全国難病センター研究会
国立西多賀病院長

アの必要性などに具体的な提案

をされました︒これからの難病

相談・支援センターの在り方や

役割にも関連した重要な提言で

ありました︵詳細は関連記事を

参照︶︒

つひとつの発表に対してフロ

や研究報告が行われました︒一

題を踏まえながら具体的な提言

画・運営について︑現状での課

援センター﹄のありかたや企

つ動物をつくることに成功しま

て︑患者と同じような症状をも

遺伝子を動物に写すことによっ

異常を明らかにし︑その異常な

て︑病気の原因となる遺伝子の

側策硬化症をひとつの例にし

究に取り組み︑家族性筋萎縮性

先ず病気の原因を究明する研

役割について報告がありまし

業の現状と相談支援センターの

病センターにおける医療相談事

に活動を展開している北海道難

局長の伊藤たてお氏から先進的

全国難病センター研究会事務

アーからは研究者︑患者や家

した︒その動物モデルを使用し

格 ︵いたる︶

族︑支援団体が一体となって熱

て︑難病患者の有効な治療薬の

木村

第１回研究大会︵札幌︶から
会長

心な質問と討議が交わされ︑会

開発研究を進めています︒近い

科医師として︑﹁数年で手足の

10月Ｈ︑12日の両日︑札幌市北 でした︒糸山氏は１人の神経内

かに取り組むか﹄がとても好評

による特別講演﹃神経難病にい

域で専門医療ネットワークをつ

と家族のために︑それぞれの地

持って生活している現実の患者

法の開発と一緒に︑現に難病を

また難病に対する新たな治療

なってしまうような難病患者を

県の実状について紹介され︑そ

ワーク事業を展開している宮城
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県に開設される﹃難病相談・支

場はいつも高揚した雰囲気に包

海道難病センターと札幌医科大

運動も言葉や食べ物の飲み込み

くることの意味やその重要につ

日が来ると確信しています︒

将来には必ず難病が克服される

まれていました︒
その中で︑副会長の東北大学

学記念ホールを会場にして全国

もできなくなり︑呼吸さえも人

いてお話されました︒我が国で

医学部神経内科教授糸山泰人氏

難病センター研究会の第１回研

工的な呼吸器の力を借りなけれ

秋晴れのよい天候に恵まれた

究大会が開催されました︒この
州︑沖縄まで文字どおり日本全

前にして︑自分は何かできるか

の中で︑特に難病医療専門員と

もっとも積極的な医療ネット
国から約２００名の会員と研究

ということを常に考えて来まし

地域保健所の役割︑ボランティ

ば生きて行くことができなく

会に関心のある方々が集まり︑

た﹂と講演を始めました︒

■ディスカッションの時間を多く用意します。

■発表募集中

研究大会には北海道各地から九

これから３年間に全国の都道府

第２回研究大会のお知らせ

日時:2004年３月27日(土)〜28日(日)

会場：川崎グランドホテル

特別講演：遠藤順子氏

研修講演１：沢倫太郎先生(日本医師会常任理事)

｢心温まる医療一遠藤ボランティアについて｣

研修講演２：牛込三和子先生(群馬大学医学部保健学科)

関団体や患者団体主導型があ

は行政主導型︑病院主導型︑機

た︒相談事業の運営形態として

者の患者による患者のための相

務局長米田寛子氏からは︑﹁患

兵庫県難病団体連絡協議会事

いに参考になると感じました︒

り方の１つの選択肢としても大

する難病センター設置母体の在

支援事業はこれから全国に展開

師会が指導する形態での相談・

の財政的補助を基盤にして︑医

た︒愛知県と名古屋市両者から

果には大きな関心が集まりまし

ており︑この難病センターの成

病の知識の啓蒙等を実践してき

者の訪問診療︑市民に対する難

ではなく︑難病の検診︑難病患

心にした医師会が難病相談だけ

全国的に利用率の比較的低い難

態について報告がありました︒

患者等居宅生活支援事業﹂の実

からは︑札幌市における﹁難病

福祉局健康衛生部の服部幸子氏

行政担当者として札幌市保健

た︒

ならないことも指摘されまし

築され︑充分稼動できなければ

れの地域でケアーシステムが構

に支援ができるためにはそれぞ

した︒寄せられた相談に効果的

きるか等の重要性が強調されま

スワーカー等の専門職を育成で

る情報を利用できる優れたケー

会的資源を活用するか︑価値あ

談・支援事業についていかに社

今後の研究大会開催候補地︑

定になっています︒

られ︑事務局が交渉して行く予

市などいくつかの候補地があげ

地としては愛知県︑宮城県仙台

を依頼すること︑その後の開催

度中に兵庫県神戸市にての開催

た︑第３回研究大会は平成16年

る予定になっております︒ま

して自由な意見を募り︑決定す

て会員各位からメール等を利用

演とシンポジウムの内容につい

報告されました︒会場︒記念講

東京において開催されることが

日︶と28日︵日曜日︶の２日間︑

大会は平成15年３月27日︵土曜

なお︑本研究会の第２回研究

る内容でした︒

職や就学促進に大いに参考にな

病連︒乾癖の会︑富山県パー

チ︼滋賀県難病連︑広島県難

交流会発表者︻三分間スピー

者交流会︵86名︶

ンター見学会︵約90名︶︑参加

営委員会︵約50名︶︑北海道セ

名︑ボランティア５名︒

企業15団体23名︑事務局13

団体19名︑その他団体・機関・

23団体72名︑全国疾病団体15

１省９道県14名︑地域難病連

世話人・運営委員６名︑行政

参加者内訳

参加者数

︵12日︶札医大学記念ホール

︵Ｈ日︶北海道難病センター

まり考える機会のない就業に関︹Ｊ㈲同剛匹︺

比較されました︒難病患者に

談・支援事業︑患者の生活の質

病患者等居宅生活支援事業をい

研究大会での特別講演やシンポ

キンソン病友の会︻一分間ス

る北祐会神経内科病院医療福祉

とって相談・支援センターは

を高めるためのセンター﹂を

かに効率良く実施し︑在宅患者

ジウムのテーマ︑お聞きしたい

ビーチ一静岡県難病連︑日本

師会主体の難病相談事業の報告

﹁最初の入り口であり︑最後の

キーワードにした県難病団体連

に活用する工夫が感じられまし

講師など︑どのようなことでも

証輿言回パザ竺回笑大会墾ッ

砦として﹂の役割があり︑是非

絡協議会を運営母体とする相

た︒

からは︑難病患者に対する相

ともこの相談支援事業は患者団

談・支援事業についての報告が

リハビリテーション部出井聡氏

体主導で行うのが望ましいと強

ありました︒兵庫県と神戸市か

があり︑聴衆に強い印象を与え

調されました︒相談員の資質︑

らそれぞれ350万円の財政的な支

会場

てよくまとめられた報告でし

現状での課題︑その解決につい

の石川和雄氏からは職業訓練校

北海道障害者職業能力開発校

い致します︒

おります︒どうぞよろしくお願

研究会として続けたいと思って

自由でかっ達な意見の交わせる

大公約数を尊重し︑これからも

ければ幸いです︒会員皆様の最

事務局にご意見をお寄せいただ

体制に関する研究班班員・北

島功二︵特定疾患の地域支援

座長

一般演題︵発表︶

第二日目内容

センター等

ＡＬＳ協会︑沖縄県難病支援

世話人会・運

た︒全国での職業訓練校の設置

国立療養所南病院副院長

研究大会

についても紹介があり︑日頃あ

第一日目内容

164名
講師・座長12名︑

︵土︶︑12日︵日︶

2003年10月﹈Ｈ日

相談技術の向上を図るととも

日時

に︑専門スタッフの処遇や後継

ました︒難病医療の専門医を中

者育成など今後の課題も含んだ

援があり︑年間
50名に及ぶ多数 の現状が説明されました︒職業
１
能力開発や訓練校の設置目的︑
の相談事業に係わった実績は素

り︑それぞれのタイプの特徴を

利用者中心の事業のありかたを

晴らしいと感じました︒
開催地北海道からはいくつか

示しました︒
愛知県医師会の近藤修司氏か

た︒全国的に高く評価されてい

らは︑昭和56年以来実に20数年 の素晴らしい報告がありまし
間にわたって実施してきた県医

２−

‑

講師

北祐会神経内科看護部部

特定疾患対策協議会前会長︶

講師

札幌市地域保健課健康づ

ましい限り︒﹃難病相談・支援セ

ンター﹄は︑机︑椅子︑電話１

海道神経難病ネットワーク代

くり推進担当課長服部幸子

国立療養所西多賀病院院

本のセンターの発想ではなく︑

講師

﹁札幌市における難病患者等

長堀田和子︵北海道神経難病
長木村格︵いたる︶︵特定疾患の

ここをモデルにしてほしい︒

表世話人︶
看護研究会会長︶﹁北海道に

居宅生活支援事業の展開﹂

国立療養所犀潟病院神経
地域支援の構築に関する研究

座長
おける難病看護ネットワー

療﹂と﹁偏見と差別﹂で普通の

害の方が︑﹁保険外の高額な治

二日目︑はじめに性同一性障

内科医長中島孝︵特定疾患の

北海道難病連事務局
長伊藤たてお

閉会挨拶

班主任研究者︶﹁難病相談・支
援センターに期待するもの﹂

ク﹂
市立札幌病院神経内科部

生活ができないと訴えがあり共

※敬称略

感︒研究大会は13人の方々の発

国立療養所南病院副院長

※詳細については︑第一回

表があり大忙し︑もう少しゆと

特別講演Ｉ

島功二︵特定疾患の地域支援

研究大会抄録集︑抄録集そ

座長

体制に関する研究班班員・北

りがほしかった︒しかし︑短時

長松本昭久︵厚生労働省特定

座長

生活の質の向上に資するケア

北海道難病連専務理

の在り方に関する研究班主任
研究者︶
発表①
海道地区リーダー・北海道特

の２︵近日発行︶をご参照

大阪にも欲しい！

泰子

こんなセンター
東野

︵大阪難病連︶

北海道難病センターへは一九
九〇年にも来た︒当時︑入り口

で撮った記念写真の若いこと！

今回は大阪から８人が参加︒

◆自民党難病対策議員連盟幹事長

津島俳一様

◆自民党難病対策議員連盟会長

ありがとうございました

激励の電報・メッセージ

演なので良かった︒

間でまとめられ濃いエキスの講

海道神経難病ネットワーク代
表世話人︶

特別講演11
座長北大リハビリテーション科
助手中馬孝容
東北大学神経内科教授研

〜投稿

下さい︒

疾患スモン調査研究班班員北

事・事務局長伊藤たてお﹁難
定疾患対策協議会医院︶
勤医協札幌病院院長中井

秀紀︵北海道特定疾患対策協

講師

病・医療相談事業の現状と難
病相談支援センターの役割に
ついて﹂

勤医協札幌病院院長中井

議会医院︶﹁北海道における

秀紀︵北海道特定疾患対策協

講師

北海道難病連相談室長
難病集団無料検診と専門医・

発表②
長谷川道子﹁︵財︶北海道難病

札幌市健康衛生部

講師

究会副会長糸山泰人︵筋萎縮

晃

原田義昭様
性側索硬化症の病因・病態に

郁夫

◆全国難病センター研究会懲

◆参議院議員

小池

章

一日目はセンターの見学︑理

策協議会会長・札幌医科大学

学療法士会・医療ソーシャル

亀井
発表

衆議院議員児玉健児
厚生労働省健康局疾病対
﹁難病

座長

札幌医大看護学科助教授
加藤欣子

様

自民党難病対策議員連盟幹事

様

参議院議は

北海道障害者職業能力開

入院付添いや遠くから診察に来

講師

ひろゆき

関わる新規治療法の開発に関

参議院議員

佐藤

北海道特定疾患対

難病対策﹂

議会医院︶﹁自己免疫疾患と

歓迎の挨拶

全体会

医療機関との関わり﹂

愛知県医師会相談室

北祐会神経内科病院理事

策課課長補佐菊岡修一

相談・支援センター事業の展

発校石川和雄﹁北海道障害者

られる方には札幌にあるこのセ

治子
職業能力開発校における職業

ンターは大助かり！とにかく羨

有村
訓練の現状﹂

谷
神経内科教授松本博之

ワーカー協会・作業療法士会の

◆参議院議員

三ツ林隆志

歓迎の挨拶

健康づくり担当部長北村栄一

歓迎の挨拶

疾病対策課課長塩谷利雄

北海道保健福祉部

連の相談活動﹂
発表③
近藤修司﹁愛知県医師会にお

兵庫県難病連米田寛子

ける難病相談事業１経緯と展
開﹂
発表④
﹁兵庫県における難病相談事業

日本ＩＤＤＭネット

−パールブリッジに夢を託して﹂
発表⑤

する研究班主任研究者︶﹁神

部屋︑ボランティア室︑こけても

◆衆議院議資

激励の挨拶衆議院議員丸谷佳織

痛くない床︵お風呂場も︶︑オス

◆前衆議院議員

ワーク岩永幸三﹁小児慢性特

経難病にいかに取り組むか﹂

トメイト対応トイレ︑車椅子も

◆全国難病センター研究会世話人

激励の挨拶

安心の避難バルコニー⁝︒宿泊

定疾患対策の現状と対策﹂

座長

研修講演Ｉ

北妬会神経内科病院医療

長演田毅
講師

研修講演Ⅱ

は患者等であれば70円〜40円︒
会長講演

開状況について﹂

福祉リハビリテーション部部

座長

療大学教授田代邦雄︵北海道

北大名誉教授・北海道医

長出井聡﹁難病患者の社会資
源活用﹂

様

様

様

様

３−

いう状況です︒この多くの患者

由な生活をせざるを得ないと

身体障害をもって非常に不自

ます︒

的膠原病と︑類似疾患とがあり

60年前に診断し分類した古典

膠原病にはクレンペラーが

今は関節リウマチ︑全身性エ

さんが︑まだ特定疾患には認定
されていないところに大変大

３つはあきらかな自己免疫疾

係ですが︑膠原病とは病理学的

膠原病と自己免疫疾患の関

ウマチを除いた４つは特定疾

が古典的な膠原病といわれ︑リ

筋炎︑結節性多発動脈炎の５つ

リテマトーデス︑強皮症︑皮膚

患であると考えられています

な概念で︑クレンペラーが作っ

患に認定されています︒

きな問題があります︒

ので︑トータルではかなりの疾

た分類です︒骨︑筋肉︑皮膚︑血

いいます︒

されます︒臓器特異的な自己免

患が自己免疫疾患として分類

的自己免疫疾患といいます︒

的に起こったものを臓器特異

自己免疫疾患が臓器に特異

万人いるといわれています︒全

多くて４万８千人で︑全体でＨ

るものとしてはＳＬＥが最も

ライド③︶特定疾患に認定され

患者数の全国推定です︒︵ス

疫疾患といわれています︒臨床

膠原病は︑病因的には自己免

スライド④

提案しました︒

を引き起こす疾患を膠原病と

中心に全身の臓器に慢性炎症

ウマチでも４対１で女性に多

く︑特にＳＬＥでは10対１︑リ

管炎症候群などが考えられて

ン症候群︑大動脈炎症候群︑血

混合性結合組織病︑シェーグレ

膠原病の類似疾患としては︑

自己免疫疾患は二つに大別

疫疾患と︑非特異的な全身性の

管などに含まれる結合組織を

︵スライド①︶

国で︑国庫扶助を受けている特

的にはリウマチ性疾患︑病理学

万人が全身性の自己免疫疾患

的には結合組織疾患と言われ︑

妊娠・出産可能な年齢層に多発

い︒好発年齢は20才から50才の

膠原病は︑女性に圧倒的に多

います︒

身のどこにでも起こりうる膠

定疾患患者32万人のうちのＨ

現在45の特定疾患が認定さ

全身的な自己免疫疾患は︑全

してはそれを排除する働きを

原病といわれるものです︒

て︑外から入ってきた異物に対

もっています︒ところが︑自分
以外のものと自分というもの

その３つが共通して存在する

れていますが︒そのうち自己免

臨床症状としては︑まず熱

の推定患者数です︒

が認識できなくなって︑自己に

特異的な自己免疫疾患を膠原

します︒

疫が原因に関与していると推

われる関節リウマチ︵慢性関節

ものを膠原病といいます︒臓器

対する免疫反応が起ることを

定されるものが全部で14あり

発︒若い女性で原因不明の熱発

ぬ

膠原病とは？

ところが︑難病中の難病とい

自己免疫といいます︒

病とはいわないということで

−

関節の痛み︑腫れ︑変形︑筋

紅斑などがあります︒

色になる︑大腿部に網の目状の

る︑指が非常に腫れる︑指が紫

面の赤い斑点︑皮膚が硬くな

でます︒皮膚は︑レイノー︑顔

膠原病の臨床症状は全身に

ぐらいといわれています︒

リウマチ︶は全国で50万人いま

特定疾患に指定されている
全身性自己免疫疾患の種類と患者数

‑

されるということです︒

スライド①〜④

自己免疫疾患です︒

特定疾患で自己免疫が病因に

ます︒︵スライド②︶北海道の単

りC洵遊泳独・業｝
・稿本演
・泊血性質念
･−シェーグレン４賤和

自己に対しては免疫反応を

多発唸哩化値
・重症防凧力症
彙鼻恪エリ子マIトーデス・皮膚筋炎／多発性６炎
以反度
・特発注血小板減少性帑斑病
Haite>s脈岡囲K
・扁剛1大腸炎
大鳥脈炎症債群
・感性南部リウマチ
ウェゲナー肉穿11a
・lensitKn
尽発包胆汁性肝硬変
・混合性結合絹織鳥

−４

我々の体は免疫機構といっ

関与していると推定されているもの

の20％は膠原病と分類される

●尋常住火搭漕
●□己免疫性血小仮減少住紫斑病
・５性貧血
・重症喩無力症「ﾊﾟ･rr/jy･lｒ･「ぷ」14陶

す︒

●インスリンsteaisisi

す︒このうちのかなりの方が

●白ご免啖怜アジソン病
・自己免疫性溶血性質ａ

独事業の中でも７つのうちの

S
Gmvesr^
ｌ多発性睦化症
・ISXSH
(ip状障炎;
・交感性眼炎

起こさない防御機構を免疫ト
レランスといいますが︑これが
破綻した状態をいいます︒

４．ａ万人
２．７万人
O. 3万人
･０，５万人
５６０人
０，５万人
０．５万人
｜，７万人
一−−一︲−−−

５０万人
･.慢¶む関節･Jウマチ

私たちの中に沢山作られる
自己抗体が排除されないで臓
器障害に関与していく︑または
それが原因で発症したり組織
障害を起こして病的状態が持
続するものを自己免疫疾患と

臓器特異的自己免疫疾患

に起こる︑慢性的な病気が出て

血性心疾患︑悪性腫瘍など成人

味では明らかに改善してきて

免疫異常によって臓器の炎

1950年代から60年代の生

病ともいえるものが増えていま

ます︒

抗体が高値であればＳＬＥ︑抗
症が起こり︑そして組織障害が

命予後は︑５年生存率で70％︑

る場合にはリウマチ︑抗ＤＮＡ

ＳＣＬ７０という抗体が高けれ
起こってくる︒それぞれの段階

10年生存率で60％でした︒90年
による感染症が増え︑骨が柔ら
代に診断された方は︑今は９年

肉痛がでてきます︒

ば強皮症を疑う︑疾患に特異的
で治療がある︒しかし残念なが

かくなるため︑カルシウムなど

きています︒肥満︑動脈硬化︑虚

なマーカー抗体といわれる自
ら︑根治療法はまだ分かってい

生存率ですが︑95％以上の高い

の併用が必要です

いることが分かります︒

イマウス︑目︑強膜に炎症が起

己抗体が存在します︒どの抗体
ないことと︑ステロイド剤ない

生存率になっております︒50年

血管は︑血管炎や︑深部静脈

こるなど︒

が陽性にでるかである程度の

し免疫抑制剤を︑ほとんどＩ生

スですが︑ステロイド剤は︑感

目や耳は︑ドライアイ︑ドラ

炎など︒

末梢神経︑中枢神経障害︒肺

疾患の診断が推定できます︒

代60年代には︑膠原病︑ＳＬＥ

情や精神的な障害を来しやすい

す︒それとステロイドホルモン

炎︑間質性肺炎︑心膜炎などか

涯服用しなければならないと

と診断された場合には︑ほんと

そして︑最後にメンタルヘル

ころに自己免疫疾患ないし膠

らくる咳や痰︑息切れ︑動悸な

膠原病の治療

どがあります︒

うに命の危険があった︒今はそ

ので︑こういったところの治療

原病の︑難病たる所以がありま

どうしても飲まなければな

腎障害ですが︑最近は︑発症し

前一番の問題であった尿毒症︑

増悪因子をいかにさけるか︑ス

出産や女性に特有なものなど︑

は︑疲労︒日光︑感染症︑妊娠・

病気を増悪させないために

らない薬ですが︑いろんな副作

てすぐにステロイドや免疫抑

ステロイド剤

が必要になります︒

残念ながらまだ原因は分
関与して

用をどう防ぐかということに

ＳＬＥの死因の変貌です︒以

れが非常に少なくなったとい

これら臨床症状から膠原病

検査︑免疫学的検査︑特殊検査

いること

す︒

かっておりません︒自己免疫が

など診断基準に基づいて鑑別

うことです︒

を推定します︒その次に一般的

診断をします︒

はほぼ間

例えば︑ＳＬＥの診断基準で

違いない

テロイドホルモンの副作用をど

すが︑顔面の紅斑︑日光過敏症︑

制剤の大量療法で︑死因として

は︑むしろ増えてます︒

リウマチなどに対しては抗サ

ます︒

そういう意味では急性期は

体によってある程度病気の診

イトカイン療法といって︑細胞

ればなら

なります︒

う予防するかが︑膠原病の治療

のです

は非常に少なくなり︑人工透析

にとって大きな問題になります

が︑自己

などで尿毒症による死因はう

し︑一生涯︑こういったものと

口腔・鼻腔潰瘍︑関節炎︑胸膜

んと少なくなりました︒

大量療法によって︑胃潰瘍︑

血圧︑ムーンフェイス︑肥満︑

免疫が起

が分かっておりません︑今のと

などの副作用が出ます︒

炎︑腎臓疾患︑神経学的所見と

血球︑リンパ球︑血小板の減少︑

ころまだ根治療法はありませ

骨が柔らかくなる︑骨粗霧

糖尿病︑感染症︑精神症状︑高

免疫学的な異常の臨床症状な

んが︑それによってもたらされ

症︑高脂血症︑動脈硬化などが︑

しては昔ほど危険ではないけれ

こる機序

どの検査をみて︑Ｈ項目のうち

る免疫異常についてはだいた

長期使用

だいたい
脱するこ

ども︑余病や合併症が出るとい

いった臨床症状と︑赤血球︑白

４項目以上満たした場合にＳ

い分かってきています︒免疫異

による副

とができ

断が推定できるのが一つの特

と細胞の間を抑制したり活性

生命予後

ないため

難病であるということを最後に

膠原病というのは︑いのちと

いかなければならないのです︒

ならないし︑一緒に仲良くして

患者さんは闘っていかなければ

ＬＥとして診断する︑という診

常をある程度正常化するため

作用とし

う意味では︑まだまだ難病中の

ところが︑中枢神経障害など

断基準があります︒

に︑ステロイド剤︑免疫抑制剤︑

たが慢性

強調したいと思います︒

徴です︒例えばカンマグロブリ

化したりするサイトカインに

という意

特に膠原病では︑ある自己抗

てでてき

的には治
療しなけ

ンに対する自己抗体であるリ

対する治療が免疫異常を抑え

しかし︑

ウマチ因子が強陽性にでてく

５−

‑

神経難病にいかにとり組むか
全国難病センター研究会副会長・東北医学大学院医学系研−内科学教授

泰人

先生

筋萎稲性側索硬化症の病因・病態に関わる新規治療法の開発に関する研究班主任研究者
糸山

ＡＬＳは発見されて105年以上

たちますがその病因は全く不明

でした︒10年前にスーパー・オ

キサイドーディスムターゼ︑Ｓ

ＯＤという酵素の遺伝子異常が

原因でないかといわれ︑現在最
も注目されております︒

神経難病の中でも特に大変な
肉の萎縮が進行して︑全くどこ

けたとしても︑さらに全身の筋

かありません︒人工呼吸器をつ

使わなければ死の道をたどるし

筋にも来ますので人工呼吸器を

のような状態になります︒呼吸

萎縮してきます︒まさに骨と皮

りましても︑感性や知性は保た

はどこも体が動かない状態であ

びしい⁝⁝︒ＡＬＳの患者さん

の音だけが聞こえる︒非常にさ

ハエが去っていくと人工呼吸器

らうことはできません︒しかし

わしいなと思うけども︑おいは

が︑健康な方は持たない︑とい

はこの遺伝子異常をもっている

た︒家系内でＡＬＳになった方

遺伝子異常を発見いたしまし

Ｓの患者さんの家系でこの酵素

我々も同じように家族性のＡＬ

遺伝子異常が発見された年︑

になりました︒

生きたまま採取することが可能

んな酵素を測るとか︑脊髄液を

の制限があった脊髄内でのいろ

大きさがあるので︑今まで実験

これはマウスの約20倍ぐらいの

1993年︑この酵素異常︑

疾患といわれている筋萎縮性側

また︑ＳＯＤの遺伝子異常を

れています︒ですから私ども

治療の挑戦

そういう難病に対して︑病因

マウスの受精卵に導入したとこ

は︑原因は分からないけれども

患者さんたちは︑病因の解明

ノーかの反応ができることで︑

の研究︑治療への挑戦︑医療の

ろ︑ＡＬＳと同様の症状を示す

新しい治療の開発はやらないと

ました︒

ＡＬＳは全身の筋肉が進行性

かろうじてコミュニケーション

ネットワーク︑こういうことが

マウス︑ＡＬＳトランスジェ

スライドの

に萎縮していく病気です︒脳の

が保てる患者さんがおられま

私どものできることです︒

なかには︑脳波でイエスか

役割とは五感の情報が入って考
す︒

ンが障害され︑その神経が養っ

する源ともいえる運動ニューロ

動を起こす︑といえます︒行動

んがやっとの思いで書いた詩が

んの歌集の中に最重度の患者さ

豊倉先生が集められた患者さ

のか︑この機序を細胞︑遺伝子︑

Ｄが運動ニューロンを障害する

ました︒現在︑なぜこの変ＳＯ

ニックマウスを作ることができ

られていますが︑満足するもの

今まで無数の新規治療が試み

いけないことです︒

ています︒

のは︑神経栄養因子です︒

が︑ラットでのＡＬＳ動物モデ

最近︑私どもの教室の永井

運動ニューロンに対して非常に

子に注目しております︒これは

子︵ＨＧＦ︶という神経栄養因

現在私どもは︑肝細胞増殖因

ルを遺伝子導入で作りました︒

スライド②

その中で最も注目されている

は今のところありません︒
さりしあと

蛋白︑動物レベルで研究をやっ

あります︒

や治療の開発を夢にして療養さ

え︑そしてアウトプット即ち行

を話したいと思います︒

うふうに遺伝子異常と発症が１

ハエが飛んできます︒ハエの羽

I.･･.,;a･1･

れている︒だからこそ大変に苛

多く発症し︑２︑３年の経過で

T'

も動くことができないという状

音の風圧や音は聞こえます︑煩

J

索硬化症︵以下ΛＬＳ︶につい

I

対１で対応する事実が見つかり

ｺ

酷な病気と言えます︒

手や足はもちろん全身の筋肉が
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態になります︒

nnn≪のアs/tut定

てどのようにとり組んでいるか

一新たなＡＬＳラットの完成と病態研究一

ている筋肉が痩せていく病気が

はえの

﹁まつわりて

うるさき

ＡＬＳです︒ですから我々の研

こころは
さびし﹂

しばし
ゆえなく

究の目標は︑どうしてこの運動
ニューロンが障害されていくの

人工呼吸器下で療養している

かを解明し︒それを治すことで
あります︒

ＡＬＳは︑50︑60歳代の方に 患者さんはどこも動きません︒

６

第１回研究大会
特別講演２

スライド③

ラットの

ＡＬＳ

開発した

私どもの

療﹂を宮城県および近県で作り

年に﹁神経難病ネットワーク医

はないかということで1994

れをより系統だってできること

色々となされてきましたが︑こ

ＬＳ患者さんへの取り組みは

スライド⑥

ことが我々の希望であります︒

ワークに加わっていただきたい

と︑また開業の先生にもネット

院にも参加していただきたいこ

病院を神経内科の関連以外の病

羅しています︒現在の課題は︑

た︒今はわずかに動く足でコ

もって始めた時に発病されまし

でてきて大潟村で大きな夢を

さんは農業をする為に高知から

う本を出しておられます︒松本

﹁ＡＬＳ

ＬＳ協会の会長の松本さんは

る患者さんがおられます︒前Ａ

力強い栄養作用を持っていま

ＨＧＦは大阪大学の中村教

脊髄に直
上げました︒この特徴は︑神経

この宮城県のネットワークシ

ミュニケーションをしながら︑

そこで

授が発見したもので︑その教室

接チュー
内科医が自主的に集まってやろ

ステムの特徴は︑入院医療の確

今皆さんの力で農業をしながら

ＡＬＳマウスに︑ＨＧＦを脳

ら︑どの程度の安全性がある

まだ動物実験の段階ですか

でその効果が現れております︒

非発症率でみると約１ヶ月の差

現在のところ︑臨床的には︑

があります︒

にすぐにでも応用できる可能性

療連絡協議会ということで立ち

に1999年に県の神経難病医

わっていただきました︒最終的

て頂き︑それに患者協会も加

行政サイドがそれに理解を示し

のがスタートでした︒そして︑

い︒なんとかできないかという

になり︑療養が十分にできな

られます︒

引き受けて下さる坂爪先生もお

ミュニケーション手段を一手に

ワーになっています︒また︑コ

保健婦さんが加わって大きなパ

る往診医︑難病専門員︑保健所︑

いることです︒在宅医療を支え

の研究に大変な理解を示してい

で示されました︒また︑私ども

患者の生き方を世界の人々の前

が︑ご家族の協力のもとＡＬＳ

ながら今年亡くなられました

中で発病された鎌ｍさん︑残念

す︒

の船越先生が非常に重要な研

ブを入れ

う︑ということがスタートに

保︑在宅医療の支援︑そして家

内で作る特殊なマウスを作製し

か︑どういう投薬スケジュール

上がったわけです︒

悪妻との闘い﹂とい

究をやっております︒

てこのＨ
なった点です︒

頑張っておられます︒

ＧＦを入れ︑治療実験をやって

庭内介助の支援を主目的にして

てかけあわせて︑ダブルトラン

が最も有効であるかを︑現在私

スライド⑤

多くの患者さんがたらい回し

スジェニックマウスを作りまし

どもの教室で実験を進めていま

おります︒成功すれば患者さん

た︒ＡＬＳも発症するしＨＧＦ
す︒

究︑それに医療のシステムを述

ＬＳの病院研究︑また治療の研

本日は︑今私どもができるＡ

なお足で執筆されておられま

﹁蹄跡﹂という本を出版され︑今

渡辺先生はＡＬＳになられても

ただいている大変有能な眼科の

発見して︑そして非常な理解者

す︒

を求めて生きておらます︒

べました︒しかし︑やはり一番

ての治療は︑日本で開発された

ほしい意志︑即ちＡ

大切なのは︑患者さんまたは家

また合鴨農業をやっている途

を脳内でも作るダブルトランス

これに参加している病院は︑

ウスに比べて延命効果が約１ヶ

二つのこと︑即ちＡＬＳのラッ

ＬＳを得て人生の価

こういう生きる意義を見つけ

このＡＬＳへのＨＧＦを用い

月あったということです︒マウ

トモデル︑それに新たなＨＧＦ

値の見つけ方︑ここ

られたＡＬＳ患者さんが周りの

ジエニックマウスは︑ＡＬＳマ

スの１ヶ月は人間で換算すると

という栄養因子が神経難病の治

が重要な点だと思い

状況でその意志を妨げられない

医療ネットワーク

に生き抜いておられ

の価値を見つけて真

ご静聴ありがとうございました

かと考えています︒

環境づくりが一番大切じやない

それぞれの方が生きる意義を

２年から３年と計算する人もい

療に貢献出来る可能性を示して

ます︒

では個々の神経難病︑特にＡ

私の周りには人生

族の生きる︑生きて

ますから大変大きな効果である

います︒

約20あり︑宮城県をだいたい網

といえます︒ＨＧＦがＡＬＳに
効く可能性があると考えられま
す︒
スライド④
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１人の男が日本列島を駆け抜けた
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難病相談必携書∬

地域難病連の概要﹂

一部て○○○円

発行ＪＰＣ日本患走・家族団体協議会

︒ノ

北海道難病達ＦＡＸ０１１︵５１２︶４８０７

申し込みはＪＰＣＦＡＸ０３︵５９４０︶０１８２

編集後記

﹁自治体の難病対策と

〜

回研

一Ｏ編集担当︒の山碕日︒人君の急逝で北海道難一

一病連が編集・発行を担当することになりま一

一した︒事務局外の新井宏氏のご支援をいた一

の有効利用にご協力下さい︒○第

一だいています︒○巣鴨に借りた編集部室一

究大会を無事に終え︑ホッとしています︒

○各県の進捗状況アンケート︵第二弾︶を実

一施しています︒急展開の県もあるようです

Ｉ回研究大会にもぜひ参加下さい︒︵伊藤︶

一が︑じっくりと構えたいと思います︒第二

支えたいのは︑
気持ちです︒

企業選

ミ

1.

※障害者の求職者の方には､一切費用はかかりません
転職相談セミナー随時開催毘習鸞?で

こ 騏席

。Ｈ。ｎと。χ￨。ｕ。3
介いたします（新卒の方も大歓迎）

心宍﹂づふ

障害者のキャリアアップを強力サポートします
胞ざと？じと勿去哩見を葱りたぢ皿
紹介会社として厚生労働省の許可を得た
障害者雇用促進パイオニア的存在ですi 1ぐ411jl
内 li･轟 ｉ 面

nフ5こノスペッドメディカルサービス株式会社
本社／〒1
6 9‑0073東京都新宿区百人町1‑25‑1
電話03 (3363) 2255 (大代表)
http:Z/ＷＷＷ.homecare.ｎｅ.jp
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