 関節リ ュー マチ で 長い
こと 経過し ておら れる 方の 一 部に
二次 性のア ミロイ ドと いう 物 質が
溜ま ってく ること があ りま す が、
それ がこの 病気で も起 こり え るこ
とを 記載し ました 。診 断項 目 の主
症状 として は、発 熱あ るい は 全身
倦怠 感等の 全身症 状が 伴う と いう
のを 入れま した。 二つ 目の 主 症状
は皮膚症状から見た記載で、潮紅
した皮膚面に無菌性膿疱が多発し、
融合 し、膿 海を形 成し ます 。 先程
臨床 写真で お見せ した 通り で す。
三番 目は皮 膚を採 らせ ても ら うと
コゴ イの海 綿状膿 疱を 特徴 と する
よう な好中 球性の 角層 下膿 疱 を証

明す るとい うこと です ここ まで 満
たせ ばほぼ 七十五 ％ぐ らい の特 異
性を もって 診断が 可能 です が、 こ
れだ けだと 薬剤に よる 急性 汎発 性
発疹 性膿疱 症を除 外で きま せん 。
そこ で、四 番目は 繰り 返し 生じ る
ということを項目にいれました。
われわれの膿疱性乾癬 汎
( 発型）
の診 断は、 膿疱性 乾癬 を全 身性 の
炎症 性疾患 として とら えて 、合 併
症に も注目 したと いう こと がポ イ
ント です。 そのた めに 、環 状皮 疹
型は除
に なる circinate annular
き、 尋常性 乾癬で 一時 的な 膿疱 化
が出 た場合 、たと えば 尋常 性乾 癬
でス テロイ ドを飲 んで おら れる 方
が、 それを 止めて 一回 だけ 膿疱 化
した 、けれ どもそ れが 終わ った ら
治っ てしま う場合 には 特定 疾患 と
して入ってこないということです。
これ は以前 からの 決ま りに なっ て
いま すので 、われ われ の改 訂で も
それ を踏襲 してお りま す。 検査 と
して は特異 的なも のは ない ので す
が、 全身性 の炎症 反応 です から 、
やは りそれ に関わ って 、白 血球 の
とか血沈とかこういう
数 と か CRP
も の が高く なって きま す。 それ か
が高かっ
ら患者さんによっては IgG
が高かったりします。そ
た り IgA
れか ら体の 中の蛋 白が どん どん 失
われ てしま います ので 、ア ルブ ミ
ンが 低くな ったり 、カ ルシ ウム が
減っ てくる ことが あり ます 。特 に

疱疹状 膿痂疹 など は低 カル シウ ム
が関与 すると 言わ れて いま す。 そ
れから 引き金 とし て扁 桃を 腫ら す
ことも 気をつ けな くて はい けな い
ので、 これも そう いう 検査 をし ま
しょう と書い てあ りま す。 但し 改
訂で入 れさせ て頂 いた 項目 は、 強
直性脊 椎炎を 含む リウ マト イド 因
子が陰 性の関 節炎 です が、 尋常 性
乾癬よ りもも っと 合併 しや すい と
いうこ とでく わえ まし た。 今日 は
辻先生 の方か らお 話が ある と思 う
のです が、皮 膚科 とし ても こう い
う所に 注目し てお りま す。 それ か
らもう 一つは 目の こと です 。先 程
言いま したよ うに 、目 の方 にも 好
中球が どんど ん入 って きて 膿が 出
てきた りする こと があ りま す。 膿
が溜ま るので す。 そう いっ た病 変
があり ます。 眼瞼 炎な ども あり ま
す。そ れから 意外 と忘 れら れて い
るのが アミロ イド ーシ スと いう 合
併症で す。慢 性的 炎症 反応 があ る
と、そ れに伴 って 肝臓 から アミ ロ
イド前 駆体が 出て きま して 、そ れ
が体を 流れて いる うち に、 普通 だ
とそれ はきれ いに 掃除 して くれ る
のです が、あ る方 達は それ が小 腸
とか腎 臓とか 心臓 にも 溜ま って く
ること があり ます 。注 意を 喚起 す
る意味で加えました。さもないと、
例えば シクロ スポ リン など 腎毒 性
のある ものを ずっ と使 って いる と
アミロ イドに よる 腎障 害を 助長 す
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る ことが あります の で、 気を つけ
な いとい けないと い う考 えか らで
す。
ここか らもう一 度 治療 に戻 りま
す。参考データを申し上げますが、
特 定疾患 の個人調 査 票と いう のは
各 県ごと に厚生労 働 省に 届け てい
ま す。私 達は研究 班 の立 場で デー
タ をお借 りして、 全 国の 状況 の統
計 をとっ ています 。 実際 もっ と細
か く打っ ています が 、大 きく 全国
に どれぐ らいの患 者 さん がい らっ
し ゃるの かという こ とを 見て いき
ま すと、 二〇〇三 年 から 全国 統一
の個人調査書が始まったのですが、
二 〇〇三 年は十分 デ ータ が集 まっ
て いなく て、二〇 〇 四年 と五 年、
こ れは大 体信じら れ る数 だと 思う
のですが、それぞれ八十三、四名、
年 間でこ のくらい の 新規 の受 給者
の方がおられますということです。
意 外と少 ないです 。 全国 的に 見て
も 乾癬患 者さんが 毎 年千 何百 人の
登 録があ るのです け れど も、 比較
す ると非 常に少な い 数で す。 先程
女 性に多 いと言い ま した が、 この
デ ータか ら言うと 実 は男 性に 多い
と いう結 果が出て い ます 。し かし
ながら研究班の方で集積症例を検
討 してい ますと、 少 し女 性が 多い
よ うなデ ータにな っ てい るの です
が 、ここ は新規受 給 者で 、そ の個
人 票に書 かれた性 別 を書 き写 して
い ます。 大体この く らい の数 の方

が新 規受給 を受け てい らっ し ゃる
とい うこと になり ます 。膿 疱 性乾
癬は 乾癬全 体の約 一％ です 。 小児
期に 一つピ ークが あっ て、 三 十代
にも う一つ ピーク が出 てく る よう
な形 です。 小児期 では 女児 の 罹患
が目 立ちま す。尋 常性 乾癬 が 男性
に二 倍多い のに対 して 膿疱 性 乾癬
は女 性にや や多い とい うの が 乾癬
学会 の登録 データ から は明 ら かに
なっ てきて います 。染 色体 異 常を
症候群というよ うな
有する Turner
病気 があり ますが 、そ れは 一 種の
ホル モンバ ランス 異常 と関 連 して
か、 膿疱性 乾癬が 合併 する こ とが
知られています。
治 療の方 に入ら せて 頂き ま す。
まず 重症度 基準を 策定 しま し た。
基準 値によ ってう まく 重症 、 中等
症、 軽症に 分布す るよ うに 基 準を
作 り ま し た 。 発 熱 ・ 白 血 球 ・ CRP
など色々な重症度があるわけです。
、自分達が作っ
アルブミンとか CRP
たガ イドラ インが どの 程度 実 際の
患者 さん達 の重症 度の 分布 に ふさ
わし いか反 映して いる のか と いう
のを 見てい るので すが 、全 く この
三つ（重症、中等症、軽症）のグ
ループに分かれればいいのですが、
なか なかそ うはい きま せん 。 大体
バラ ンスの いい分 布が 得ら れ る区
分を 設定し て、実 際に 使え る だろ
うと いうこ とを検 定し てい る わけ
です。

最 後のま とめ、 治療 の所 に話 を
入ら せて頂 きます 。や はり 一番 重
要な のは治 療です 。今 日一 番お 話
しし たいの もここ なの です が、 普
通の 乾癬治 療と大 分違 うと ころ が
あり ます。 一つは 膿疱 性乾 癬の 汎
発化 という のは重 症度 が高 いわ け
です 。皮膚 に浮腫 がき て、 体の 水
を奪 われて しまい ます 。何 が起 こ
るか という と循環 する ボリ ュー ム
が減 ってし まって 血圧 が下 がっ た
り、 有効な 血の巡 りが 少な いわ け
です からシ ョック 状態 にな って く
ると 色々な 事が起 こっ てき ます 。
それ ゆえに まずそ うい う緊 急事 態
の時 にはプ ライマ リー ケア ーが 大
切で す。全 身的な 炎症 反応 に対 す
る原 因が何 である かを 確認 して 、
やら なくて はいけ ない 医療 をこ こ
で強 調して おりま す。 特に この 膿
疱性 乾癬、 それか ら紅 皮症 性の 乾
癬の 時に問 題にな って くる のが 肺
とか 毛細
の合併症なのです。 ARDS
血管 漏出症 候群と ある のは 肺合 併
症で す。皮 膚が潮 紅し て皮 膚に 水
が溜 まって いる状 態と いう のは 、
肺 の 血 管 も 非 常 に 透 過 性 と い う か、
血管の隙間が出来ていてそこから
水が 漏れて いるの です 。そ うす る
と肺 に水が 溜まっ た状 態が 起こ っ
てく るので す。そ れを 抑え るた め
には 副腎皮 質ステ ロイ ド全 身投 与
が必 要です 。先程 乾癬 にス テロ イ
ド全 身投与 は良く ない と言 いま し

たが、 生命的 危機 を救 うた めに は
やむを 得ませ ん。 これ は使 わせ て
頂きま す。そ れか らも ちろ んそ の
他の循 環ボリ ュー ムを 保つ よう な
輸液は 必須で す。 これ が大 きな 治
療向上 になっ てい ます 。こ の心 循
環系や 肺合併 症に 対す る治 療、 こ
れなく してこ の病 気の 急性 期は 救
えませ ん。今 まで の死 亡例 を解 析
した結 果、プ ライ マリ ケア ーで は
ここが 一番大 事で す。 それ と同 時
に皮膚 病変に 対す る治 療を して い
かなく てはい けま せん 。乾 癬と 同
じで成 人の非 妊婦 、非 授乳 婦に 関
する治 療等、 それ から 妊娠 され て
いる場 合、小 児の 場合 、そ れぞ れ
違いま す。成 人で 妊娠 され てい な
い場合 の膿疱 性乾 癬の 治療 法と し
てエト レチナ ート 、い わゆ るチ ガ
ソンで す。そ れを 第一 番に もっ て
きまし た。こ れは 推奨 度と いい ま
して、 Ａが一 番推 奨度 が高 くて 、
あとは Ｂ、Ｃ １、 Ｃ２ とい うふ う
になっ ていま すけ れど も、 エビ デ
ンスから言うとＣ１というのは
「やっ てもい い」 、Ｂ は「 推奨 し
ます」 、とい うレ ベル なの です 。
数ある 治療薬 のな かで 同じ 推奨 度
のレベ ルでは あり ます が、 エト レ
チナー トは一 番に 、二 番目 にシ ク
ロスポ リン、 すな わち ネオ ーラ ル
を二番 目にも って きま す。 三番 目
はメソ トレキ サー ト、 これ らは Ｃ
１のラ ンクで 同じ なの です が、 ガ

9

イ ドライ ン策定委 員 会と して は推
奨 したい ものはエ ト レチ ナー ト、
シ クロス ポリン、 メ ソト レキ サー
ト という 順番にな り ます 。も ちろ
ん これら 二つを組 み 合わ せる 併用
療法も可能であるという記載になっ
て います 。今一番 話 題に なっ てい
る 生物製 剤に関し て はま だま だエ
ビ デンス がありま せ ん。 尋常 性乾
癬 に対し てはあり ま すけ れど 、膿
疱 性乾癬 に対して は まだ まだ あり
ま せん。 非常に有 用 な治 療で ある
こ とには 間違いな い と思 いま す。
これがもう少しこれからは上に入っ
て くるか もしれま せ ん。 基本 的な
使 用法は 乾癬とほ ぼ 同じ かな とい
う 感じも しますが 、 どの よう な症
例 に、ど のタイミ ン グで 使い 、い
つやめるかなど課題も多い薬です。
一 方で妊 娠されて い る場 合の 全身
療 法とし て、シク ロ スポ リン （ネ
オ ーラル ）をあげ ま した 。こ れは
どうしてか、というふうにおっしゃ
る 方もい ると思い ま す。 なぜ なら
ば ネオー ラルは妊 婦 さん には 使う
な と言わ れていま す 。日 本で は添
付 文書に 使ってい け ませ んと 書い
てあるのです。でも私達は敢えて
これを推奨する薬剤のトップにもっ
て きまし た。膿疱 性 乾癬 のよ うな
命 に関わ る状態で は 、安 全性 より
も 生命を 救うこと を 主眼 にお きま
し た。し かし、安 全 性も 過去 の報
告 をチェ ックした 結 果、 ネオ ーラ

ルを推奨度のトップに挙げました。
今ま ではや むを得 ずエ トレ チ ナー
トも 妊婦さ んには 使っ てお り まし
た。 けれど もそれ より はシ ク ロス
ポリ ンとい うこと によ って 、 この
シクロスポリン ネ
( オーラル）を
一番 最初に 持って きま した 。 これ
はネ オーラ ルのガ イド ライ ン と相
反す るので すが、 ただ 欧米 で もこ
れは 禁忌に なって いな いの で 、日
本で もやは り認め て頂 くこ と にし
たい と思い ます。 二番 目が 実 は副
腎皮 質ステ ロイド です 。こ れ は乾
癬に 対して は内服 を使 わな い 方が
いい と言っ ている ので すが 、 ただ
しあ まりに も激し い炎 症反 応 が止
まら ない時 だけど うし ても こ のス
テロ イドを 使う場 合も あり ま す。
これ ももう やむを 得な い措 置 とし
て使 ってい くわけ です 。但 し Ｃ２
です から、 できた らや めた い とい
うことです。
で は一体 小児の 膿疱 性乾 癬 はど
うす るか、 小児も エト レチ ナ ート
治療 を続け ると骨 の形 成に 影 響し
てき ますの で、で きれ ば使 い たく
ない のです が、や むを 得な い とい
うこ ともあ りまし て二 番目 に 入っ
ています。しかしやはり一番目に
は今 はシク ロスポ リン を委 員 会と
して はもっ てきま した 。二 番 目が
エト レチナ ートで す。 三番 目 は短
期間 の全身 性副腎 皮質 ステ ロ イド
療法 です。 これも やむ を得 な いだ

ろう という ことで す。 外用 療法 も
これ はステ ロイド ・ビ タミ ンＤ と
あり ますけ れど、 やっ ても いい け
れど もあま り実は エビ デン スは あ
りま せん。 それか ら乾 癬で よく 使
われ ている のは光 線療 法で すが 、
これ はもう ほとん ど推 奨で きな い
とい うか、 根拠が ない です 。も ち
ろん 汎発性 膿疱性 乾癬 も安 定期 に
入っ たらや るので すが 、急 性期 に
は推 奨して いませ ん。 主に この プ
ライ マリー ケアと 内服 療法 が主 体
の治 療にな ります 。と にか く心 循
環不 全に対 する全 身管 理、 呼吸 不
全に 対する 管理が 肝心 です 。注 意
するべきはこの時にメソトレキサー
トと かレチ ノイン 酸を 使っ てい る
と、 それに よって 肺浮 腫が くる こ
とが あるの で、少 し気 をつ けな く
ては いけま せん。 やは りこ の時 に
は副 腎皮質 ホルモ ンが 一番 最初 に
使う べき薬 だとい うこ とに なり ま
した 。乾癬 全般に 対し て言 える こ
とだ と思い ますけ れど 、特 に急 性
期の 膿疱性 乾癬は エト レチ ナー ト
は普 通の尋 常性乾 癬よ りも 少な い
量で 効くと いうこ とが 文献 上で 分
かってきました。体重あたり〇、
五～ 一ミリ グラム の量 で効 いて く
るということが分かって来ました。
シクロスポリン ネ
( オーラル）で
すが 、これ は中川 先生 達が 作ら れ
たガ イドラ インが あり 、妊 婦さ ん
には 禁忌薬 剤です 。し かし 、膿 疱

性乾癬 では妊 婦さ んに 使う こと も
やむをえないことを記載しました。
エトレ チナー トと シク ロス ポリ ン
はおも に皮膚 症状 改善 目的 で使 用
し、関 節症状 があ る場 合は メソ ト
レキサ ートの 選択 も入 って くる だ
ろうと いうこ とを 記載 しま した 。
または その併 用療 法は 副作 用軽 減
の工夫 として 記載 しま した 。色 々
な生物 製剤が 登場 して 保険 適用 さ
れてき ました 。来 年か 再来 年ぐ ら
いには 乾癬に も通 りそ うな 段階 で
す。生 物製剤 が使 える よう にな っ
てくる と更に 治療 の選 択の 幅が 広
がってくると思います。
薬剤 の安全 使用 につ いて まと め
ますが 、エト レチ ナー トと いう の
は長期 間漫然 と使 った 場合 には や
はり関 節の過 骨に よる 障害 や、 催
奇形性 の問題 があ りま す。 それ か
らシクロスポリンに関しましては、
尋常性乾癬につぃてもいえますが、
欧米で は二年 間ま でに 、ア メリ カ
は一年 間まで の投 与に しよ うと い
うこと になっ てい るの です 。し か
し日本 ではな かな かこ うは いき ま
せん。 断続的 、あ るい はロ ーテ ー
ション セラピ ーな どを 皆さ んよ く
聞いて いらっ しゃ ると 思う ので す
が、漫 然投与 を避 けた いと いう 意
味もあ ります 。英 米で それ ぞれ 年
数は違 います が、 シク ロス ポリ ン
の年数をある程度区切っています。
日本で はそこ まで 厳密 では ない の
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で すけれ ども、漫 然 とし た長 期投
与 は避け たいもの で す。 シク ロス
ポ リンの 場合は御 存 知の よう に腎
臓 に負担 がかかる と いう こと で、
例 えば高 血圧があ る 場合 には 、腎
臓 に優し いアンテ オ テン シン ２の
受 容体拮 抗薬を使 っ てい きま しょ
う という こともガ イ ドラ イン に出
て います 。それか ら シク ロス ポリ
ン を長く 使うと、 歯 肉が 腫れ てく
る 人がい ます。あ る 種の 高血 圧の
薬 、カル シウム拮 抗 薬な どを 使っ
て いると 歯肉肥厚 が でや すい ので
気 をつけ なければ な らな いと 思い
ます。それからメソトレキサート、
これも使われている方がいらっしゃ
る と思う のです。 リ ュー マチ など
では今でもファーストラインです。
こ ういっ たものも 投 与量 が一 、五
グ ラムを 超えない よ うに なる べく
し たいと いうこと で す。 イギ リス
な どでは 肝生検を し なが ら使 いな
さ いとい いますが 、 それ は実 用性
が なく、 今は色々 な 血液 の異 常を
モ ニター しながら 気 をつ けて 使っ
ていきましょうと言われています。
膿 疱性乾 癬で特に 関 節症 の病 気が
ある場合の処方例についても記載
し ました 。それか ら 光線 療法 もや
はり然りで、これは欧米のデーター
な のです が、二百 回 ぐら いに した
い 、トー タルでも 千 ジュ ール を超
え ないよ うな所で 、 何と か抑 えた
い ことを 記載しま し た。 ナロ ーバ

ンド と組み 合わせ なが らこ う いっ
たも のをロ ーテー ショ ンさ せ なが
らそ れぞれ の副作 用を なる べ く最
小限 にして いくと いう 努力 を して
いる わけで す。関 節症 に関 し ては
あと から辻 先生の 方が きっ と 詳し
い専 門的な 立場か らお 話が あ ると
思い ます。 私は経 験が 乏し い ので
すが 、様々 な生物 製剤 が今 は この
記載のように使われています。
最 後のま とめで すが 、実 際 に、
膿疱 性乾癬 の小児 側・ 成人 側 でど
うい う薬が 使われ てい るか を 示し
ます 。これ は過去 のデ ータ で すか
ら小 児側で もエト レチ ナー ト 、骨
の成 長障害 がくる かも しれ な いけ
れど 、やむ を得な いと いう 形 でこ
れを 使って います 。将 来的 に はシ
クロ スポリ ンがも う少 し増 え てく
るだ ろうと 思いま す。 それ か ら成
人例 では、 非妊婦 さん だっ た らエ
トレチナートでいいと思いますが、
妊婦 さんの 場合は やは りシ ク ロス
ポリ ンがも う少し 伸び てく る だろ
うと思います。メソトレキサート、
これ も皮膚 に効く とい うよ り もど
ちら かとい うと関 節症 の合 併 症に
良い適応があると思います。それ
から ステロ イド、 これ は肺 の 合併
症を 抑え込 む為に はや はり 必 要な
薬で すし、 上のよ うな 薬で や はり
反応 性の悪 い場合 には やは り どう
して も内服 せざる を得 ない と いう
とこ ろがあ りまし た。 実際 治 療と

して こうい ったも のを ドク ター が
選 択し て お ら れ る と い う こ と で
あ りま す。 ガイ ドラ イ ンの 後 半
は各論で、臨床におけるクエス
チョンといいますか、どうしたら
いい のか、 有効な のか とい うこ と
という形 式で色 々書い てあ
が、 CQ
りま す。こ れはガ イド ライ ン等 が
日皮 のホー ムペー ジか ら見 られ ま
すの で、ぜ ひ見て 頂い て、 どの 治
療に どのく らいの エビ デン スが あ
るの か、ど のくら いの 推奨 度が あ
るの かとい うのを 参考 にし て頂 く
とわ かりや すいの では ない かと 思
の 細か
います。この後にずっと CQ
い解 説がず っと何 ペー ジも 続い て
いま す。ま た興味 ある 所は 御覧 に
なっ て頂け ればと 思い ます 。以 上
で私の話は終わらせて頂きます。

今回の学習会で行われました
辻成 佳 先 生 （星 が 丘 厚 生年 金 病 院
整形外科）の講演
「乾 癬 患 者 さん の 関 節 の痛 み に つ
いて ～ 関 節 症性 乾 癬 に つい て も っ
と知りたい～」
につ き ま し ては 、 次 号 の会 報 に 掲
載致します。

本年度第４回日生地域懇談会

■期日：９月18日（木)
■時間：2:00～4:00
■場所：日生病院カンファレンスルーム
■費用：無料
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患者体 験談
のご家族、お友達、恋人の方がい
らっ しゃい ました らお 手を 挙 げて
いた だけま すでし ょう か？ （ 一名
が挙手）ありがとうございました。
今 日は体 験談と いう 事で お 話さ
せて いただ きます が、 先ほ ど 先生
のほ うから 膿疱性 乾癬 につ い て詳
しい ちょっ と難し い話 があ り まし
たが 、まず 、私の 今ま での 病 歴に
つい て簡単 に話さ せて いた だ きま
す。 私は現 在四十 六歳 です が 、二
歳く らいの ときの 脚に 「蚊 に 喰わ
れた ような 跡」が いっ ぱい あ る写
真が ありま す。ま た幼 稚園 に 上が
る前 に太も もの付 け根 のと こ ろに
先ほ どの説 明にあ った よう に 膿疱
は点 々とた くさん でる ので す が、
それ がびっ しりと つな がっ た 状態
のも のがで きまし た。 でも 、 それ
以外 のとこ ろには 何も 無か っ たよ
うで す。そ れ以降 に、 尋常 性 乾癬
の方 のよう な分厚 い鱗 屑な ど は、
何も 出来ま せんで した ので 、 その
まま 自分の 病名な ど何 も知 ら ずに
過ご しまし た。そ の後 、小 学 生に
なり 「頭の フケ」 だけ がと て も多

大分県 仲道
皆様、 こんにち は 。先 ほど 紹介
に 預かり ました、 私 は九 州の 大分
県 大分市 に住んで お りま す仲 道と
申 します 。そちら の 紹介 の画 像に
出 ており ます「ゆ ふ いん 」で 有名
な 県です 。「ゆふ い ん」 は由 布市
で 大分市 ではない の です が、 その
近 くに住 んでおり ま す。 今日 は先
ほ ど「膿 疱性乾癬 」 につ いて のお
話 があり ましたが ご 紹介 頂き まし
た ように 私は、「 汎 発性 膿疱 性乾
癬 」に認 定されて お りま す。 また
そ の合併 症でもあ り ます 「関 節症
性乾癬」の患者でもあります。
さて、 差し支え の 無い 方だ けで
結 構なの ですが、 今 この 会場 にお
見 えの方 で「膿疱 性 乾癬 」と 診断
さ れてい らっしゃ る 方お 手を 挙げ
て いただ けますで し ょう か？ （十
数 名が挙 手）あり が とう ござ いま
す 。「関 節症性乾 癬 」と 診断 を受
け ていら っしゃる 方 お手 を挙 げて
い ただけ ますでし ょ うか ？（ 二十
数 名が挙 手）あり が とう ござ いま
す 。関節 症性乾癬 か 膿疱 性乾 癬と
診 断され ていらっ し ゃる 患者 さん

くな りまし た。が 、膿 疱は でま せ
んで した。 今思え ば、 それ は、 紛
れも無く頭の鱗屑だったのですが、
その 時は、 「シャ ンプ ーが あわ な
いの かな？ 」ちょ うど 第二 次成 長
期で 月経と 同時に それ が起 こっ た
ので 「ホル モンの バラ ンス が崩 れ
たの だろう ？」と いう こと で、 病
院に 行って 薬など はも らわ ずで し
たが 、一年 でぴっ たり 治ま って し
まい ました 。体な どに は何 も出 来
ませ んでし たので 、そ の後 も病 院
にも 行かず に病名 も知 らず にそ の
まま で過ぎ ました 。ま た、 その 二
年位 前の小 学校二 年生 の頃 に耳 鼻
科に 通って 治療を 受け て泣 いて い
まし た。そ れは、 耳の 中に 耳垢 の
ひど いもの が鼓膜 のと ても たく さ
ん耳 がとて も聞こ えづ らく なる 位
でき て、ま た膿が でき て、 また 鼓
膜の すぐそ ばなの で家 庭で とる に
は危 険な場 所にあ るの で、 病院 に
行っ て定期 的にと って もら って い
まし た。そ の時の 事を 後に 関節 症
性乾 癬の診 断を受 けて から 父に 聞
いて みたら 、それ は、 「耳 鼻科 の
病気 ではな くて、 皮膚 科に 行っ た
ら「治らないけれど大丈夫な皮膚
病だ 」とい われた とい いま した 。
もち ろん、 お医者 さん は診 断名 は
「乾 癬」と おっし ゃっ たと もい ま
すが 、父の 中で、 その よう に捉 え
られていたようです。
と いうよ うに、 私は 皮膚 症状 は

間が空 いた単 位で 、体 の一 部に 出
たり、 出なく なっ たり を繰 り返 し
ていた ので「 乾癬 」と いう 病名 も
知りま せんで した 。両 親も 同じ よ
うな症 状がず っと 続け ば、 再度 、
病院に連れて行ったんでしょうが、
一年く らいで 無く なっ たり して い
たので そのま まで した 。三 十代 に
なって から、 足の 小指 が腫 れて 、
そのと きの前 後に 髪の 毛の フケ が
増えて 、その 時に 初め て小 学生 の
ときの ことを 思い 出し て「 これ は
あの時 のに似 てい るな 」と 思い ま
した。 が、そ の時 は当 初や はり 病
院に行 きませ んで した 。や はり 髪
の毛の フケだ けで した し、 引越 し
があっ たり忙 しか った り、 三十 代
になっ たので 体調 の変 化？ と思 っ
ていた 程度で した 。前 にも 一年 く
らいで 治まっ てし まっ たの で「 そ
のうち 治るか な？ 」と いう 考え か
らでし た。私 の両 親や 小学 生の 時
のことを知っている古い友人も
「また アレに なっ たの ね」 とい う
ことで 別に差 し支 えも 無か った の
で過ご してい まし た。 それ から 半
年くら いして 関節 の症 状が 足の 指
から始 まって 、ひ ざ、 足の 付け 根
の関節 、腰、 肩、 指と 全身 に一 ヶ
月の間 に、ひ ろが って 熱も 毎日 三
十九度 を超え て、 動け ない 状態 で
救急車 で二回 ほど 運ば れて しま い
ました 。入院 し、 約一 年半 ベッ ド
で過ご しまし た。 その 間に 体に も
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皮 膚の症 状が出て き まし た。 その
間 に足の 指の関節 が ほと んど 全部
曲 がって しまいま し たの で、 靴を
履 くのも 、歩くの も 難し くっ て、
家 の中で の家事や 歩 くの が、 バリ
ア フリー の家では な かっ たの で特
に 難しか ったので 、 車椅 子に 乗っ
て、ずらせながら（九州弁です）、
いざる様に移動していました。
そして 、手の指 も 、右 は今 とて
も よく動 くのです が 、左 が変 形し
て しまっ て、その う ち三 本が 大き
く変形してしまって、二本は、まっ
す ぐの状 態からプ ラ スに 四十 五度
曲 がった 状態にな っ てし まっ て、
な にも出 来ない状 態 でし た。 手を
突 いてし まったら 折 れて しま う状
態 でした ので、手 術 を受 けて 反っ
て いない 状態で使 え るよ うに して
も らいま した。指 は それ で、 治ま
り ました が、全身 症 状で 痛か った
ので家で車椅子を使っていた時も、
今 は歩け るのです が こう いう 風に
歩 ける日 が来ると は 思え ませ んで
した。
先ほど 膿疱性乾 癬 のお 話を 聞い
た 段階な のですが 、 先ほ ど挙 手し
て いただ きました が 、関 節症 性乾
癬、膿疱性乾癬患でない尋常性乾
癬の方もここにたくさんいらっしゃ
い ますが 、先生の お 話に もあ りま
し たよう に「尋常 性 乾癬 の方 が病
状 がどん どん悪く な って 、ど んど
ん ひどく なったら 膿 疱性 乾癬 にな

る」 という 種類の もの では あ りま
せん 。また 私は関 節症 性乾 癬 でも
あり ますけ れども 、関 節症 性 乾癬
にな って自 分で歩 けな い状 態 にな
りま したが 、だか ら、 「一 回 関節
症性 乾癬に なった ら、 どん ど ん骨
が順 番に壊 れてい って まっ た く動
けな くなる 」とい うよ うな 病 気で
もあ りませ ん。も ちろ ん、 た くさ
んの 薬を飲 んだり 、治 療を 受 けた
り、必要であれば手術を受けたり、
その 時々に よって 、先 ほど 紹 介さ
れた薬もほとんど飲んできました。
効か なかっ た時も ある し、 よ く効
いた ときも ありま した 。ま た 何年
か経 ってそ れが効 かな くな っ た時
もあ りまし た。私 の中 では 、 今、
ここ 二、三 年はと ても いい 状 態で
す。 でも、 まだ薬 の内 服は た くさ
んしています。
で すから 、「一 度そ の病 名 が付
いた らどん どん悪 くな って い く」
とい う性質 のもの であ ると は 思わ
ない で欲し いと思 いま す。 汎 発性
膿疱 性乾癬 の認定 基準 を満 た すく
らい にひど くなっ た時 より 前 に膿
疱が 出る部 分がと ても 少な か った
時期 もあっ たので すが 脚の 付 け根
の部分やおへそには、しょっちゅ
う出 ていま した。 先ほ どの 汎 発性
膿疱 性乾癬 の先生 の説 明の 時 の写
真の ような 状況に 六年 位前 に なり
ました。三年前が一番ひどくなり、
入院 せずに 自宅に いる のが 年 間で

トー タルで 三ヶ月 無か った です 。
ひど いとき は自分 で起 き上 がる こ
とが 出来な くなり ます 。先 ほど の
説明 では「 倦怠感 」と 書か れて い
まし たが、 体がち ょっ とき つい か
な？ という 状態で はな く、 家で 安
静に してい て、「 パソ コン をし よ
うか な」と 座り心 地の イイ 椅子 に
も、 座って いられ ない 状態 です 。
ベッ ドに横 になっ てい ても 、も う
既に 横にな ってい るの です がき つ
いの で横に なりた いと 思う よう な
状態 です。 そうい う生 活を して い
まし た。も ちろん 、先 ほど お話 し
まし たよう に「こ の薬 を飲 んだ ら
必ず よくな る」と いう 感じ では な
くて、ある時はある薬を内服して、
とて もいい 状況に なっ たり 、膿 が
ある 状態か ら薬を 塗っ て炎 症を 抑
える 薬を塗 って、 炎症 があ る程 度
落ち 着いて 、薬を 変え たり する の
です が、あ る程度 赤み がひ いた 状
態や熱がそんなに高くなかったり、
熱のコントロールが出来る状態で、
退院 します が、そ れは 可能 です 。
その 状態で 尋常性 のよ うな 状態 に
なる ことが 多いで す。 が、 また 膿
疱がでて同じ事を繰り返すことも
多いです。
尋 常性の 方も同 じだ と思 いま す
が、 この病 気は、 すご くア ップ ダ
ウン があり ます。 良く なっ たり 、
悪く なった りの繰 り返 しで す。 そ
れが とても 早く、 短か った り、 長

いスパ ンのと きも あり ます 。そ の
ときにやはりとても辛いです。今、
ここ三 年はす ごく 落ち 着い てい る
とても いい状 況で す。 こう やっ て
立って 話すこ とも でき ます し、 ス
タスタ 歩いて 壇上 にあ がっ てく る
ことも 出来ま す。 九州 から 、大 阪
に出て くるこ とも 出来 ます 。良 い
状態で す。で も、 来月 はわ から な
いです ね。今 の状 況で あれ ば、 た
ぶん来月も元気であると思います。
私に とって 一番 辛い のは 「人 と
約束が 出来な い」 とい う事 です 。
たとえ ば、二 ヵ月 後に 友人 と旅 行
に行こ うとか の約 束や 同窓 会の 幹
事を良 くしま すが 、準 備は 大体 半
年前に 始まり ます が、 その 時に 本
当に行けるかわからないんですね。
ですが 、今は 、す たす たと 歩け ま
すが私 は、も とも とと って もお っ
ちょこ ちょい なの で、 たと えば 、
そこの階段から、視野に自分の知っ
てる人や久しぶりに逢う人がいて、
手を振りながらそちらに歩いていっ
て階段 を踏み 外し て足 を骨 折す る
確立の方がたぶん高いと思います。
また 私はと ても 、家 族と 友人 の
考え方に恵まれていたと思います。
先ほど の子供 頃の 話で すが 、父 が
「治ら ないけ れど も大 丈夫 な皮 膚
病」と 聞いた 時の こと もで すが 、
お医者 さんは 膿疱 のこ とも 言っ た
はずな のです が、 父に 聞い たら 全
然覚えていなかったんですね。

13

「 治らな いけれど 大 丈夫 な命 の別
状 の無い 皮膚疾患 」 とい う捉 え方
し かして いなかっ た んで すね 。頭
の フケが とっても 多 くな った 時も
「 病院に 行け」と か 「こ んな 風に
な ってし まって」 と か性 格が 私と
同 じく大 雑把だっ た のか もし れま
せ んが「 不必要に 心 配」 する こと
が ありま せんでし た 。素 人目 に見
て 「大丈 夫だな」 と いう 程度 だっ
た ので「 大丈夫だ な 」と いう 事で
過 ごして くれまし た 。ま た、 病状
が ひどく なったと き も私 には 直接
い いませ んでした が 、た ぶん 本当
はとても心配していたと思います。
父 は私が 入院して い ると きに 絶対
に 病室に 上がって き ませ ん。 ベッ
ド にいて 、病院に 入 院し てい るだ
け でもた ぶんそれ を 見た ら泣 くか
ら 上がっ て来れな い のだ と思 いま
す。父親はとても弱いと思います。
来て「まだ良くなっていないのか？」
と か「ま だ退院で き ない のか ？」
一言も言ってくれませんでした。
私の年 齢、年代 が そう だっ たの
か もしれ ませんが 、 頭の フケ がと
て も多く なったと き も学 校で いじ
められることがありませんでした。
そ の当時 は、失礼 で すが 、衛 生的
で ないと か、格好 が だら しが 無い
と かそう いう子も い まし た。 服が
い つも汚 れている と か、 汚い とか
そ ういう こともあ り まし た。 です
が 、たと えそうで も 女の 子に はそ

うい うこと を言っ ては いけ な いと
いう 暗黙の ルール があ りま し た、
もし 、仮に だれか 一人 の男 子 が女
子に そうい うこと を言 った ら 、ク
ラス の女子 全員を 敵に 回す こ とに
なる ので、 その男 の子 は言 っ た十
倍は 言い返 される こと にな る ので
いわ れなか った時 期で す。 と ても
恵まれていたと思います。
ま た大人 になっ てか らも 、 私が
健康 なとき から知 って いる 友 人た
ちも たと えば同 窓会 の幹 事 を入
院中の私にメールで頼んできます。
今は 便利な 世の中 なの と大 多 数の
人が メール アドレ スを 持っ て いる
ので 、メー ルで連 絡し て返 事 を回
収し て、出 欠の整 理を する の が私
の仕 事です 。もち ろん メー ル やイ
ンタ ーネッ ト環境 にな い方 も いま
すが 、その 分のみ は友 人が 全 部し
てく れます 。そう いう 風に で きる
事を できる ときに これ から も やっ
て行 きなが ら生き たい と思 っ てい
ます 。また 私の家 族や 友人 た ちが
私に 対して そうだ った よう に 必要
な心 配だけ して生 きて 行き た いと
思っています。
や はり、 自分が 、先 ほど 話 した
ようなとてもひどい状態になった
経験 が何度 もあり ます ので 、 この
指が夜中に急に痛くなったりして、
眼がさめたりするのですが痛くなっ
たら やっぱ り弱い ので 、自 分 の一
番悪 かった 時の状 況を 思い 出 して

しま います 。でも 、そ れは 不必 要
な心 配で、 今ここ にあ る痛 みは 、
三十分後に治まることもあります。
先 ほど眼 のこと を質 問さ れて い
らし た方が います が、 私は ド近 眼
です が、関 節症状 がと ても ひど く
進ん でしま ったと きに 右の 目だ け
です が合併 症の症 状が 出ま した 。
ベー チェッ ト病の 方と 違う のは 両
目に 来ない 。片方 だけ とい うこ と
です 。私は 右目で すが 、目 の表 面
に血 がつい ていた り、 痛み や腫 れ
で目 が開け られな い状 況が 八回 以
上あ りまし たが、 今私 の目 には 、
近眼 以外の 問題は あり ませ ん。 飛
蚊症 はあり ますが 、こ れは 年齢 的
なも のもた ぶんあ ると 思い ます 。
合併症についても、かならずしも、
一度 なった らどん どん 悪く なっ て
失明 してい くとい うも ので はあ り
ませ ん。私 自身が そう でし た。 残
念ながらそうでない方もいらっしゃ
るか もしれ ません 。元 々、 たと え
ば、 内臓な どが乾 癬と 関係 なく 悪
い方 もたく さんい らっ しゃ いま す
ので薬を飲んだことによって悪かっ
たと ころが 、普通 の方 だっ たら ほ
んの少しのダメージで済むところ
がひ どくな ってし まう 場合 があ る
ようです。
私の中で、標語では無いですが、
自分 が「苦 手」な こと なの で気 を
つけ ている のは「 気に しな いで 注
意す る」と いうこ とで す。 「気 に

する」 という のは 「不 必要 な心 配
をする 」、「 注意 する 」と いう の
は、「 必要な 心配 をす る」 とい う
ことで す。心 配だ けし て放 って 置
いて治 る病気 はあ まり 無い と思 い
ます。 必要な 心配 をし て、 必要 な
治療を受けて行きたいと思います。
中々、 尋常性 乾癬 の、 また は乾 癬
の患者 さんに 会う こと はな いで す
ね。こ こには たく さん いら っし ゃ
いますが、話すことは無いですね。
関節症 性乾癬 、膿 疱性 乾癬 の患 者
さんと なると 日常 生活 でほ とん ど
逢うこ とも病 院で 見か ける こと も
ありま せん。 です が、 こう いい っ
た患者 会やイ ンタ ーネ ット やＭ Ｌ
やＨＰ を通じ てい ろい ろな 患者 さ
んと知り合う機会がありました。
私は 関節症 状が 出て から 、内 服
を始め て、ひ とり でま た友 人の 助
けなど によっ て、 出か ける こと が
出来る ように なっ た時 に当 時、 九
州には 患者会 がな かっ たの で、 一
番近い 患者会 はこ こ大 阪だ った の
で、参 加させ てい ただ きま した 。
また数 年前に もお 話を させ てい た
だき機 会もあ りま した 。そ の時 は
一段ず つ上が って 、休 んで 、ま た
上がっ てとい う風 で、 また 降り る
時はと ても、 足の 指が 痛か った の
を覚え ていま す。 西日 本は 今で も
九州に しかな いの です が大 分に 患
者さん が何人 かい らっ しゃ って 、
関節症 の事で 知り 合っ た患 者さ ん
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と ご自身 が子供の と きか ら尋 常性
乾 癬の皮 膚科の先 生 とと もに 患者
会 を作っ ています 。 とい いま すの
は 、関節 が痛いと き には 大阪 まで
は 、絶対 に来れな い から です 。患
者 同士で 話し合っ た り、 たく さん
の 先生方 が研究さ れ てい るの を知
る という ことでと て も気 持ち を変
え たり元 気をもら っ て帰 るこ とが
出来ます。
先生の 話を聞い て 病気 が治 って
し まうわ けでは決 し てな いで すけ
れ ども、 熱心に時 間 を割 いて 話を
し てくだ さったり 、 今日 も膿 疱性
乾 癬研究 班グルー プ のた ぶん リー
ダ ーの先 生だと思 い ます が、 何人
も の先生 方がこの よ うに 研究 して
く ださっ ている事 、 毎年 私が 出す
資 料も、 目を通さ れ て、 研究 して
く ださっ ている方 が いる のは 知っ
て いまし たけれど も 実際 にこ うし
て 話し合 われてい る こと を直 接目
で 見るこ とによっ て また 励み にな
り ました 。何人か の 方々 が手 を上
げ てくだ さって、 今 ここ にく るこ
と が出来 て（ひょ っ とし たら 今入
院中の方もいるかもしれませんが）、
今 入院し ていずに こ こに 入れ るこ
とがとてもラッキーなことだと思
います。
また皆 さんのう ち のほ とん どの
方 が大阪 ・関西と 思 いま すが 、大
阪 ・関西 といって も とて も広 いで
す ので、 二時間三 時 間か かる 方も

添川

いら っしゃ るかも しれ ませ ん が、
それ ぐらい 行けば この よう に 定期
的な機会に参加して、お話を直接、
研究 してら っしゃ る、 地方 の もの
にと っては 活字だ けで しか 見 るこ
とが 出来な いお話 を聞 くこ と が出
来る ので本 当にラ ッキ ーだ と 思い
ます 。それ でも、 中々 患者 同 士で
お話 をする ことが でき ませ ん 。患
者さ んのご 家族と 話す 機会 も ある
ませ ん。ど うかこ のあ との 懇 親会
の機会にいろいろな事を話をなさっ
て欲しいと思います。
私の話はこれくらいなのですが、
（東京地区乾癬患者
最 後 に P-PAT
友の 会）主 催で東 京で 来月 に 「関
節症 性乾癬 ＆膿疱 性乾 癬患 者 の集
い」 が開催 されま す。 その 集 いを
役員 さんと して一 生懸 命や っ てく
ださ ってい るご本 人も 膿疱 性 乾癬
であ り、関 節症性 乾癬 もあ る 添川
さん も今日 こちら にい らし て いま
すの で「ど うして その 会が あ るの
か？ 」また 来月の 集い の日 時 など
のご 案内も してい ただ きた い と思
います。

東京都

た だいま ご紹介 に預 かり ま した

私、 東京の 乾癬の 患者 会の 役員 を
やっ ており ます添 川と 申し ます 。
本日 は参加 させて いた だき まし て
本当にありがとうございます。
ご 紹介い ただき まし た通 り、 私
も乾 癬にな って二 十六 年経 って お
り、 今から 約十二 年前 に関 節症 性
乾癬 と膿疱 性乾癬 とい う診 断を 受
けて 治療し てまい りま した 。入 院
は二 年半く らい、 会社 も五 年く ら
い休 みまし て、非 常に 苦し い時 期
もあ ったん ですが 、見 ての 通り 今
は社 会復帰 もして 普通 に働 いて い
るよ うな状 況にな って おり ます 。
ただ 、先ほ どお話 があ った よう に
今も なお苦 しんで いら っし ゃる 方
がたくさんいて、また私自身も治っ
たわ けでな く、特 に先 ほど 先生 か
らも お話が あった よう に熱 が出 た
りす ること もあり ます 。そ して 、
風邪 をひい て熱が 出た りし ます と
急に 膿疱が 出てき て一 夜に して 非
常に 辛い状 態にな ると いう こと も
あり ます。 そんな こと で実 際治 っ
ては いない のです けれ ど、 逆に ひ
どく なった 乾癬が サー とま たひ い
てき て何と か働け るよ うに なっ て
いる状況です。
しかし、今もなお働けなかった
り、 関節が 痛くて 夜も 眠れ ない 方
もい ます。 こうい う方 は非 常に 少
ない のです けれど も、 調べ たと こ
ろで は日本 で乾癬 の方 は十 万人 か
ら三 十万人 ぐらい いて 、そ のう ち

膿疱性 乾癬の 方は 千人 くら いし か
いない 。人口 比に して 十二 万人 に
ひとりしかいない訳です。
そう いう現 状を ふま えて 四年 位
前から 対象を 膿疱 性乾 癬と 関節 症
性乾癬 の方々 に絞 った 学習 会を 企
画し、 昨年か らは 、単 独行 事と し
てイベ ントを 行う こと が出 来ま し
た。こ のイベ ント は、 参加 者が な
るべく沢山話ができるようにグルー
プわけ をする など 工夫 した ら、 昨
年は非 常にご 好評 をい ただ いた の
で今年 も来月 の七 月十 九日 に同 じ
ような スタイ ルで 「関 節症 性乾 癬
＆膿疱 性乾癬 患者 さん の集 い」 を
行いたいと思っております。
参加 したか らと 言っ て治 ると い
うこと ではな いの です けれ ど、 だ
た、た とえば 私の よう に普 通に 働
けるよ うにな った 例と か、 いろ ん
な患者 さん同 士が 話し 合い 、「 治
療の仕方を工夫したら多少良くなっ
た」と か、あ るい は「 ずっ と心 に
どっし りと病 気の こと が乗 っか っ
ていた んだけ れど みん なと 話し た
らなん か心の 錘が 少し 軽く なっ た
な」と かそう いう よう なも のが あ
ると思 うんで すね 。そ うい った 事
を目的 として 今年 も行 いた いと 思
います。
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7月27日（日)、恒例の三重患者会主催による海水浴がありました。全部で12人が参加、大阪からは会長の岡田・
小林・宮崎が参加しました。またいつものように市立四日市病院皮膚科部長で、三重患者会の相談医でもあられ
る谷口先生も加わって頂きました。場所は例年通り、三重県南伊勢町ニワ浜の海岸です。三重患者会の冨井氏が
マイクロバスをチャーターされ伊賀ドライブインから順次待ち合わせ場所で参加者をピックアップし、次々と合
流、スーパーでバーベキューの材料を買いそろえて、午前中には海岸に到着しました。今年も猛暑で海岸は大変
暑かったのですが、海の中は非常に気持ちがよく、今年は例年にも増して、みなさん海水浴をたっぷり楽しんで
おられたようでした。一泳ぎした後はいよいよバーベキュー。肉や野菜たっぷりの出来たてアツアツをみんなで
頬張りました。海を眼前のバーベキューはいつもながら格別な物です。三重県患者会の会員の方が持ってきて下
さったスイカもとてもおいしかったです。食事の後は水辺で寝そべったり、テントの中で談笑したり、のんびり
横になったりとリラックスした時間を過ごすことが出来ました。夏の日射しを堪能した後は、例によって伊勢神
宮前の赤福氷を賞味するために再びバスに乗って現地を目指します。何かと話題になった？赤福ですが(去年まで
の赤福はどうだったんだろうの声しきり）、今年は安全が保証された？赤福氷を頂きました。その後、それぞれ
の場所で名残を惜しみながら徐々に下車解散ということになりました。今回も企画に尽力して頂いた三重の会に
は厚く御礼申し上げます。(小林）

日光と海水浴療法(黒こげになってみよう会）に初参加して
大阪

宮崎

乾癬と日光の関係が良いと聞き、1人で海水浴に行ったりしていましたが、今回三重県乾癬の会で海水浴を行う
ので参加してみてはと、話があり同行させていただきました。
当日数箇所の集合場所より次々と参加者が集合し、なごやかな雰囲気のうち、伊勢方面へ向かいました。途中
懐かしいなこの道とか、古い友人の顔や当時話していたことがらが想い出されたりの時間でした、というのも10
～20年前磯釣りが趣味で月に2、3回この海に来ていたのです、偶然にも今回の目的地がこの漁港だったのです、
熊野灘より少し五カ所湾に入った小さな、水のきれいなところで、海水浴場が整備されなつかしく思い出されま
した。
海岸に到着し、日陰を作るためのタープを張り終えるころには汗がボトボト、同行くださった、四日市病院の
谷口ドクターより水分補給してくださいとの注意、各自水着に着替え海へ、水の中は暑くも寒くも無く快適、気
分は最高、海水浴客も少なく十分日光浴、あまり肌を焼き過ぎない様日陰に入ってください等ご指導いただき、
昼食のバーベキュー後帰路につきました。この会の準備開催してくださいました皆様、どうもありがとうござい
ました、来年も参加させて頂きますので、ヨロシクお願いします。
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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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