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バックナンバーバックナンバー 記事一覧へ

リウマチ治療、幅広がる　関節破壊を抑

える新薬、次々承認

2014年1月 7日

私の「普通」 ――潰瘍性大腸炎

2012年12月25日

再び首相となる安倍総裁　お腹の病気

は？

2012年12月25日

天疱瘡

2012年12月10日

記事一覧へニュースニュース

気圧が低いとリウマチ悪化　通説は湿気が原因気圧が低いとリウマチ悪化　通説は湿気が原因
ですが…ですが…

　気圧が低いほど関節リウマチ患者のはれや痛みが増えることを、京都大のグループが確かめた。天気が悪

いとリウマチも悪くなると昔から言われているが、通説の湿気より気圧の方が明確な関連があった。米科学誌

プロスワンで１６日発表した。

　京大ゲノム医学センターの寺尾知可史（ちかし）特定助教らは、通院患者約２１００人の受診データと京都市

の気象データの関係を調べた。すると、気圧が低いほどはれや痛みのある関節の数が増え、患者の自覚症状

も悪かった。特に３日前の気圧がもっとも関係していた。湿度も関係するが、気圧ほどはっきりした統計学的関

連がなかった。気温は無関係だった。

　血液のデータとは関係しないので、病気の進行には影響しないと考えられる。「梅雨時は関節が痛む」「痛み

がひどくなると天気が悪くなる」など天候との関係は以前から知られていたが、患者個人のそういった実感を統

計学的に実証したのは初めて。ただし、理由は不明という。グループの京大病院リウマチセンターの橋本求（も

とむ）特定助教は「医師が信じていない場合もあったが、疫学的に関連が示されたので、患者の感覚への理解

と共感が進むのではないか」と話している。（鍛治信太郎） 

中国企業、出生前診断を一時中止　学会認めれば再開 2014年1月22日

地中海料理に血流悪化防ぐ効果　スペインの研究 2014年1月22日

ノロ集団感染か、患者４人死亡　京都の蘇生会病院 2014年1月22日

アルツハイマー、血液一滴で診断　愛知の研究チーム開発 2014年1月22日

中国で鳥インフル流行再燃　感染２００人、死者５０人超 2014年1月22日

関連記事関連記事

WEB新書のご案内WEB新書のご案内

アピタルトップ　＞　ニュース　＞　気圧が低いとリウマチ悪化　通説は湿気が原因ですが…
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うつからの復職　～患者を生きる～ ひざの痛み　～患者を生きる～
一覧へ

正しく知って、備えるには？　Ｈ７Ｎ９型鳥イン正しく知って、備えるには？　Ｈ７Ｎ９型鳥イン

フルエンザフルエンザ

２０１３年春に中国で人への感染が広がったＨ７Ｎ９型鳥イ

ンフル…

介護業界　群がるファンド介護業界　群がるファンド

　有料老人ホームをめぐるM＆Aが活発になっています。

なかに…

どう防ぐ、アレルギーによる事故どう防ぐ、アレルギーによる事故

　東京都調布市の小学校５年生の女児が、給食を食べた

直後に体…

お知らせお知らせ

シンポジウム「～岩手の今、日本の明日～」（２月、東

京）のお知らせ

慢性腎臓病セミナー（２月、東京）のお知らせ

働く人のメンタルヘルスケアセミナー（２月・東京）のお

知らせ

第４回「忘れられない看護エピソード」募集
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一覧へ

24時間 1週間

キーワード一覧へ

高齢者 医療者と患者

医療・介護スタッフ エッセイ 認知症

介護 地域医療 子ども 在宅医療

がん一般

中国企業、出生前診断を一時中止　学会認めれ

ば再開

2014年1月22日 NEW

地中海料理に血流悪化防ぐ効果　スペインの研

究

2014年1月22日 NEW

ノロ集団感染か、患者４人死亡　京都の蘇生会病

院

2014年1月22日 NEW

アルツハイマー、血液一滴で診断　愛知の研究チ

ーム開発

2014年1月22日 NEW

《１３７６》　早期胃がんを放置したら（その３）

2014年1月22日 NEW

医療・健康関連の催し案内です。

ウイルスと戦う抗体はＹ字形 京大など顕微

鏡でとらえる

《１３７４》 早期胃がんを放置したら（その１）

胃がん予防、大きな前進 ピロリ菌、胃炎での

除菌も保険適用へ

インフルエンザワクチンは「打つべき！」か？

終末期における「もうひとつの物語」
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アピタル apitalさんがリンク
をシェアしました。

約1時間前

中国企業、出生前診断を一時
中止　学会認めれば再開
apital.asahi.com
　母親の血液から胎児の染色
体異常を調べる新型出生前診
断を中国企業が日本産科婦人
科学会の指針を守らず実施し
ていた問題で、中国企業は検
査の提供を一時中止したこと
を明らかにした。適切な遺伝
カウンセリングなし...
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