ファブリー病患者さんの
およそ4人に 3人が
痛みを抱えて生活しています。3
ひどい痛みにより日常の活動が
制限されたり、気分が落ち込んだり
することがあります。3
痛みによる日常活動の制限は
QOL*に大きな影響を与えます。2

ファブリー病について
詳しく知りたい方は、
ファブリー病情報サイト
ファブリーコネクト を
ご覧ください。
ファブリーコネクト
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When

どんな時に

ファブリー病による

痛みの種類

ファブリー病による痛みは
多くの場合、次のように表されます。4
◦
◦
◦
◦

焼けるように熱い
刺すような
苦しくなるような
チクチク、ピリピリとした

上記のような痛みを同時に複数感じた
り、時期によって異なる痛みを感じたり
することがあります。4

ファブリー病による痛みの
主な 4つのパターン 4, 5

発作的な痛み
突然の激しい痛み。
痛みは長くは続きません。

危機的な痛み
（ファブリークリーゼ）
多くは手足から始まり
全身に広がる極度の激しい痛み。
数時間から数日も続くことがあります。

ファブリー病による

痛みの原因

ファブリー病による痛みは、次のような
日常生活の中の様々な事柄によって
引き起こされる可能性があります。4, 5
発熱やインフルエンザなどの
急性疾患
夏の暑さによる体温の上昇、
冬の寒さによる体温の低下
激しい運動による
体温の上昇
疲労
精神的なストレス

誘発性の痛み
通常であればほとんど感じないか、
弱い痛みを感じる程度の軽い接触や
熱いお湯に触れるなどの刺激によっ
て引き起こされる痛み。

これまでに痛みを感じた時のことを思い
返して、痛みの原因となる事柄について
把握しましょう。

常に持続して痛みがある。チクチク、
じりじりとする焼けるような痛みや
不快感が続くことがあります。

ファブリー病による

痛みが起こる部位
手や足、腹部の痛みは、
痛みがある患者さんでは
もっとも多くみられます。4 -6
手や足の痛みは先端
（四肢末端）
感覚
異常とも呼ばれます。

痛みへの対処

痛みを引き起こす原因を知り、
原因となる事柄を控えたり、
体温の上昇や低下などに備えたり
することによって、痛みの起こりにくい
状況をつくりましょう。4 -6
体温調節を行う

痛みが多く
みられる
部位
手の指
手のひら
かかと
足のうら
お腹

その他に
痛みが起こる
部位
頭部
歯
肩
関節

コーヒーやアルコールなどの
特定の食品
ファブリー病による痛みは、主に体温の
急激な変化、肉体的な疲労や精神的な
ストレスなどによって引き起こされる可
能性があります。

持続する痛み

ファブリー病による

夏場は冷却ベストや保冷剤などを活用
して体温が上がりにくいようにしましょ
う。冬場は、脱ぎ着のしやすい格好で、
外での防寒と室内での体温の上昇を防
ぎましょう。

ストレスを軽減し、
しっかりと休息をとりましょう
心の疲労につながる事柄から距離を置
いたり、気分転換を上手く行いましょう。
忙しくなり過ぎないように一日のスケ
ジュールを調整し、活動中にこまめに休
息を入れましょう。

痛みについて相談しましょう
頭部や歯、肩、関節などにも
痛みがみられることがあります。4 -6

自分の痛みの症状や原因について把握
して、医師に相談してみましょう。痛み
によってはお薬でコントロールできる場
合もあります。

患者さんが感じた「ファブリー病による痛み」の具体例や対処法
• 手足が焼けるように熱かったり、刺すように痛い。
• 泣き叫びたくなるような激しい痛みがあります。
• 子どものころから手足の疼痛があり、熱が出ると手足が痛くなりました。
• 寒さが苦手で、寒くなると痛みが出ます。

When

どんな時に

• 手に痛みがある時は、ひんやりしたものをつかむようにしています。
•炎
 天下にいるとどんどん手足が痛くなってくるので、アイスを食べたり、
涼しいところでしばらくじっとしているようにしています。

