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患者さんがこられています。
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の難治化する場合には、比

病気ではありますが、一部

にも大きな影響を与えない

本的には、安定化して寿命
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ことも確かです。
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効果を示すことも経験して

付けようということがより

の変わり目には体調に気を
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も多いようです。季節の移

なく、学会レベルでも、討

治るというような病気では

それに対する治療をすれば
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きいているのかは、注意す

もあるので、どこまで薬が

治る力をもっている病気で

特定疾患申請の時期がま
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気になるのが、季節の変化

（本会報は再生紙を使用しています。）

長井 苑子 先生

臨床研究センター長
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です。サルコイドーシスの

ような状況もでているよう

る場合には、認可されない

しないで経過観察をしてい

たやってきますが、治療を

しています。

せていただきますとご指導

て、経過を総合的に診察さ

よければ、通院を継続され
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を忘れてはいけません。高
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難病情報センター

サルコイドーシス
山口

哲生 先生

病気の解説

新宿海上ビル診療所

提出していない軽症の人も
どのような症状になるので
いるので実際にはもっと多
しょうか？
いと思います．性別では女
地域や人種で症状や重症
性が男性の 倍で自覚症状
度も異なるのがこの病気の
発見が多い．年齢別では、
特徴のひとつです．従来、
男女ともに 歳代と 歳代
日本の患者さんは，あまり
以降に２峰性に多く，とく
自覚症状がなくて，健康診
に男性は若年者、女性は高
断のときにたまたま胸部Ｘ
齢者に多くみられます。地
線検査で偶然に発見される
域でみると、北海道に患者
ことが多かったのですが、
さんが多いとされています．
最近は、病気の発生する部
位によって，いろいろな自
難病の公費補助について．
覚症状で見付かることが多
くなっています。
サルコイドーシスは、自
大きく分けると，侵され
然寛解することが多い反面，
１～２割は難治化するため，
た臓器ごとの「臓器特異的
厚生労働省の特定疾患（難
症状」と，侵された臓器と
病）に指定されており、重
は無関係におこるいわゆる
症度Ⅲ，Ⅳの場合には，公 「 非 特 異 的 全 身 症 状 」 が あ
費から医療費補助を受ける
ります．侵される部位で多
ことができます。ステロイ
いのは，肺と眼と皮膚で，
ドなどの全身治療を受けて
それ以外に，心臓，神経・
いる場合には多くが医療費
筋肉，骨，関節などがあり
補助の対象になります．
ます．はじめに「臓器特異
的症状」から説明します．
50
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サルコイドーシスの疫学は
どのような特徴があります
か？
世界中にある病気ですが，
人間しか罹らないといわれ
ています．また，地域や人
種のちがいによって、発生
率や重症度にちがいがあり、
たとえばヨーロッパでは南
欧より北欧に多くみられ、
アメリカでは黒人が白人の
数倍もかかりやすく，かつ
重症です．
日本では過去 回全国調
査が行われました．２００
０４年度は臨床調査個人票
で調査して，人口 万人対
人（組織診断は 人）の
発生率でしたが，個人票を
8
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サルコイドーシスとはどの
ような疾患なのでしょうか？
この病気は約１００年以
上も前に、イギリスで皮膚
の病気として発見されまし
た。その後研究が進み、こ
の病気は，おもに類上皮細
胞やリンパ球などの集合で
できた「肉芽腫」という結
節が、リンパ節、目、肺な
どの、全身のさまざまな臓
器にできてくる病気である
こ と が わ か り ま し た。「 サ
ルコイド」はラテン語で「肉
のようなもの」という意味
で，「 サ ル コ イ ド ー シ ス 」
とはそれが全身にできてく
る疾患であることを意味し
ています．
1.7
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臓器によってどのような症
状がでるのでしょうか？
◇肺
胸部Ｘ線写真で両側肺門
部 リ ン パ 節 の 腫 大
（
B
i
l
a
t
e
r
a
l
H
i
lar
）
Lymphadenopathy; BHL
が健診などで偶然発見され
る場合が多いです．この場
合には、自覚症状はほとん
どありません。また，若く
てＢＨＬだけで見つかって，
あまり症状もないという患
者さんでは， 割がた自然
になおってしまいます．そ
れから，病気が肺の中まで
すすんできて胸部Ｘ線写真
でびっくりするほどの陰影
があってもあまり自覚症状
がないのが，この病気の特
徴のひとつです．逆にいう
と，肺のサ症は病気がすす
んでもあまり症状がなくて，
進展度が自分ではわからな
いわけですから，定期的に
8

医療機関で胸部Ｘ線写真を
検査し続けることが必要で
す．
それでも肺の陰影が長く
続くと，進行して「肺線維
症」という状態になって，
せきや息切れがでてくるこ
とがあります。自然になお
ってしまう患者さんがいる
一方，肺線維症になって，
肺移植の適応になる方もお
られるわけです．あまり進
行する前に治療を開始する
必要があります．
◇眼
日本では、欧米に比べて、
目の症状をきっかけに発見
されることが多いのが特徴
です。ほとんどの場合，目
のぶどう膜という部分に炎
症がおこり、ものがかすん
で 見 え た り（ 霧 視 ）、 ま ぶ
し く な っ た り（ 羞 明 ）， 蚊
が飛んでいるように見えた
り（ 飛 蚊 症 ）、 目 が 充 血 し

たり，視力が低下したりし
ます。ブドウ膜炎をおこす
病気として，昔はベーチェ
ット病が第一位で，サ症，
原田氏病がそれに続いてい
ましたが，現在は全国的に
サルコイドーシスが一位に
なっています．患者さんは
目の症状ですから眼科を受
診されますが，そこで「ぶ
どう膜炎」と診断されたら、
サルコイドーシスなどほか
の病気である可能性を考え
て内科にも受診して，全身
検査をする必要があります．
合併症として，白内障，緑
内障，ドライアイなどがあ
り，全体の約３％が失明し
たという統計がありますの
で，はじめから適切な治療
をすることがたいせつで
す。
◇皮膚
わが国では福代先生の分
類があります．皮膚サルコ

イドは，生検をするとサ症
に特徴的な類上皮細胞肉芽
腫が認められるものです．
瘢痕浸潤は膝などに昔すり
むいた痕にできてくる皮疹
で，やはり肉芽腫が生検で
認められます．結節性紅斑
は病気のはじめに下肢にで
きる紅斑で，生検しても肉
芽腫は認められず，ほとん
ど早期に消えてしまいます．
皮膚サルコイドがよくでき
る場所は，鼻の横，額，頬，
上下肢，胸や背中，腹部や
臀部などで，痛くも痒くも
ない赤い斑点ができるのが
一番多いパターンで，皮下
型は皮膚の下にコリコリ触
れるものです．型によって，
なおりやすいのもあれば治
りづらいのもありますが，
多くはゆっくりと治ってい
くものと思ってください．
女性で両方の頬に赤くでき
てきた場合が美容上も困る
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クのために心臓の実質的拍
動が弱まって，意識消失（失
神）で緊急受診となったり
します．高度の房室ブロッ
クでは，原因が何であれペ
ースメーカーが挿入されて
急場をしのぐことが多いで
しょう．後者の場合は，放
置すると心臓の拍出力が次
第に落ちてきて動くと息切
れがする，慢性心不全にな
ってきますので，診断がな
されたら早めに十分な治療
を開始する必要がありま
す．
欧米のサルコイドーシス
の死因で最も多いのは肺の
病気による呼吸不全ですが，
日本でもっとも多いのは、
心臓病変によるものです．
ですから、サルコイドーシ
スの患者さんでは，落ちつ
いておられても，定期的に
心臓の検査を行います．
～続きは次回会報で掲載～

○

わけですが，塗り薬などで
はとても治りませんので，
早く良くしたければ，一時
期を我慢してやや多めのス
テロイド薬を服用したほう
がよいでしょう．ミノサイ
クリンやドキシサイクリン
が有効な例もありますが治
療法として確立されたもの
ではありません．
◇心臓
日本には眼病変が多いと
話しましたが，心臓病変も
多いのが特徴です．日本人
サルコイドーシスの約 ％
に心臓に病変があり，大き
く分けて 種類の病変があ
ります．１つは刺激伝導系
が侵されて不整脈がおこる
場合，もう つは心臓を収
縮させる筋肉が侵される場
合です．前者は，偶然心電
図で発見されたり，患者さ
んが不整脈を自覚されたり，
あるいは高度の房室ブロッ

○

外来受診のときはできるだけ紹介状と画像データをお持ち下さい。
原則として月・火・金曜日の午前ですが午後の早い時間は可能ですのでご相談くだ
さい。
新宿海上ビル診療所は、眼科、皮膚科、漢方科、神経内科などすべての科がそろっ
ています。他の科もご希望があればその旨をお知らせ下さい。
アクセス：ＪＲ新宿駅南口から甲州街道下る５分、信号３つ目。
都
 営大江戸線・都営新宿線・京王新線新宿駅出口６番直結（エレベータ
ーで３階へ）

○

2

1
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（お知らせ）

山口哲生先生によるサルコイドーシス患者さんの診療受付の窓口です。
診療ご希望の方は、手紙、FAX、メールにてお申し込みください。
記入事項 １）お名前
５）連絡先
（TEL FAX E-mail アドレス）
２）性別
６）これまでの経緯
３）年齢、生年月日 ７）現在の症状、困っていること など
４）住所
宛先 〒151－0053 東京都渋谷区代々木２－11－15
新宿東京海上日動火災ビル３階 新宿海上ビル診療所呼吸器内科
山口哲生 先生「サルコイドーシス専門外来」
TEL；03－3299－0077（診療予約用）FAX；03－3299－4985
http://www.tsurukamekai.jp
患者さん連絡用メールアドレス yamatet.pt@gmail.com
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私の体験談
東京都

Ｍ・Ｈさん

等 が あ り、 特 疾 サ ル コ イ
ドーシスと告げられました。
初めて耳にする病名もさ
ることながら、 年の勤務
を終えて花の 代を謳歌
し、いろいろな趣味を楽し
んでいた折でしたから、ま
さに青天の霹靂 大ショッ
クでした。幸い早速に友の
会に入会することができ、
諸資料を読みあさりまし
た。当時会長の（故）尾形
安代様にご相談して助言を
頂いたり、小石川植物園、
新宿御苑等での交流親睦会
にも参加する等懐かしい想
い出もあります。
年に数回発行される会報
には、長井苑子先生をはじ
め、サルコイドーシス研究
60 40
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昭和 年友の会が発足
し、先人の方々のご尽力に
よって、この病気の啓蒙活
動が続けられ患者の心の支
えとなっていることに、あ
らためて感謝の言葉を申し
上げます。
拙文ながら私の体験を綴
らせて頂きます。
平成９年 才で発症。現
在（平成 年） 才の女性
です。症状は夏の終わり頃
から、だるさ、息苦しさ食
欲不振などが始まり、身の
置き所も無い有様に、関東
中央病院（世田谷）を受診
しました。諸検査の結果、
胸部Ｘ線分類第二期肺門リ
ンパ節の腫脹、眼疾ぶどう
膜炎、そけい部に結節腫脹
62

25

の権威の諸医師先生方の医
療講話や患者諸氏の体験記
が掲載され、参考にもなり
大変心強く闘病の支えと
なっています。私も数回投
稿し載せて頂いた事もあり
ました。
さて私の病状の推移を述
べます。発症から数年間は
大変体調が悪く、入退院を
６回繰り返しました。胃潰
瘍で緊急入院したこともあ
り ま す。 こ れ は サ ル コ イ
ドーシスによるストレスが
誘因、病気には何といって
もストレスは良くありませ
ん。
発症からの 年は長いも
のです。辛い時はプレドニ
ンを時折処方して頂き乗り
切って、現在に至っていま
す。症状が緩和し寛解かな
と安心しているとまたぶり
返すなど繰り返しはありま
したが、最近５年くらいは
16

入院する程のことも無く、
サ症と早く縁が切れるのを
期待しています。
このところ足腰の不調で、
脊柱管狭窄症で腰にコル
セット、変形性膝関節症で
サポーター装置です。原因
は加齢故か？ 整形医にサ
症との関連をたずねても、
専門外で不明です。この痛
みとサ症との関与について
知りたいと思っています。
昨年読んだ在る本から…。
〝 老 い を 恐 れ ず 〟〝 辛 い 経
くじ
験 に 挫 け な い で 〟〝 歳 だ か
あきら
ら と 諦 め ず 〟〝 人 生 は 二 度
と 無 い 〟〝 日 々 学 び、 教 え
られ、磨かれながら生きて
行く〟私もこうありたいと
思いました。
尊厳死協会の会員であ
り、延命治療は望まない私
ですが、残る日々を有意義
に大切にして、そして楽し
く生きたいと願っています。
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28

14

時

時

15

ました。

名

とときを過ごすことが出来

あり、美味しく、楽しいひ

んざい料理や京漬物なども

きました。京都らしいおば

ランでバイキングをいただ

ランチはホテルのレスト

をしていただきました。

人ずつ近況報告などのお話

の参加者の皆さんからお一

せていただき、その後

治療などに関するお話をさ

平成 年５月 日㈰
時～
ウェスティン都ホテル京都
日（日曜

日時
場所
月

10

西日本支部 親睦会の報告

年

の会、西日本支部の親睦会
を開催いたしました。会場
は、京都東山にあるウェス
ティン都ホテル京都で、新
緑の美しい京都を高台から
一望できる素晴らしいロケ
ーションでした。
ホテルの会議室をお借り
して、西日本支部佐藤から

15

〈募集テーマ〉
①サルコイドーシスと確定診断されるまでの検査や
サルコイドーシスと分からず、苦労した経験談。
②その他（なんでも結構です）

皆さんの投稿をお待ちしています

28

患者・医療関係者交流会の報告
時～


平成

15

日 ）、 サ ル コ イ ド ー シ ス 友

28

最近のサルコイドーシスの

12

5

17
10

17

12 16

科の谷澤公伸先生から、「症
例を通じて病気を理解しよ
う 」、 ４． 質 疑 応 答 へ と 進
みました。
質疑応答も活発に行われ、
参加者の理解が深まったと
思います。
次回は、平成 年 月
日 ㈰ 午 後 ２ 時 か ら、「 第
回サルコイドーシス、膠原
病患者・医療関係者交流会」
を京都府立総合社会福祉会
館ハートピア京都で開催い
たします。
参加ご希
望の方は、
本会報七
頁のお知
らせをご
参照下さ
い。
28

平成 年４月 日㈰
ハートピア京都

14

西日本支部

17

日時
場所

4



28

平成 年 月 日㈰ 時
～ 時、京都市中京区のハ
ートピア京都において、第
回治療に関する患者・医
療関係者交流会が開催され
ました。参加者は１００名
に近い人数となり、盛大な
交流会となりました。良い
お天気で、桜が咲く春らし
い京都での一日を有意義に
過ごすことが出来ました。
泉孝英・京都健康管理研
究会理事長のご挨拶から始
まり、１．上田清源・臨床
検査技師から「腹部エコー
検 査、 脂 肪 肝 」、 ２． 染 井
順 一 郎・ 管 理 栄 養 士 か ら
「栄養指導外来から、肥満、
脂肪肝、高脂血症」３．京
都大学呼吸器内科の池添浩
平先生、京都大学呼吸器内
17

11
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西日本支部 第12回サルコイドーシス、
膠原病患者・医療関係者交流会のお知らせ
開 催 日

平成28年10月16日（日）午後2時～5時

場

京都府立総合社会福祉会館

所

ハートピア京都

3階大会議室

〒604–0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地
TEL 075－222－1777／ FAX 075－222－1778
交通機関

京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車

5番出口

（地下鉄連絡通路にて連結）
参 加 費

200円

サルコイドーシスに関することを勉強することが
出来ますので、是非ご参加ください。
参加申込みは、公益財団法人京都健康管理研究会
TEL：075－211－4504

中央診療所 岡本さん

までお電話ください。

（9）

東日本支部 秋の講演会のお知らせ
講
師
日
時
開始時間

会

場

交

通

昼

食

質問の受付

大橋病院 循環器内科 諸井雅男先生
平成28年10月15日（土）
受 付
午後12時30分より
講演会
午後１時～午後３時（２時間）
先生のお話と質疑応答
東邦大学医療センター大橋病院 教育棟内教室
（100名以上収容可）
〒153－8515 東京都目黒区大橋２－17－６
TEL 03－3468－1251（代表）
・ＪＲ山手線「渋谷」駅南口より
三軒茶屋方面行きバス３つ目「大橋」バス停下車、徒歩３分
・東京急行田園都市線（地下鉄）渋谷駅より１つ目
「池尻大橋」駅北口下車、徒歩６分
・京王井の頭線「渋谷」駅より２つ目
「駒場東大前」駅西口下車、徒歩10分
病院の食堂は混んでいて使用出来ないでしょう。
渋谷駅か池尻大橋駅近くで対応して下さい
質問を文書で講演会以前に若林で受け付けます。
〆切：９月末日まで 記名式

参加される方は若林までご連絡下さい。〆切：９月末日まで
ＴＥＬ ０３－３９９６－１５３０
⬅吉祥

寺
西口

➡

新宿

●東大教養学部
京王井
の頭線
「駒場
東大前
」駅

渋谷➡
淡島通り
「駒場」バス停

警視庁

教育棟
講演会会場
研究棟

氷川神社●

歩道橋

➡

「大橋」バス停

山手通り

mama s ●
plate

東邦大学医療センター

大橋病院 本館

目黒川

国道２４６号線

●

⬅溝口

北口→

公営駐輪場

東急田園都市線
「池尻大橋」駅

第３機動隊

駒場東邦
中学・高校
●

都立
●芸術高校

渋谷➡

中目黒

（ 10 ）

専門医師をお招きしての

サルコイドーシス 友の会 親睦会（中部地区）
「サルコイドーシス」の患者さん、ご家族の相互交流及び
サルコイドーシス専門医との座談会です。皆様多数のご参加お待ちしております。
参加申込の連絡は不要です。当日、直接会場にお越し下さい。
＊開催日

平成２８年９月２５日（日）午後１時～３時まで

＊場

所

名古屋市立大学医学部研究棟11階講義室Ｂ
地下鉄：桜通線「桜山」駅 下車 ３番出口すぐ

＊講

師

森下 宗彦 先生（愛知医科大学病院客員教授）
愛知医科大学メディカルクリニック
呼吸器内科・アレルギー内科
佐藤 茂樹 先生（元名古屋市立大学教授）
さとうクリニック 内科・呼吸器内科

＊参加費

無料（飲み物はご持参下さい）

＊主

サルコイドーシス友の会

催

中部地区世話人

春田

URL http://www.ne.jp/h/sato/
加代（080－5151－4069）

以前の棟の向かい側の棟です。案内図を出しています。
至岐阜

至多治見
丸の内

久屋大通

伏見

栄

地下鉄桜通線
地下鉄東山線
中央
線

JR

東
海
道
本
線

JR

新 幹
線

上前津

鶴舞

地下鉄桜通線

名古屋

桜山交差点

今池

昭和郵便局

地下鉄
「桜山」
駅
出入口
（３番）

外来診療棟
市立大学病院
（西棟）

御器所

地下鉄鶴舞線

金山
高辻

名市大病院前

患者用駐車場

医学部研究棟

桜山

正門

地下鉄名城線

本線
名鉄

市大病院前交差点

名古屋市立大学病院

至豊橋

研究棟11階講義室Ｂ
新瑞橋

〒467－8601

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１

●交通機関

地下鉄桜通線

TEL 052－851－5511（代表）

桜山駅下車（３番出口）徒歩すぐ

お願い：駐車場は特にご用意しておりませんので公共交通機関をご利用下さい。
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平成

年度 役員名簿

会
長 佐藤 公昭（西日本支部長）
副 会 長 若林 宏夫（東日本支部長）

事務局長 吉竹
巧
常任幹事
（東日本）酒井昭次郎
手塚 良明
安田 恵代
榑松 美由紀

緒方 陽子
清水 成利

（西日本）小林 弘幸
佐野 百合子
加藤 真理子 長谷川美佐子

久保 勝英

会
計（本 部）  安田 恵代
（東日本）  若林 宏夫
（西日本）  佐野百合子
会計監査（本 部）  手塚 良明
（東日本）  手塚 良明
（西日本）  加藤 真理子
中部地区世話人
春田 加代
杉浦 潤一

寺内 みさ子 野田 伸子

森
久恵

九州地区世話人
黒木千枝子
松本 玲子


若林

宏夫

副会長・東日本支部長）

前会長

前会長離任の挨拶

（現

ご支援、ご協力頂き有難うございま
した。
会長として今年で７年になります。
皆様方には大変お世話になりありがと
うございます。そして会長とし力不足
で大変申し訳ございませんでした。
段々と会員が減少していくので、友
の会の今後が心配されます。若い方に
引き継いでいくのが良いと考えます。
若く、実力のある佐藤公昭さんに次
期会長をお願い致しました。
私は今までと同じ様に会報の作成・
名簿管理・新しく会に入会される方へ
の対応などの仕事を致します。
会員の方々にはご支援・ご協力を頂
き心よりお礼申し上げます。
皆様のご健勝をお祈り致します。

公昭

新会長就任の挨拶

佐藤

 会長・西日本支部長


このたび、若林さんの後任として、
友の会の会長に就任させていただきま
した佐藤公昭です。若林さんには 年
間友の会会長としてご尽力を賜り、あ
りがとうございました。
サルコイドーシス友の会は、今日ま
で多くの方々のご協力やご支援をいた
だいてまいりました。これからも会員
の皆様にお役に立てる友の会となるよ
うに、微力ではありますが、精一杯努
力していきたいと思います。
会員の皆さんと活発な情報交換を行
い、病気に対する理解を深め、魅力あ
る友の会活動にしたいと考えています。
サルコイドーシスに関する研究が進
み、原因の解明や治療法の確立により、
私たち患者が明るい未来を描くことが
出来るよう、医師や患者の皆様ととも
に力を合わせていきたいと思います。
今後ともご支援・ご協力をいただきま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

7
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小池

佐野

道場

吉永

大崎

酒井

伊藤

織部

稔子

敦子

淑美

珠江

松江

嘉代

昭次郎

歌子

美栄子








番場

吉永

後藤

根美子

百合子

増男

美智子













茂呂
彰彦

ふじえ


谷口

大阪府

福岡県

高知県

東京都

静岡県

東京都

春田

千葉

脇野

中原

小鮒

山西

小林

根橋

順二

加代

弘子

久美子

綾子

和子

恵子

つる子

玲子

征人

千葉県
富川

政美

関

千葉県
三宅

セツ子



神奈川県
小森

陽子



奈良県
飯沼









千葉県
神奈川県
愛知県
東京都
大阪府
大阪府
埼玉県
東京都
兵庫県
岩手県
愛知県
富山県
愛知県
秋田県
千葉県

（敬略称）
心温まる御賛助有難うご

















愛知県



大阪府

ざいました。厚く御礼申し

００１４０－５－３５９７８５
名称

サルコイドーシス友の会

御用の節は上記口座をご利用下さい。

年会費は2,000円です。
発行者
発行人

京都障害 者 団 体 定
期刊行物協会
修
高谷

◇題字は小林フミ子先生です

番号

◎友の会についてのご相談、

お問 い 合 わ せ は ど う ぞ 左 記 に

ご連絡下さい。

公昭

※西日本支部連絡先

佐藤

八尾市松山町２丁目一―四

〇七二（九九二）〇六三七

宏夫

※東日本支部連絡先

若林

練馬区石神井町八―四三―七

〇三（三九九六）一五三〇

〒６０２―８２４５

三〇〇円

京都難病連絡協議会内

京都市上京区猪熊通り丸太町下がる中之町
五一九

京都社会福祉会館四階

領価

ＫＴＫ増刊通巻四四七二号（毎月一回二十五日発行）平成二十八年八月十日発行

上げます。

第三種郵便物認可

東京都

北海度

和歌山県

岐阜県

 群馬県
京都府

ご協力に感謝

廣岡
壽美子



小野

大住
智子

美知子

坂本
まゆみ

津久井

掘下
栄子



鹿野

平成四年六月五日

〒581－0088

TEL＆
FAX

〒177－0041

TEL＆
FAX

郵便振替口座

