自治医大を卒業し︑早八年が
過ぎようとしています︒研修期
に携わったのは五年足らずです

間を除くと︑実際にへき地医療

赴きました︒

お

ひ で ひ と

期生・１９９９年卒

金子みすゞ 亡くなる
は詩の投稿を禁じ︑女遊びに明け暮れ︑さらに︑

月︑服毒自殺した︒原因は娘の親権を強硬に要

みすゞに病気をうつすなどしたために離婚︒翌

代表作に﹁わたしと小鳥と鈴と﹂﹁大 漁 ﹂ な

う︑二十六歳の若さで亡くなった︒義父の経営

地域内の唯一の医療機関という
事もあり︑﹁自分が地域住民の

健康を守っていくんだ

た︒この事は自分にとって非常

という間に解決してしまいまし

た︒

にショ ッ キ ン グ な 出 来 事 で し
西米良村の言葉に﹁てごりの
精神﹂という言葉があります︒

が最後の砦︵とりで︶なんだ ﹂ 相互扶助︑お互いに助け合うと

自分

求する夫への抵抗心からだとされている︒︵志︶

どがある詩人︑金子みすゞが一九三〇年のきょ

する書店の番頭と結婚︑娘をもうけた︒が︑夫

各地域に派遣されるたびに︑

うか︒

地域のよろず屋 として

ます︒どちらかといえば︑つら

ら

かった事の方が多かったでしょ

し

白尾 英仁

十三万人が治療を受けてい

とされ︑国内では推定約三

既存薬には︑関節リウマ

るとのデータもある︒

'
かに﹁患者さん 弱いもの﹂と

いう意味です︒今まで心のどこ

しかし︑理想と現実のギャッ
いかなければ駄目なんだと勝手

いう考えがあり︑自分が支えて

しかし︑﹁そうではないんだ︑

に考えていました︒

患者さ ん に 支 え ら れ て い た ん

自分も弱い人間であり︑自分も

自分に欠けていた大事な事に気

だ﹂
︒そんな︑当たり前ですが︑

いる事が︑かえって住民の不利
益になっているんじゃない

住民と助け合い

地域全体を支えていけるよう︑

く︑その家族や生活︑さらには

よ﹂︒宮崎出身の高木兼寛先生

﹁病気を診ずして患者を診

付かされました︒

まじめに辞めようか悩んでい

今日も﹁地域のよろず屋﹂とし

そして自分も支えられながら︑

す︒

億人

して既に承認されており︑

︵一般名トシリズマブ︶と

公表した︒

超えるとする初の報告書を

課題﹂と題された報告書に

率をみる米リウマチ学会の

若年性特発性関節炎も適応

中外製薬は関節リウマチと

﹁神経障害 公衆衛生の
ろ︑約 ％の患者で︑症状

基準を用い評価したとこ

よると︑○五年の世界全体
世界約四十カ国での臨床

八十三万人︒最も多いのは

ち神経疾患の患者は約十億

の人口六十四億人余りのう
試験の結果をもとに︑欧米

善率﹂を達成︑ ％改善率

がほとんど消える﹁ ％改
は約半数が満たした︒

大阪大学長退任後の二○

ハイマー病患者は約二千四

三千万人が続いた︒アルツ

千万人で︑片頭痛の約三億

栄養・神経障害の約三億五

○三年に研究現場に復帰し

る︒

での承認申請も予定してい

︵いんとう︶炎や皮膚の発

神経疾患への理解を深
重要で︑たとえばヘルメッ

め︑予防策を講じることも
トやシートベルトの着用

６はいろいろな病気にかか

も︑事故が起きた際に脳神

することが大切です︒ＩＬ

を含め発症の詳しい仕組み

わっており︑関節リウマチ

管理のもとで使うことが必
患者には︑投与が難しいこ

要︒感染症にかかっている

ことなどを啓発すべきだと
訴えている︒

経の損傷を防ぐ効果がある
この抗体は︑キャッスル

めたい﹂と話している︒

ています︒さらに研究を進
マン病の治療薬アクテムラ

ともあります﹂
と岸本教授︒ や原因を解明する鍵を握っ

可能性があるので︑医師の

十六人︵約 ％︶で鼻咽頭

破壊される前の早期に投与

た岸本教授︒﹁関節や骨が

百万人︒
が起き﹁感染症に弱くなる

疹︵ほっしん︶︑下痢など

一方︑六十一人のうち五

感染症に注意

厚労省に申請した︒

症になるよう︑昨年四月に

生活での動作などから改善

二○三○年には十一億人を

題が一層深刻化︑患者数は

するにつれ︑神経疾患の問

億人に達し︑高齢化が進行

っている人の数が世界で十

ど︑何らかの神経疾患を患

ルツハイマー病︑片頭痛な

はこのほど︑てんかんやア

世界保健機関︵ＷＨＯ︶

高齢化で今後も増加

世界で

神経疾患に

︵次回予定は京都府︶

て頑張 っ て い き た い と 思 い ま

見いだせないまま︑時間だけが

インターロイキン６を発見︑その阻害薬が関節リ
ウマチに効くことを確認した岸本忠三大阪大教授

てアイデアを持ち寄り︑あれよ

談したところ︑みんながこぞっ

が︑ある会議の場で悩みを相

過ぎていったのです︒

生しました︒なかなか解決策を

の言葉です︒患者さんだけでな
た時期に︑ある困った事例が発

もしばしばでした︒

か？﹂と自問自答してしまう事

落ち込み︑しまいには﹁自分が

かり︑たたきのめされるたびに

びに︑また幾度となく壁にぶつ

プや自分の未熟さを痛感するた

いたように思います︒

という気持ちで医療に携わって

'

が︑これまでに三カ所の地域に
いずれも病床が三十床弱で︑
自分も含めて医師が二︑三人の
小規模な施設でした︒しかし︑
り︑常備消防施設も未整備のた

各地域内で唯一の医療機関であ

は院内外を問わず︑非常に多種

め︵救急車がない︶︑業務内容
多様でした︒

気負い過ぎて
今振り返ってみると︑楽しか
った事︑つらかった事︑いろい
ろな事があったなと思い出され

往診途中で見られる︑村内の初秋の一風景︒村内在住の写
真家︑小河孝浩氏が撮影した︒季節ごとにいろいろな花が︑
心を和ませてくれる︵ 小河孝浩︶

数は人口の０・４ ０・５％

の女性を中心に発症︑患者

変形する︒四十代︑五十代

み︑骨や関節が破壊されて

炎症により関節が腫れて痛

関関節節リリウウママチチ 抗体で改善
関節リウマチにかかわるタンパク質インターロイ
キン６
︵ＩＬ６︶
の働きを抗体で抑え︑症状の改善を
狙う薬を︑大阪大の岸本忠三教授
︵免疫学︶
らが開発
した︒リンパ節が腫れ︑発熱や貧血が起きるキャッ
スルマン病の治療薬としては既に承認されており︑
関節リウマチへの適応拡大を厚生労働省に申請中︒
開発関係者は﹁今年中に承認を﹂と期待している︒

多様な生理作用

きや産出を抑制するものな

チに関与する別の物質の働
どがある︒

結合をブロック
岸本教授らが作ったの

は︑関節の細胞などにある

受容体に取り付き︑ＩＬ６

る抗体︒中外製薬と共同で︑

が結合するのをブロックす

!

ＩＬ６は岸本教授らが一

に関係する物質として発見

やマクロファージが分泌

した︒免疫細胞のリンパ球

し︑細胞の分化︑増殖など

多様な生理作用を持つ物質
ＩＬ６が作用を発揮する

として知られている︒

て開発︑炎症反応で中心的

遺伝子組み換え技術によっ

にした初の関節リウマチ治

役割を果たすＩＬ６を標的

結合する必要がある︒同教

には︑細胞表面の受容体に

腫れなどの炎症が生じてい

常に多くあることで関節の

マチ患者六十一人に︑四週

ため︑この抗体を関節リウ

有効性と安全性を調べる

療薬という︒

構造を解明︒さらに︑心臓

を止めれば病気の治療につ

ると分かり︑ＩＬ６の働き

授らは八○年代に受容体の

う︶ができて︑心不全や関

明する︒

ながると考えました﹂と説

の中に良性の腫瘍︵しゅよ

房内粘液腫の患部には︑大

半年間の臨床試験を実施︒

間に一回︑点滴で投与する
痛みや腫れの関節数︑日常

関節リウマチは︑免疫シ
る全身性の自己免疫疾患︒
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国保西米良診療所
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ステムが自分の体を攻撃す

節の腫れ︑貧血が起きる心

らかにした︒

量のＩＬ６があることを明
岸本教授は﹁ＩＬ６が非

免疫関与の ＩＬ６ 阻害
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【私の勤務地】 西米良村は、宮崎市から車で約１時
間半ほど離れた山間地にある約１
３
０
０人の村。「生涯現役
・元気村」を目指し、ワーキングホリデー制度などユニ
ークな村おこし事業を展開中。２
０
０
６年７月に医療福祉総
合施設として全面改築された。
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宮崎県
九七○年代に︑免疫の応答

大阪大と中外製薬が開発
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