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１．はじめに 

「小児四肢疼痛発作症」という病名をお聞きになったことはあるだろうか。こ

の疾病は遺伝子解析と症状から秋田大学と京都大学のグループが 2016 年に世界

に伍して発見し、命名された疾患である。 

 

この疾患は、その名のとおり、四肢に疼痛発作を引き起こす病気である。幼児

期に発症し、両親は、原因不明の夜泣きに悩まされ、言葉を話す 2歳から 3歳ご

ろに初めて痛みが原因であることが分かる。学童期においても発作的に転げまわ

るような強い痛みに襲われ、夜は眠れず、学校に行けないこともあるという。そ

して、痛みを感じる場所が腫れたり、赤くなったりすることもない。 

 

痛みの発現には、細胞内に Na イオンを取り込む電位依存性ナトリウムチャネ

ルのうち Nav1.9 が深く関わっていることが分かり、これまでの疼痛薬では効果

は見られない。 

 

これらの研究成果に基づく創薬は、大日本住友製薬株式会社（現住友ファーマ

株式会社）で疼痛領域の創薬を行ってきた研究開発者によって、2019 年 1 月に

設立されたカーブアウトベンチャー「AlphaNavi Pharma 株式会社」に引き継が

れ、心臓系や中枢神経系副作用の少ない、選択的な Nav阻害薬 ANP-230 の研究開

発を推進している。現在進行中の小児四肢疼痛発作症患者を対象とした ANP-230

の第 I/Ⅱ相試験は、2023 年度内に完了する予定であり、また、経皮吸収製剤の

第 I相試験は 2023年～2024年に開始する予定となっている。 

 

本稿では、痛みのメカニズム、疼痛に用いられている薬物とその薬理作用、小

児四肢疼痛発作症の症例や臨床試験の経過などを解説する。原因不明の痛みで苦

しむ幼児やそのご両親、主治医の先生方に「小児四肢疼痛発作症」の存在や医薬

品が治験段階にあることを知っていただく機会になれば幸いである。 

 

 

２．今日の痛みの治療と社会的な課題 

 

１）痛みの疫学 

 

 現代の社会では人口の 20～25％が痛みに無縁ではなく、痛みは、現代人には重

要な健康問題と認識されている。痛みに関わる年間の医療費だけでも米国では

13 兆円に上ると推定されている。また、痛みのうち、神経伝達系の異常のため

痛みを感じる神経障害性疼痛では、神経障害性疼痛の無い人に比べて 3倍の医療

資源を消費するといわれている。 
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糖尿病などの神経障害による痛み（神経障害性疼痛の代表的なもの）や、慢性

リウマチなど炎症性疾患に伴う痛み（障害受容体性疼痛と呼び炎症性物質により

引き起こされる）、抗がん剤投与による慢性疼痛、片頭痛やヘルペス罹患後の顔

面神経痛などの合併症としての痛みも重要である。 

 

一方、社会生活において、慢性疼痛は欠勤の原因となり雇用にも重大な影響を

与える。さらに、若年世代では、就学において、痛みのための欠席や体育科目へ

の制限がされるため、学習機会の制限が生じる。 

 

 また、痛みの睡眠への影響は大きく、現代人は痛みのため睡眠が奪われる。そ

の結果、メンタル不調や疲労などの問題を引き起こしている。 

 

 慢性疼痛の有病率は、人口の高齢化が増加要因となっている。65 歳以上の高

齢者では 36～60％で慢性疼痛の有病率があり、その部位に大きな特徴がある。

膝関節の痛み、腰痛、首の痛み、筋肉の痛み、リウマチなどの関節炎の痛みなど

が生じ、運動障害の原因となっている。 

 

 また、地球温暖化に伴い異常気象が頻発するようになり、寒気や灼熱の来襲、

低気圧の来襲で、鈍い痛みを伴う四肢のダル重い感覚の頻発や片頭痛、さらにこ

れらの痛みが胃腸の変調を伴うことが認識され「気象病」と命名され、ちまたで

その名が広がっている。 

 

 以上、現代人にとって、痛みはあらゆる世代で QOL を低下させる要因であり、

医学的な対策が古来より求められてきた。 

 

２）痛みの治療薬 

 

痛みが引き起こすさまざまな問題は現代人に限ったものではない。痛みに対す

る治療薬は、約 2千年の昔から知られている。三国志にあるように、勇猛な将軍

関羽が敵の弓矢でけがをした折に、名医華佗（かだ）は、麻沸散を投与し痛みを

和らげ、手術により矢を引き抜いたとされている。この麻沸散を改良し、通仙散

として処方を確立したのが華岡青洲である。この麻沸散は、附子（ぶし）すなわ

ちトリカブトの成分であるアコニチンを含んでいる。このアコニチンは、痛みに

中心的な役割をなす皮膚や骨の電位依存性ナトリウムチャネル（voltage-gated 

sodium channel ; VGSC）1 に作用し、痛みを緩和することが後年見出され、その

伝統医学の経験は優れたものがある。現在の創薬の方向性を示す先見性は高い。 

 

しかし、麻沸散の有効成分であるアコニチンは、心筋に分布する電位依存性ナ

トリウムチャネルである Nav1.5 に高い親和性があり結合するとこのチャネルは

                              
1 VGSCは細胞内の電圧によりチャネルの開閉状態が変わるためこのように言われる。 



  

 Healthcare note No.22-09 4 
 

開いた状態となり、ナトリウムイオンの大量の流入を招き不整脈を起こすため劇

薬扱いである。したがって治療目的と毒性の濃度域が近く、医療で用いるには安

全性の問題がありアコニチンは鎮痛薬としては用いられない。生薬でトリカブト

を用いる場合は、熱処理などの方法でトリカブトに含まれるアコニチンを無毒化

する処理が施されている。 

 

 現在使用されている薬は、図表 1のように大別される。名医華佗の処方である

麻沸散の後継薬は見当たらない。 

 

【図表 1】現在鎮痛薬として用いられる代表的な薬剤 

薬剤分類 薬理作用 副作用 禁忌 

三環系抗うつ薬 
《アミトリプチリン(トリプタノール®)》 
【抗うつ剤として開発】 

神経終末から放出され
るセロトニンやノルア
ドレナリンの再吸収を
抑制。ナトリウムチャ
ネルの阻害。抗コリン
作用 

不眠、 
抗コリン作用 
（口内乾燥症、 
尿道狭窄、 
肥満） 

心血管疾患、 
てんかん、 
緑内障 

セロトニン-ノルアドレナリン再吸収
阻害薬 
《デュロキセチン(サインバルタ®)》 
【抗うつ薬として開発】 

神経終末で放出される
神経伝達物質であるセ
ロトニンーノルアドレ
ナリン再吸収阻害薬 

吐き気 肝障害、腎障害、 
アルコール依存症、 
前立腺肥大症、 
心疾患、緑内障 

カルシウムチャネル細胞内流入阻害薬 
《ガバペンチン(ガバペン®)、 
プレガバリン(リリカ®)》 
【抗けいれん薬として開発】 

グルタミン酸などの神
経伝達物質の放出を妨
げ神経の興奮を抑える 

眠気、 
浮動性めまい、 
浮腫 

うっ血性心疾患、 
腎機能障害 

NSAID（非ステロイド抗炎症剤） 
《イブプロフェン(ブルフェン®)、 
ロキソプロフェン (ロキソニン®)、 
アセトアミノフェン(カロナール®)》 
【抗炎症剤として開発】 

プロスタグランディン
生成に必要なシクロオ
キシゲナーゼの阻害を
通じて炎症性メディエ
ターの産生抑制 

胃腸障害、 
肝障害、 
腎障害、 

分娩直前の妊婦 

オピオイド受容体作動薬 
《オピオイド（フェンタニル®）》 

μオピオイド受容体に
作用し中枢性の鎮痛作
用 

吐き気、 
めまい、 
便秘、 
依存症 

自殺企図、 
薬物乱用の既往 

 

 

 医療現場で使用される機会の多い鎮痛剤は、 NSAIDs(Non-Steroidal 

Anti-Inflammatory Drugs)を除き多くが抗うつ剤など中枢性の鎮痛薬として開

発された。 

 

ここで話は前後するが、末梢作動薬と中枢作動薬について説明する。痛みの経

路は、皮膚や腸管などの脳から遠い場所である末梢組織から後根神経節、脊髄を

経て脳にシグナルが伝達され、そこで痛みとして検知・統合され知覚される(図

表 2)。脊髄以下の末梢組織で作用する薬剤を末梢作動薬と呼び、脊髄や脳で作

用する薬物を中枢作動薬と呼ぶ。



  

5 Healthcare note No.22-09  
 

【図表 2】痛みの伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）小児四肢疼痛発作症ハンドブックより転載 

 

NSAIDs は、皮膚や腸管など痛みが生じている場所で主として作用する薬物で

あり、痛みの信号の生成を抑制する末梢作動薬である。その他の薬物は、オピオ

イドで代表されるように最も上位に位置する脳での痛みの知覚を抑制する薬物

であり中枢作動薬である。 

 

 中枢作動薬では、眠気や依存性があったりする。一方、高齢者に多い心血管疾

患を有する患者さんへの投与は注意が必要となる。そのため、循環器系や腎臓な

ど副作用が少なく、中枢神経系での作用がない末梢作動薬が望まれている。 

 

３）オピオイドクライシス 

 

痛みの問題は米国では大きな社会問題となっている。米国では、鎮痛剤として

オピオイドが気軽に使用されており、深刻な社会問題であるオピオイドクライシ

スを引き起こしている。その一例を、今年の 5 月 19 日の New York Times の記

事に見ることができる。 

 

 SNS 上で入手したオピオイドの一つであるフェンタニル®（フェンタニルクエ

ン酸塩）の混じった丸薬による米国の若者の薬物中毒死の急増（Fentanyl 

Tainted Pills bought on Social Media cause youth drug deaths to soar NYT. 

May 19 2022）。 

 

 記事によれば、SNS で購入した偽 Pecocet® (フェンタニル®とアセトアミノフ

ェンの合剤で、メキシコで偽造されたもの)を服用した 20歳の若者が、スーパー

マーケットのトイレで死亡しているのが見つかったというものだ。この若者は、

スケートボーダーでもありスノーボーダーでもあり、第一子の出生を控えて、パ

ンデミックでの彼の経済的困窮のため気分が落ち込み(おそらく痛みの改善とう

つ状態を改善するため)この薬物を SNS で購入した。しかし、この薬物には過剰

なフェンタニルが含まれており、服用後オピオイドの過剰摂取により死亡したと

考えられた。この若者の死亡は、年間 10 万 8 千件にも達する死亡の、一例にし

か過ぎない。米国では近年、若者のこの手の薬物での死亡事故が増えている。薬
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物の製造元は、メキシコなど海外に存在し、処方箋なしに SNSで購入できるため、

多くの若者が購入する。さらに、これらの薬物に過剰のオピオイドを入れること

により依存性を誘発し顧客の定着を目指すという悪質な業者が多数存在してい

る。 

 

 このような事態を米国では、「オピオイドクライシス」と呼び、より安全な鎮

痛剤の開発の必要に迫られており、政府や製薬業界を挙げて取り組みが始まって

いる。 

 

 

３．痛みの分類 

 

痛みは大きく二つの病態に分類される。その一つは、糖尿病、抗がん剤治療、

Fabry病や鉛中毒などにより神経細胞の障害が生じその結果痛みが起こる神経障

害性疼痛である。一方、関節や皮膚のけがなど何らかの炎症が生じ、そこから炎

症物質が放出されその結果痛みのシグナルが大量に生成される病態を侵害受容

性疼痛と呼ぶ。この場合痛みのシグナル伝達経路は正常である。しかし、炎症が

長く続くと、痛みを神経刺激に換える電位依存性ナトリウムチャネルが量的に増

え、神経細胞は過敏状態になることが知られている。したがって、痛みは、侵害

受容性疼痛も神経障害性疼痛と同じように認知される。 

 

では、痛みは、どのように我々に認知される感覚であろうか。図表 3に神経障

害性疼痛による痛みの症状の分類をまとめた。この図を理解するには、図表 4の

用語をご参照いただきたい。 

 

【図表 3】神経障害性疼痛の症状による分類 
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【図表 4】神経障害性疼痛による痛みの分類 

分類 用語 意味 

刺激の種類 

力学的 圧や接触など物理的力による痛み 

寒冷刺激 寒冷刺激による痛み 

熱刺激 熱刺激による痛み 

力の加え方 

動的 タッチなど一時的接触による痛み 

静的 圧などの持続的な刺激による痛み 

針刺し 針などの非常に限局された接触による痛み 

過敏な状態 

アロディニア 
通常では疼痛をもたらさない微小刺激がすべて
疼痛としてとても痛く認識される状態 

痛覚過敏 
通常の痛みを感じる刺激によって誘発される反
応が通常よりも強くなった状態 

深さ 
浅い 

体表面の皮膚や脂肪組織筋肉や骨格系の体表面
から観察される場合 

深い 内臓など表面から見えない臓器や組織の場合 

その他 

時間荷重 
片頭痛で侵害刺激が繰り返されると疼痛が次第
に増強される反応 

パレステシア 自発性または誘発性の不快な異常感覚 

体性痛 
直腸など臓器などの痛みで痛みの部位がはっき
りしない場合や鈍い痛みの特徴がある 

発作性 何かの刺激によって生じる 

 

 以上のように痛みと言っても、単に「痛い」だけでなく、「ずきずきと目の奥

が時々痛む」や、「チクチクと足が自然に痛む」、「寒冷刺激で強く痛みが誘発

される」等々、痛みは多様な表現を持っていることが分かる。痛みは、図表 4に

挙げた語のコンビネーションで表されるように多様である。例えば、力学的静的

アロディニアとは、痛みが、皮膚への非常に軽微な（例えば低気圧など）持続的

な圧迫で痛みが生じる状態を表し、自発寒冷刺激痛覚過敏症とは、冷水に手をつ

けた場合などに非常に強く痛みと感じる状態を表している。また、糖尿病による

神経障害では、足に虫が這うような感覚である自発的パレステシアを訴える。こ

のように痛みの表現は非常に多彩であり古典的なけがなどによる「痛み」の枠を

超えたものが痛みとして認識されている。 

 

 

４．痛みで中心的な役割をなす電位依存性ナトリウムチャネル（VGSC） 

 

このように痛みの感覚は多様であるが、痛みはどのように発生し脳に伝えられ

るのであろうか？痛みの伝達経路は、図表 2に示すように大まかには①～③の過

程によって皮膚などの末梢から脳に伝えられる。 
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１）伝達経路 

 

① 末梢での出来事 
トウガラシなどの化学刺激や、つねるなどの機械刺激、熱湯や冷水の温度刺激

などが加わるとセンサーが反応して、神経細胞で知覚の変換が起こる。その結果、

神経細胞は電位依存性のナトリウムチャネルが開き興奮し痛みが発生し、脊髄に

信号を伝達する。末梢でシグナルにより興奮した神経細胞は、脊髄に達し、終末

部位で神経伝達物質(オピオイド、ノルアドレナリン、グリシン、グルタミン酸、

セロトニンなど）を出して、より上位の神経に信号を伝える。 

 

➁ 脊髄での出来事 
脊髄にある神経細胞への神経伝達物質の刺激が一定の水準を超えると後根神

経節の神経細胞の電位依存性のナトリウムチャネルは開き興奮し、今度はこの神

経の終末がある脳内の視床にある神経細胞に神経伝達物質を放出する。 

 

③ 脳での出来事 
脳と脊髄の間でも同じように神経伝達物質の放出が集積され一定以上の刺激

となると電位依存性のナトリウムチャネルは開き興奮し、伝達される。一方、脳

では、単に下から痛み信号を受けるだけでなく、神経伝達物質を介して(オピオ

イドなど放出で）痛みの抑制指令を下行性に伝える。したがって皮膚などの痛み

刺激がそのまま脳に伝わるわけではない。抑制シグナルで修飾された痛みが脳に

伝えられ処理されることになる。 

 

 したがって、鎮痛剤の効果を考える場合、中枢性作動薬は痛みを抑えたりする

修飾作用が主となる。特にオピオイドは、痛みの中枢性を抑制する代表的な薬剤

である。一方、末梢作動薬では知覚の変換の結果起こる神経細胞の興奮を抑える

効果があると考えられる。近年、ゲノム医学の進展で末梢の侵害性神経細胞に大

きな核心的な知見が明らかになってきた。 

 

２）末梢で痛みを伝える Nav1.7、Nav1.8、Nav1.9の電位依存性ナトリウムチャネル 

 

1980 年以降、ゲノム科学の進展により神経細胞の興奮に重要な役割を果たす

VGSC に関して、分子レベルでの生理機能の解明がなされた。VGSC はゲノム上の

設計図では SCN1A から SCN11A までの合計 11 種類の VGSC が想定されたが、機能

があるチャネルたんぱく質として同定されたのは Nav1.1から Nav1.9の 9種類で

ある。これらの VGSCは陽イオンである Naイオンを細胞外から細胞内に入れるこ

とで、興奮を誘発する。細胞内にイオンを導入するためには、このチャネルが開

くことが必要となる(図表 5B)。VGSC は、細胞内電位を感知しタンパクの形を変

え開閉することで Naのイオンの細胞内への流入を制御する。 

 

これら、VGSC は、臓器ごとの分布と開閉特性でそれぞれ特徴付けられる。中
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枢神経に発現する VGSCは Nav1.1、Nav1.2、Nav1.3 および Nav1.6で、心臓には

Nav1.5、骨格筋には Nav1.4 が主として発現している。痛みを司る侵害性受容神

経細胞やその脊髄での伝達を司る神経細胞では Nav1.7、Nav1.8、Nav1.9 の三つ

の VGSC が発現している。また個別 VGSC について Nav1.7 については、交感神経

と臭覚細胞で、Nav1.8 に関しては三叉神経で、Nav1.9 に関しては腸管での発現

が知られている。 

 

【図表 5】電位依存性ナトリウムチャネルのタンパク構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）特徴 

 

 VGSC はそれぞれよく似た機能を持っており、そのタンパク構造の類似性にも

表れている。VGSC は約 2 千個のアミノ酸からなるタンパクで、細胞の膜に組み

込まれて存在する(図表 5A)。VGSC は、ドメインと呼ばれるⅠからⅣの構造をと

り、一つのドメインには、S1-S6 の膜貫通セグメントを有し、S1-S4 が微小な電

圧を感知し、S5と S6はイオンの通過するゲートを形成する。またセグメントⅢ

とⅣの間にゲートをふさぐ不活性モチーフが存在する。VGSC は、閾値を超える

刺激で構造を変えて、Na イオンを通すゲートを開ける(図表 5B)。その後、早い

反応と遅い反応を経て基底状態に戻り次のゲートの開口に備える(図表 5B)。 

 

 

５．小児四肢疼痛発作症とは 

 

末梢の痛みを感じる侵害性受容神経細胞やその脊髄での伝達を司る神経細胞

では Nav1.7、Nav1.8、Nav1.9の三つの VGSCが発現していることは分かっていた

が、これら三つの VGSC の機能の詳細に関してはよく分からなかった。しかし、
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その後、親から子に痛みがつたわる遺伝性の疼痛疾患が明らかにされ、痛みの理

解に大きな進展がなされた。 

 

【図表 6】遺伝性の痛み疾患 

遺伝性疼痛疾患 遺伝子 遺伝様式 症状 

遺伝性無痛症 

Nav1.7 
常染色体劣性。 
機能喪失変異 

無痛症と無臭症 

Nav1.9 
常染色体性優性。
機能獲得変異 

多汗症、筋力低下、腸管の運
動異常 

肢端紅痛症 Nav1.7 
常染色体性優性。
機能獲得変異 

20 歳前後に発症。温熱にさら
されると誘発される。足と腕
の痛み、足が赤くなる 

発作性四肢疼痛症 Nav1.7 
常染色体性優性。
機能獲得変異 

小児期に発症。発作性で臀部
あたりが最も痛く、顔面がよ
り痛く四肢も痛い。排便で誘
発される 

小径線維神経症 
Nav1.7 
Nav1.8 

常染色体性優性。
機能獲得変異 

若年成人期に発症。焼けるよ
うな痛みがある 

小児四肢疼痛発作症 

主として 
Nav1.9 
稀に 
Nav1.7と Nav1.8 

常染色体性優性。
機能獲得変異 

乳幼児期に発症。足と手に痛
みが起こる。低気圧、寒冷曝
露、運動などで誘発。便秘や
下痢、片頭痛を稀に伴う 

 

Nav1.9 に関しては、詳細が明らかになるのは、Nav1.9 の遺伝子変異による小

児四肢疼痛発作症(図表 6)の報告まで待たねばならない。小児四肢疼痛発作症の

症状を理解するため患者さんの訴えを見てみよう。 

 

１）「小児四肢疼痛発作症」をもつ患者さんの訴え 
 (個人情報保護のため医学的内容を保ちながら改変している (参考文献 1 参照)) 

 

最初の患者さん(図表 7 の矢印；Ⅴ-1 ちゃん)は、東北地方に住む 2 歳の女の

子である。Ⅴ-1 ちゃんは、1歳前後から夜に足をつかんで泣くようになった。夜

泣きも多く 2歳過ぎに言葉が出るようになって「痛い」と分かった。日中はそう

でもないが寝る前に起こりやすい。頻度はさまざま。天候や気温により、低気圧

のときや冬に多い。大体週 1回から 2週に 3回ぐらい。日中晴れているが次の日

に雨になるときなどの夜に起こる。膝、足首、手首、手の裏あたりを痛がる。痛

いときはマッサージするとよくなるようだ。薬を使ったことはない。 
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【図表 7】5 世代にわたる小児四肢疼痛発作症の家系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-1 ちゃんの弟（Ⅴ-2 ちゃん）は、6 か月で今のところ夜泣きなどはない。

お父さん（Ⅳ-1）は 35歳。物心ついたときから痛がった。2～3歳頃に秋田大学

医学部附属病院で診察を受けたが、当時はリウマチを疑われいろいろ検査したが

異常はなく、成長痛と診断された。いつもプールの後でとても痛がった。先生に

「プールの授業を休みたい」と言っても理解されず「ずる休みだ」と思われてい

て辛い思いをしたという。痛みの部位は手首、膝、足指など。この家系では、痛

みの発作の経験は祖父、祖父の母とその父まで遡って確認できた。 

 

Ⅴ-1 ちゃんの症状がひどいため、両親が心配し秋田大学医学部附属病院を受

診させることにした。小児科の高橋勉教授、野口篤子先生を受診し、後述の遺伝

子解析を行ったところ、Ⅴ-1ちゃん、その父（Ⅳ-1さん）が Nav1.9に遺伝子多

型である R222H（アミノ酸のアルギニンがヒスチジンに代わる変異)を持ってい

ることが判明した。 

 

その数年後、別の家系の話。北海道地方に住む祖母（Ⅲ-4 さん）が、年末に

野口篤子先生が番組制作した「小児四肢疼痛発作症」のテレビ番組を偶然見た。

症状がとても似ていることに気が付いて、近隣の娘（Ⅳ-6）と姪(Ⅳ-8)に電話し、

テレビの内容を報告した。年明け早々にⅣ-6 さんは、子供（Ⅴ-3、Ⅴ-4）を連

れて市内の病院を受診させた。Ⅴ-3 の 4 歳男児、Ⅴ-4 の 2 歳女児とも痛みの症

状があり、夜泣きも多い。2人とも保育園に通っているが、痛みのため寝不足と

なり、休みがちである。地元の小児科を受診したところ熱心に症状を聞いてもら

え、「小児四肢疼痛発作症」の可能性があることが分かり、遺伝子検査をするこ

とになった。その情報をⅣ-6 さんの従妹（Ⅳ-8 さん）にも伝えたところ症状の

ある 5 歳男児（Ⅴ-5 ちゃん）と症状のない 3 歳児（Ⅴ-6 ちゃん）の女児をつれ

て受診し遺伝子検査をした。 
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祖母（Ⅲ-4 さん、Ⅲ-5 さん）とも幼少時より痛く、結婚したのちも時々痛ん

でいた。膝から下が痛く、よくさすっていたことを覚えている。30 歳ぐらいま

では結構あった。この 2 人の記憶では、父（Ⅱ-3 さん）にも痛みがあり、仕事

をよく休んでいたことを覚えている。この父の話では、家系はもともと東北地方

から移住してきた。また、親戚同士が集まったり子供が生まれたりしたときには

まず痛みを受け継いだかの話が出る。また昔は疳の虫の退治に神社にお参りもし

たとのこと。ずっと原因不明だったが、テレビを見てまさにこれだと直感した。

他にも同じような人がいることが分かってよかった。 

 

この家系でも、東北地方の子どもⅤ-1 ちゃんに見つかった R222H の変異が、

症状のあるⅤ-3 ちゃん、Ⅴ-4 ちゃん、Ⅴ-5 ちゃん、子供の頃に症状のあった  

Ⅴ-6 さん、Ⅴ-7 さん、Ⅴ-8 さん、Ⅲ-4 さん、Ⅲ-5 さんに見出されたため、家

系を詳しく聞いたところ東北の家系と 5 世代前の遠い親戚であることが判明し

た。 

 

その後、近畿地方の 20 代の女性が痛みを訴えて地元の病院を受診した。子供

のときから痛みの症状があった。特に学童期に強かった。股間部、大腿、膝、足

のすね、足のうら、などが痛い。月 3回の程度の痛み発作が続いており暴飲暴食

や疲れ、寒気がくると長時間の下肢の鈍痛が 6時間ほど続く。物心ついたときか

ら痛みがあり子供の頃には眠れなかった。母も祖母も同様の症状が若い頃にはあ

った。また、クーラーの冷気に直接あたると発作が起こるので避けている。痛い

ときには歩けず、筋肉にも力が入らない。寝る前に痛みに気づくことが多く、入

浴でよくなる。便秘もあり排便で痛みは軽くなるようだ。痛み発作に対してはロ

キソニン®を服用すればよくなる。先祖は近畿に住んできたと聞いており、東北

には親戚はいない。この患者さんとお母さんを調べたところ R222Hの変異が 2人

に見つかった。このことから成人を過ぎた患者さんでも症状が持続する場合もあ

ることが明らかになった。 

 

２）遺伝解析 

 

最初の東北地方の患者さんに親から子に痛みが伝わっていることが考えられ

たため、秋田大学の高橋勉教授は、以前から共同研究をしている京都大学の筆者

(小泉昭夫)に相談した。そこで、遺伝解析を行うことになり患者さんから血液を

頂き、そこから DNA を抽出し遺伝子解析を行った。その結果、Nav1.9に、222番

目のアルギニンがセリンやヒスチジンに変化する、p.R222Sや p.R222Hを見出し

た。この遺伝子多型により、Nav1.9 がナトリウムを通しやすくなり、痛覚過敏

につながる機能獲得変異が原因であることが判明した。この遺伝解析と症状から、

秋田大学と京都大学のグループは「小児四肢疼痛発作症」と命名し、病名と原因

および臨床像を明らかにし論文としてまとめ公表した（参考文献 2、3参照）。 
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３）多型変異 

 

この研究中および以降にも研究は進展し、秋田大学および京都大学のグループ

を含めて世界で多くの研究者により多型が見出された（図表 8）。興味深いこと

には、小児四肢疼痛発作症の患者さんの解析をさらに進めると Nav1.7、 Nav1.8

の遺伝子の変異も見出された。 

 

【図表 8】Nav1.9 に国内及び世界で見出された多型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Kabata et al. 2018 より改変 

 

 

４）動物実験での結果 

 

京都大学のグループの奥田裕子特定准教授は、ヒトに認められた p.R222S多型

変異をマウスに導入し、マウスに熱刺激や針刺激などを与え疼痛過敏の状態にあ

るかを調べた。予想通り疼痛過敏状態にあることが分かった。同時に、本当にこ

の変異で末梢の脊髄の後根神経節にある障害性神経細胞が興奮しやすくなって

いるのかを調べたところ、興奮しやすいことも判明した(参考文献 2、3)。 

 

５）対処方法 (参考文献 1) 

 

小児四肢疼痛発作症に特異的な治療方法はまだない。現在まで多くの患者さん

のご経験をお聞きしたところ、痛いときにはその部分を冷やすと益々痛くなり温

めたりさすったりするとよくなると報告されている。患部をお湯やカイロであた

ためる、風呂であたたまる、膝掛け・カイロ・レッグウォーマーを学校に置く、

夏も長ズボン、クーラーに直接あたらない、寝るときはバスタオルで足をくるむ、

プールには入らない、疲れすぎない、マッサージなどが有効と考えられる。 

 

小児科領域で一般的な痛み止めである、アセトアミノフェン（カロナール®、

アンヒバ坐剤® など）、イブプロフェン（ブルフェン® など）は、子どもによっ

ては有効。ただし十分に奏功するとは言い難く、1時間ほどで効果が薄れてしま
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うこともある。一方で 1 度の発作に対し 1 回の内服で症状が落ち着く子どもも

いる。 

 

６）多くの患者さんの経験に基づく診断基準 

 

その後、秋田大学高橋勉教授を班長として小児四肢疼痛発作症に関して全国規

模の疫学研究が行われた（参考文献 1参照）。 

 

それにより以下のことが疫学調査で分かってきた。 

 

① 発症時期 
発症時期はどうやら乳児期のようで、患者さんに多い夜泣きなどの症状は、痛

みに関連しているようだ。言葉を話す 2歳から 3歳頃には足が痛いと言葉で言い

表し始める。以上のことから、乳幼児期に発症すると考えられる。 

 

➁ 痛みの部位と特徴（図表 9） 
痛みは発作性がある。よく出る部位は、手首、ひじ、膝、足首で、時々出る部

位が前腕、二の腕、肩、足の付け根、ももやすね。背中や胸に出ないのが特徴で

あり、痛い場所が腫れたり、赤くなることはない。痛みのあるときは、転げまわ

って痛がり、夜眠れず翌日学校にも行けないことがある。患者さんによっては、

食欲もなく、ときに便秘や腹痛や片頭痛を訴える場合もあることが分かった。 

 

【図表 9】小児四肢疼痛発作症の特徴ある痛みの部位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）患者会 HP http://hi.med.kyoto-u.ac.jp/setsuritsu.htmlより転載 

 

 

③ 発作の頻度と持続時間 
痛みは不定期に発作性に起こる。月に数回から 10 回程度まで頻度もさまざま

である。1回の痛みの発作は 5～60分程度の痛みのある時期と和らぐ時期とが数



  

15 Healthcare note No.22-09  
 

回繰り返されることが多いようだ。発作がないときには全く痛みはなく正常とな

る。 

 

④ 痛みの誘因 
多くの子どもが「天気の崩れる前」「寒くなるとき」「クーラーに当たったと

き」「水泳した後」など、低気圧や寒冷曝露が誘因となっているようだ。夏より

も冬に痛みの発作の頻度が多く、梅雨や台風のときにも調子を崩す患者がいる。

また遠足の後など、疲労も誘因となる。一日中運動会や学校行事で動き回った後

の夜に痛くなることも多い。 

 

⑤ 年齢との関係 
青年期になると痛みの頻度や強さは軽快する傾向がある。しかし、完全には消

えず、だるい重い痛みが持続する場合もある。しかし、社会生活にはあまり影響

がなくなることが多い。 

 

⑥ 診断 
診断は、症状と遺伝子検査を組み合わせて行う。症状は痛みという性質上主観

的になるので、できるだけ詳しくいつ始まったか、痛みの部位、痛みの性質につ

いて問診を行う。また、この病気は遺伝する可能性が高く、家族に同じような症

状の方がおられるかどうか（家族歴）を問診で明らかにする。この病気に関わる

医師・研究者が集まった研究班2より診断基準が作成されているのでそれを参考

にして診断していく。さらに当初は思春期にはよくなると思われたが、それ以降

も続く患者さんがおられることも分かったので年齢に関しては考慮しないこと

になった。 

 

【図表 10】小児四肢疼痛発作症の診断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「新規の小児期の疼痛疾患である小児四肢疼痛発作症の診断基準の確立と患者調査」 
研究班（厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患政策研究事業）による 2021年の提案 
 

                              
2 「新規の小児期の疼痛疾患である小児四肢疼痛発作症の診断基準の確立と患者調査」文献番号 201911077A  

https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/27852 
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診断に際しては、痛みが主観的な症状であるため、重要な病気が隠れている可

能性を排除する鑑別診断（http://hi.med.kyoto-u.ac.jp/setsuritsu.html）が

重要となる。特に、四肢の痛みを主訴とする成長痛との違いについては慎重な判

断が必要である。確定診断の根拠となる主項目は、多くの痛みを引き起こす疾患

でも認められるため、鑑別診断に際しては、遺伝子検査が重要な役割を果たす。 

 

2022年の 5 月の段階では、Exome法を用いた経験に基づけば、遺伝子多型に関

しては Nav1.9 以外にも Nav1.7 や Nav1.8 の遺伝子の多型も頻度は低いが含まれ

ることが判明したので、追加された。ここでは詳細を述べることはできないが、

一部に GLA 遺伝子の機能喪失性多型でファブリー病と診断できる場合や、Nav1.

7 の機能的多型で肢端紅痛と判断が難しいケースや、Nav1.8の機能的多型と報告

されている Small Fiber Neuropathy と区別の難しい患者さんもおられることも

判明した。今後さらに検討が必要である。この病気の症状と遺伝子との関係は完

全には分かっていないので、診断基準は将来的に変わる可能性がある。 

 

【図表 11】鑑別診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「新規の小児期の疼痛疾患である小児四肢疼痛発作症の診断基準の確立と患者調査」 

研究班（厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患政策研究事業）による 2021年の提案から 

筆者作成 
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６．新規治療薬の開発 

 

１）新規疼痛治療薬の創製を目指したカーブアウトベンチャーの設立 

 

AlphaNavi Pharma 株式会社（アルファナビファーマ）は、大日本住友製薬株

式会社（現住友ファーマ株式会社）で疼痛領域の創薬を行ってきた研究開発者に

よって、2019 年 1 月に設立されたカーブアウトベンチャーである。アルファナ

ビファーマは、住友ファーマが開発してきた選択的電位依存性ナトリウムチャネ

ル阻害薬「DSP-2230（現在の開発コードは ANP-230）」に関するライセンス契約

を締結し、2019年 4月にベンチャーキャピタルなどから約 9億円を調達した。 

 

さらに、京都大学と秋田大学が見出した家族性小児四肢疼痛発作症に対する新

規治療薬の研究開発に関し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の

医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE）に採択され、2020 年 4 月より AMED か

らの支援を受けている。住友ファーマ総合研究所、京都大学大学院医学研究科の

研究リソースを有効かつ効果的に活用するなど、産学官連携により神経障害性疼

痛治療薬 ANP-230の実用化を目指している。 

 

２）神経障害性疼痛治療薬（ANP-230）の薬理学的特性 

 

電位依存性ナトリウムチャネル（VGSC）は、神経細胞の興奮、痛みの神経伝達

に深く関与することが知られており、これまでに 9 種類（Nav1.1～Nav1.9）の

VGSC が報告されている。その中で 末梢神経細胞や後根神経節（DRG）に発現す

る Nav1.7、Nav1.8、Nav1.9 の三つのサブタイプは、疼痛を引き起こす遺伝子変

異、すなわち遺伝性疾患との関連性を示す報告が多くなされており（P10図表 6）、

神経障害性疼痛治療薬の標的分子として世界中の製薬企業から注目を集めてい

る。現在、神経障害性疼痛の治療に用いられている Nav阻害薬として、メキシレ

チンやリドカインなどが知られている。これら薬剤はいずれもサブタイプ選択性

のない非選択的 Nav阻害薬であり、末梢神経に発現する Nav1.7、Nav1.8、Nav1.9

だけでなく、心臓に発現する Nav1.5 や中枢神経に発現する Nav1.1、Nav1.2、

Nav1.3 に対しても作用することが明らかになっている。それ故、鎮痛効果を示

す一方で心臓系や中枢神経系副作用の懸念があり、治療的側面において満足度が

低く、いまだに治療薬としての課題が残されたままとなっている。 

 

上述したような既存薬の課題を克服するために、アルファナビファーマは選択

的な Nav 阻害薬 ANP-230 の研究開発を推進している。ANP-230 は VGSC の中で末

梢神経細胞や DRG に発現する Nav1.7、Nav1.8、Nav1.9 を選択的に阻害する薬剤

である。Nav1.7、Nav1.8、Nav1.9 を同時に阻害することで末梢神経から中枢神

経への過剰な痛みの伝達を強力に抑制し、さまざまな疼痛疾患に効果を示すこと

が期待される。これらを裏付ける科学的根拠は、各種 Nav発現細胞株を用いた電
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気生理学的手法（パッチクランプ実験）を利用して検証している(図表 12)。ま

た、ANP-230の Nav 選択性をサポートする薬理・安全性データを各種動物実験で

取得しており、優れた鎮痛効果を示すことに加え、既存薬で問題となっている心

臓系や中枢神経系の副作用がないことを確認している。以上のことより、ANP-230

は特徴的な薬理学的特性を有し、かつ安全性の高い画期的な新薬になることが期

待されている（図表 13）。 

 

【図表 12】ANP-230による Nav抑制効果の用量反応曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ANP-230の薬理学的特性をもとに筆者改定 

 

 

【図表 13】選択的 Nav1.7/1.8/1.9阻害薬 ANP-230の Nav選択性に関する模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ANP-230の薬理学的特性をもとに筆者作成 
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３）ANP-230 の臨床試験の現状 

 

ANP-230 の第 I相試験は 2014年に米国と EUで、2016年に日本でそれぞれ完了

している。健康成人 200例ほどに投薬され、治験薬の安全性および薬物の体内動

態について確認されており、心臓系や中枢神経系副作用がないことを明らかにし

ている。アルファナビファーマの設立後、すぐさま ANP-230の研究開発に着手し、

小児四肢疼痛発作症患者を対象とした ANP-230の安全性、有効性及び薬物動態を

探索的に評価する第 I/Ⅱ相試験を医薬品医療機器総合機構（PMDA)に申請し、2020

年 11月に受理された。2021年 5月に最初の患者登録（First Patient In）を開

始し、現在も臨床試験が進行している。当初計画した第 I/Ⅱ相試験は、新型コ

ロナウイルス（COVID-19）感染拡大の影響により若干遅延したものの、すでに回

復基調に転じており 2023年度内の臨床試験完了を予定している。 

 

 さらに、さまざまな疼痛疾患や疼痛に苦しむ患者さんに対応すべく、ANP-230

の経皮吸収型製剤の研究開発にも取り組んでいる。医薬品の製剤化技術に強みを

もつ有力企業と MTA（試料提供契約）を締結し、新薬開発の可能性について検討

している。高齢者や幼児のなかには、飲み薬の服用が難しい方が多く存在してお

り、貼付剤やテープ剤、軟膏剤ならそのような患者さんでも使用が容易になる。

経口剤に加えて、経皮吸収型製剤などの治療選択肢を増やすことは、患者さんや

ご家族のみならず、医療従事者の負担軽減に貢献できると考える。経皮吸収型製

剤の最適化検討を推進し、非臨床安全性試験を実施したうえで、2023 年～2024

年中には第 I相試験を開始する予定である。 

 

 

７．展望 

 

 小児の痛みを主訴とする小児四肢疼痛発作症の原因として、家族性の疾患であ

ることが判明し、遺伝解析でゲノム解析を行った結果、Nav1.7、Nav1.8、Nav1.9

の機能的多型が原因の疾患であることが判明した。 

 

小児四肢疼痛発作症の医学的な意義は、従来不明とされてきた「痛み」の理解

を大きく進展させたことである。特に、Nav1.9 が深く関与することが判明し、

発達障害や運動障害は伴わず、発作的な四肢の痛みを主症状とすることである。

発作は、寒冷曝露や気圧の変化などで誘発される。ときに、片頭痛や便秘や下痢

を伴うことも判明した。一方、本疾患は、思春期以降に症状は改善し、それ以降

多くの場合は、特に痕跡を残さず完解することも明らかになった。 

 

本疾患は、今日的な課題の解決の示唆に富む。まず、近年地球温暖化が進み、

気象変化の過激がみられるが、その結果「気象病」が注目されてきた。気圧の変

化により頭痛や胃腸の障害が悪くなるといわれているが、その病態に Nav1.9 の
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機能的多型が関与する可能性が高い。もう一点は、小児四肢疼痛発作症の創薬で

ある。本症に望ましい薬剤は、末梢作動性で、心臓で働く Nav1.5 や筋肉で発現

の高い Nav1.4 への特異性は低く、Nav1.7、Nav1.8 および Nav1.9 に特異性の強

い薬剤であろう。もしこのような薬剤が創薬できれば、高齢者に多い慢性の侵害

性疼痛にも効果が期待でき副作用も大きく軽減できることになる。 

 

本稿で紹介した ANP-230 は、現在、小児四肢疼痛発作症患者を対象とした第

I/Ⅱ相試を実施しており、その結果が待たれるところである。わが国の慢性疼痛

の推計患者数は 2 千万人超であることが報告されており、優れた薬理学的特性を

有する ANP-230 が疼痛に苦しむ多くの患者やご家族にとって救世主になる可能

性を秘めている。さらに、米国に見られる「オピオイドクライシス」の解決の切

り札になることが期待される。 

 

我々は、小児四肢疼痛発作症をはじめとする疼痛に苦しむ患者さんとともに、

問題解決に取り組みつつ、より広い医学的応用に突破口が開けるものと確信し研

究を進めている。ご支援をお願いしたい。 
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   オンライン管理型心臓リハビリテーションシステム｢リモハブ｣ 寄稿 株式会社リモハブ 
        代表取締役 CEO 
        谷口 達典 
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バックナンバー 【2020年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 20.01.27 20-01 地域ニーズを見据えた介護事業戦略 編集主幹 市川 剛志 
   「全世代型」の社会保障アプローチへの転換 寄稿 富田ケアセンター有限会社 
        代表取締役社長 
        山中 祥吉 

     
 20.02.25 20-02 ＰＸを用いた患者中心の医療サービス評価 編集主幹 市川 剛志 
   日本および海外における潮流とその背景 寄稿 株式会社スーペリア 代表取締役 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 代表理事 
        曽我 香織 
        東海大学医学部 血液･腫瘍内科 教授 
        東海大学総合医学研究所 所長 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 理事 
        安藤 潔 

     
 20.03.23 20-03 「あをに工房」による要介護高齢者就労の実態と可能性 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社リールステージ 代表取締役社長 
        あをに工房合同会社 代表社員 
        中山 久雄 

     
 20.04.20 20-04 医療ツーリズムと医療の国際化 編集主幹 市川 剛志 
   この10年の変遷から今後を占う 寄稿 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 
        多摩大学大学院 特任教授 
        真野 俊樹 

     
 20.05.25 20-05 新たな病院建築・運営に挑む 編集主幹 市川 剛志 
   長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡 寄稿 一般社団法人是真会 
        長崎リハビリテーション病院 理事長 
        栗原 正紀 

     
 20.06.22 20-06 地域連携広報の必要性 編集主幹 市川 剛志 
   「みんなのくらちゅう」と「わが街健康プロジェクト。」の取り組み 寄稿 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 
        倉敷中央病院 地域医療連携部 部長 
        十河 浩史 

     
 20.07.20 20-07 高齢者・がん患者の健康を化粧のちからで支援 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 地域共生社会における化粧の役割 ～ 寄稿 株式会社 資生堂 社会価値創造本部 
        ダイバーシティ＆インクルージョン室 
        エンパワーメントサポートグループ 
        池山 和幸 

     
 20.08.31 20-08 公平な医療サービスの提供を目指して 編集主幹 市川 剛志 
   痛みの見える化の試み 寄稿 大阪大学大学院 生命機能研究科 
        特別研究推進講座 MRI 協働ユニット 
        痛みのサイエンスイノベーション共同研究講座 
        特任教授(常勤) 
        中江 文 

     
 20.09.28 20-09 ウィズコロナ／アフターコロナの医療法人経営 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～ 寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部 
        山本 竜也 
     
 20.10.30 20-10 『足指着地で健康な体に変えていく』 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～ 寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長 
        髙橋 毅 
     
 20.11.30 20-11 ウィズコロナの時代の病院経営 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長 
        豊岡 宏 
     
 20.12.25 20-12 周産期医療における遠隔医療 編集主幹 市川 剛志 
    － 遠隔モバイル胎児モニターの実際と胎児モニタリングの歴史 － 寄稿 メロディ・インターナショナル株式会社 CEO 
        尾形 優子 
        香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授 
        日本遠隔医療学会 名誉会長 
        原 量宏 
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バックナンバー 【2021年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 21.01.29 21-01 コロナ禍における介護事業経営とは 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社 
        代表取締役 
        榊原 宏昌 

     
 21.02.22 21-02 なぜ自治体病院は経営的に赤字になるのか？ 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 松阪市民病院 総合企画室 副室長 
        世古口 務 

     
 21.03.31 21-03 救急医療管制支援システム(e-MATCH)の開発について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 特定非営利活動法人 
        ヘルスサービス R&D センター（CHORD-J） 
        ディレクター 
        大田 祥子 
        理事長 
        脇田 紀子 

     
 21.04.26 21-04 ICT がつなぐ、あなたの医療と介護 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 特定非営利活動法人 
        滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会 
        代表常任理事 
        本多 朋仁 
        常任理事 
        永田 啓 

     
 21.05.31 21-05 小規模病院による地域医療課題の解決 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 医療法人社団守成会 広瀬病院 理事長 
        廣瀬 憲一 

     
 21.06.30 21-06 光免疫療法を基にした楽天メディカル社の医薬品・医療機器開発 編集主幹 市川 剛志 
    ― 頭頸部癌における新たな治療選択肢 ― 寄稿 楽天メディカルジャパン株式会社 

     
 21.07.26 21-07 救急医療現場から起業した経緯について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 国立大学法人千葉大学 
        大学院医学研究院救急集中治療医学教授 
        中田 孝明 

     
 21.08.23 21-08 外国人介護人材（ベトナム）育成の取り組み 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 人材育成システムと QMS（Quality Management System） ～ 寄稿 社会医療法人愛仁会 本部 国際事業統括部長 
        坪 茂典 
        富山短期大学 健康福祉学科 准教授 
        小平 達夫 

     
 21.09.21 21-09 新しく救急部門を構築するための戦略 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 救急医療は文化であり、システムである ～ 寄稿 社会福祉法人京都社会事業財団 
        京都桂病院 救急科 部長 
        寺坂 勇亮 

     
 21.10.18 21-10 最先端脳科学に基づく次世代脳トレ 編集主幹 市川 剛志 
   認知機能の維持・向上に向けて 寄稿 株式会社 NeU（ニュー） 代表取締役（CEO） 
        長谷川 清 

     
 21.11.29 21-11 転倒対策の最前線 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 要介護の原因第４位である転倒・骨折から日本人を守る ～ 寄稿 株式会社 Magic Shields（マジックシールズ） 
        取締役／ユーザー体験責任者 
        杉浦 太紀 

     
 21.12.20 21-12 糖尿病患者の方々の QOL 向上につながる 編集主幹 市川 剛志 
   採血のいらない非侵襲血糖値センサー 寄稿 ライトタッチテクノロジー株式会社 代表取締役 
        山川 考一 
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発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 22.01.31 22-01 デイサービス送迎車の相乗りによる交通弱者支援サービス 編集主幹 市川 剛志 
   『福祉 Mover』 寄稿 一般社団法人ソーシャルアクション機構 
        代表理事 
        北嶋 史誉 

     
 22.02.28 22-02 持続可能な介護経営に向けて 編集主幹 市川 剛志 
    ～ ショートステイ向けシステムの導入で収益改善 ～ 寄稿 社会福祉法人由寿会 理事 
        由井 聖太 

     
 22.03.28 22-03 ポリファーマシーの副作用発現リスクを評価するツール 編集主幹 市川 剛志 
    ～ POLSET の臨床応用と有用性 寄稿 コスモス医薬情報 AI 解析研究所 
        東北医科薬科大学名誉教授 
        佐藤 憲一 

     
 22.04.25 22-04 副作用情報の AI-SOM を用いたビジュアル化と医療現場での有用性 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 東北医科薬科大学准教授 
        川上 準子 

     
 22.05.30 22-05 仮想現実（VR）技術がもたらす新時代のリハビリテーション革命 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 mediVR リハビリテーションセンター 
        （株式会社 mediVR） 
        理学療法士 
        北野 雅之 
        代表取締役 
        原 正彦 

     
 22.06.27 22-06 社会福祉連携推進法人制度の創設について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 

     
 22.07.25 22-07 科学的介護で成果を上げる、実践的な DX システムについて 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 芙蓉グループ代表 博士（医学） 
        前田 俊輔 

     
 22.08.29 22-08 病院救急車の活用 編集主幹 市川 剛志 
    ～ クローバー搬送システム ～ 寄稿 医療法人篠原湘南クリニック 
        クローバーホスピタル 副病院長 
        原田 真吾 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 



No.22-09

本資料に含まれる情報がもたらす一切の影響、本資料の内容に関する正確性、

妥当性、法務上のコンプライアンス等につきましては、野村ヘルスケア・サポート

＆アドバイザリーはその責を一切負いません。本資料中の記載内容における各

種法令・規則等は随時改定されますので、あくまでも参考資料としてお取り扱

いください。また、記載内容における法令・規則及び表現等の欠落・誤謬などに

つきましては、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはその責を一切負いま

せん。本資料は、お客様が経営判断を行うに際して参考となると考えられる情

報の提供を目的としたものです。経営判断における最終意思決定はお客様自身

で行われるものであり、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはこれに対

する意見または判断を表明するものではありません。本資料のご利用に際して

は、弁護士、公認会計士等にあらかじめその内容をご確認ください。

Healthcare note
2022年9月26日発行

【発 行 者】 森 清司

【発　　行】 野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社
〒100-8130　東京都千代田区大手町2-2-2
　　　　　　　アーバンネット大手町ビル20F
ht tps://www.nomuraholdings.com/nhs-a/

【編集主幹】 市川 剛志

【編　　集】 庄司 匡／高橋 洋乙／村田 幹子 

Healthcare note奥付



子どもの新しい疼痛疾患、小児四肢疼痛発作症とは？
その症状、病態、メカニズムと社会的ニーズ

2022 September

No.22-09

Healthcare note

寄稿：公益社団法人　京都保健会
 社会健康医学福祉研究所　所長
 京都大学名誉教授　小泉 昭夫
 AlphaNavi Pharma 株式会社　代表取締役
 京都大学大学院医学研究科
 プロジェクト研究員　小山田 義博

Healthcare note表紙


	23A02593_01_表紙_CS6
	x4-CMYK_23A02593_02_ヘルスケアノート_2022年9月号
	23A02593_03_奥付_CS6
	23A02593_01_表紙_CS6 - コピー


 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     シートの余分なスペースをトリミング: はい
     ページの拡大・縮小を許可: いいえ
     マージン: 左 36.85, 上 36.85, 右 36.85, 下 36.85 ポイント
     横方向のスペース(ポイント): 17.0079 
     縦方向のスペース(ポイント): 17.0079 
     トンボスタイル 4,幅 0.28,長さ 28.35,距離 8.50(ポイント)
     ページ周囲にフレームを追加: いいえ
     シートサイズ:  200.000 x 200.000 インチ / 5080.0 x 5080.0 mm
     シートの最適化:  最適サイズ
     レイアウト: 1列 1行
     調整:  左上
      

        
     36.8504
     8.5039
     28.3465
     1
     JapaneseMid
     0.2835
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     17.0079 
     1
     36.8504
     0
            
       D:20220920092736
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Best
     659
     297
    
     36.8504
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     36.8504
     1
     2
     1
     0
     17.0079 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0j
     QI+ 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



