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だ から皮 膚 科 は やめられ ない

信念と新たな発想で皮膚科診療に貢献する
膠原病の診療と手術ができるのは
皮膚科以外にない
―皮膚科医を選んだきっかけをお聞かせください。
東京大学医学部の学生時代、講義で難病の存在を知りま

員が海外の学会を視察しています。そこでアカデミックな
雰囲気を体感し、先輩の英語によるディスカッションを見
て、研究や学会発表などへのモチベーションを高めてほし
い。そうした延長線上に海外留学があると思っています。
また、たとえ留学しなくても、国内で研究先をみつけたり、

した。そのなかでも特に興味をもったのが、当時、難病中

学内で研究に挑戦するのもよいでしょう。海外視察が、次

の難病と言われていた膠原病です。膠原病はさまざまな皮

のステップにつながることを期待しています。

膚病変を合併するため、患者さんは他人の目が気になって
難しいうえに、QOLまで低下するのは本当に辛いことです。

自分の信じた研究、診療を続ける
ことが未来を切り開く

私は、すでに治療の道ができている疾患よりも、まだ道が

―皮膚病態治療再建学分野教室の取り組みについてお教え

つくられていない膠原病に取り組んで、一人でも多くの患

ください。

精神的なストレスを強いられています。原因不明で治療が

者さんを救いたいと考えていました。
一方で、私は手術にも興味がありましたので、医局選び
では、膠原病を扱う内科系だけでなく、外科系も視野に入
れていました。さまざまな診療科を実習でまわるうちに、

大学病院の存在意義は臨床、研究、教育です。その中で、
私は患者さんが求めている3つに重点をおいて取り組んで
います。
1つは、先進医療です。当教室では、先進医療の実用化

皮膚科の明るく活気に満ちた雰囲気に惹かれ、一気に皮膚

の架け橋となるような新しい診断あるいは治療法の開発に

科への興味が高まりました。さらに、入局1年目から皮膚

取り組んでいます。すでに臨床応用化されているものもあ

生検や皮膚良性腫瘍切除術などの手術を行えることも、早

り、例えばリアルタイムPCRを用いた迅速診断は、先進医

く第一線で腕を磨きたいと思っていた私には大きな魅力で

療として承認されています。

した。実習を終えたときには、「皮膚科しかない」と決め

2つ目は、基礎的な研究について、医局員の自主性を尊

ていました。

重することです。医局員が好きなテーマを選び、われわれ

―入局後の活動についてお教えください。

教員は、それをサポートしていく。それは、臨床において

東京大学病院、関連病院で皮膚科診療を行いながら、膠

も同様です。皮膚科全般を網羅する必要はありますが、そ

原病の研究も続けていました。当時、東京大学医学部附属

の先の専門については、医局員の希望に沿った指導を行っ

病院皮膚科に在籍されていた竹原和彦先生（現・金沢大学

ていきたいと考えています。

熊本大学医学部附属病院 副病院長（先端医療担当）
／熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再
建学分野教授

尹 浩信氏

【経歴】1990年東京大学医学部医学科卒業、
同附属病院皮膚科、
1994年米国サウスカロライナ州立医科大学リウマチ学免疫学教
室研究員、2001年東京大学医学部大学院医学研究科講師、20
05年同助教授・医学部皮膚科学助教授、同年熊本大学大学院
医学薬学研究部総合医薬科学部門感覚・運動医学講座 皮膚
機能病態学分野教授、同大学医学部附属病院皮膚科長、形成・
再建科長（改称にて現職）
、2013年同病院副病院長併任、同
病院高度医療開発センター長併任、同大学大学院生命科学研
究部附属臨床研究支援センター長併任、2014年同病院総合臨
床研究部研究展開センター長併任
【学会等】厚生労働省強皮症調査研究班主任研究者、日本皮
膚科学会代議員、日本研究皮膚科学会理事、日本結合組織学
会評議員、日本乾癬学会評議員、日本皮膚悪性腫瘍学会理事
長、強皮症研究会議幹事など

医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学教授）が強皮症グル

3つ目は、役に立つ研究を行うこと。つまり、将来の治

ープを作られたので、私も参加させていただきました。診

療につながる、あるいは病因の解明につながるといった研

察では、私が強皮症の研究をしていると知った患者さんが

究です。現在、若手医局員が、皮膚悪性腫瘍の原因遺伝子

「私の血液を使って研究してください」と申し出てくださ

の解明や膠原病のバイオマーカーの探索などに取り組んで

いました。そうした患者さんのよりよい治療法への切実な

おり、治療レベルに展開できる日もそう遠くないと期待し

1つであり、皮膚科の臨床現場に則した標準治療を示す必

願いや、生命を脅かされて辛い状況にある患者さんに遭遇

ています。

要性が高まってきたことから、2011年に第1版を作成しま

するたびに、新しい治療につながる研究をして、患者さん

―若い皮膚科医に向けてメッセージをお願いします。

した。GLは、「傷を治す」ために必要な知識を示した創傷

の役に立ちたいという思いが募り、診療終了後の夜間にも

私が若いころ、膠原病を診療、研究の対象に選んだとき

一般と、皮膚科で扱う創傷を褥瘡、糖尿病性潰瘍・壊疽、

も、その後、膠原病に関連して皮膚悪性腫瘍に興味をもっ

膠原病・血管炎に伴う皮膚潰瘍、下腿潰瘍・下肢静脈瘤、

今でも、当時の辛そうな患者さんの顔を思い出します。

たときも、周囲から「もっとメジャーな皮膚疾患を選んで

熱傷の計6つに分けて解説しています。

私にとっても、「もっとよい治療法があったのではないか」

はどうか」と言われたものでした。それでも、私の信念は

本GLは、皮膚科医だけでなく、研修医、看護師や薬剤

と自問自答を繰り返していた苦しい時代でしたが、それが

変わることはありませんでした。時代が移り、現在は膠原

師などの皮膚科診療に携わる医療者が、臨床現場での診断

今の私の臨床、研究の原点だと思っています。

病、皮膚悪性腫瘍ともメジャーな疾患として認知されてい

や治療に活用できるよう、現時点のエビデンスに基づいた

―海外留学ではどのようなご経験をされましたか。

ます。また、皮膚悪性腫瘍で伝統のあった当教室に私が順

指針を提示しています。また、患者さんも医師からの説

卒業4年目に、竹原先生の勧めでサウスカロライナ州立

応できたこと、そして教室が順調に発展しつつあることを

明をとおして、自身が受けている標準治療について理解

医科大学のリウマチ学免疫教室に留学しました。そこでは、

考えれば、やはり自分の選択は正しかったと自負していま

を深めていただきたいと思っています。医療者と患者さ

分子生物学的な手法を用いて、細胞外マトリックス、とく

す。ですから、若手の先生方には、自分の好きなことを信

んが互いの理解と納得を深めて正しい治療を遂行するため

にⅠ型コラーゲン遺伝子の転写制御を解明する研究を行っ

じて診療、研究の対象を選んでほしいと願います。

に、GLを活用していただきたいと思います。

研究に没頭していました。

ていました。留学では、新しい手法を学ぶだけでなく、新
しい文化や発想を吸収するよい機会にもなり、そうしたす
べての経験が、帰国後の新しい研究の成果につながったと

「ガイドライン」は皮膚科医だけでなく
全ての医療従事者に活用してほしい

確信しています。また、ラボで知り合った研究者たちが、

―日本皮膚科学会は、2017年7月から順次『創傷・褥瘡・

今も世界で活躍しているのをみるのも、私の大きな励みと

熱傷ガイドライン』
（第2版）を発表しました。同ガイドラ

なっています。

イン（GL）の策定委員会委員長のお立場から、皮膚科医

若い先生方には、積極的に海外での経験を積んでほしい
と願っています。熊本大学の当教室では、入局1年目に全

にメッセージをお願いします。
皮膚科領域にとって創傷治療は、もっとも重要な治療の

ひと言

私は、時間があれば、全く異なる分野の基礎
系学会に出かけています。新しい世界は、私に
新たな発想をもたらし、インパクトの強い研究へ
意欲を駆り立ててくれます。いつも、一人で学会
に行くので、戻って医局員に話すと、みな一様に
驚いていますね。
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皮 膚 疾 患 の 最 前 線 に フォ ー カ ス

Focus

外用爪白癬治療剤の治療継続率向上に対する取り組み
爪白癬の外用療法は長期間の治療を必要とするため、医療現場では患者の治療継続率を向上させる工夫が必要となる。
今回は、皮膚科医および薬剤師の立場からアドヒアランス向上に対する取り組みについて解説していただいた。

効果を実感させる

診療の工夫 〜皮膚科医としての取り組み〜
関西労災病院皮膚科

部長

福山國太郎

爪白癬の治療には、経口剤か外用剤が用いられる。外用剤は、とくに肝障害などで内

後の確認で改善が不十分な場合は、グラインダーで爪甲の混濁

服できない患者や多剤内服している患者、全身性の副作用を懸念して内服を望まない患

部分を研削する（写真2）
。とくに爪甲の肥厚が3mm以上等の重

者などに使用できるメリットがある。

症例には有用である。外来での数分の処置で済み、低侵襲であ

外用剤による治療効果を発揮するためには、長期にわたる継続塗布が不可欠である。
すなわち、
診療において患者の治療モチベーションを維持するための工夫が必要であり、

るため、患者への負担はほとんどない。
外用剤と研削の併用を続けていくと、治療開始4 ～ 5 ヵ月後には罹患部位が著しく減

それが完治へのカギともいえる。以下に、私が爪白癬治療の効果向上、患者のモチベー

少する。ただし、この改善の進展を“治った”と自己判断し、外用剤を中止してしまう患

ション維持のために行っている工夫について解説する。

者がいるので、この時期はとくに注意すべきである。

● 長期治療の必要性を伝える

爪甲の研削は、改善を実感することで治療モチベーションを高めることもあれば、改

まず、罹患爪が新しい爪に完全に生え変わるまでに多くは1年以上を要することを説

善したことがかえってモチベーションを下げる可能性もある。ダーモスコピーをうまく

明し、長期治療の必要性を理解してもらうことが大切である。

使いながら、患者に長期にわたってモチベーションを維持させることが、爪白癬の完治

● 爪甲の研削とダーモスコピーで治療モチベーションを維持する

へとつながる。

爪甲の研削の効果としては、混濁部分を除去して外用剤の効果を高める、肥厚した爪

● 完治を目指す患者指導

による圧痛をやわらげる、外観の改善などがある。そのほかにも、患者が “治療を受け

外用剤で十分な効果がみられない場合は、前回処方分の残量を患者に確認することも

ている” という実感を得られるという大きなメリットがある。さらに、患者は混濁部分

必要である。外用が不十分と考えられる場合は、再度、正しい塗り方を指導すべきであ

の減少を目にすることで、 “改善している” と前向きに捉えることができ、次回の受診

る。

の動機づけにもなる。また、治療効

足白癬と爪白癬の合併は多いが、足白癬が治っていても、爪白癬が白癬菌の倉庫にな

果の確認に、ダーモスコピーを用い

りうるため、爪白癬が治っていなければ足白癬に再罹患することがあると説明し、爪白

ている。患者にダーモスコピー像を

癬が完治するまで治療を続けるよう指導する。また、家族の中に爪白癬、足白癬患者が

提示し、
「まだ罹患部が残っている」

いる場合は、家族内感染を防ぐため一緒に治療するよう指導することも大切である。家

ことを強調することで、治療継続の

族全員で白癬治療に取り組むことが再罹患を防ぎ、最終的なゴールである完治へとつな

必要性を説明している（写真1）
。

がる。

実際、私は外用剤を用いた治療法
の場合、治療開始から2 ～ 3 ヵ月

写真1 ダーモスコピー像

写真2 グラインダーに
よる爪甲の研削

爪白癬を完治させるには、長期治療を見据えた診療の工夫が求められる。爪甲の研削
とダーモスコピーの活用は、その一助になり得ると言えよう。

服薬指導によるアドヒアランス向上 〜薬剤師としての取り組み〜
株式会社ピノキオ薬局
外用爪白癬治療剤には、内服が困難な患者に使用しやすいこと、塗布する簡便さなど
のメリットがあるが、十分な治療効果を発揮するためには、患者のアドヒアランスの維
持・向上が欠かせない。そこで当薬局では、薬剤師としての専門性を活かし、服薬指導
で患者のアドヒアランスの維持・向上を目指している。
われわれが患者と接する機会は来局時
のみであり、いったん患者が治療を中断
してしまうとその後のフォローは不可能
となる。したがって、初回来局時の服薬
指導がもっとも重要となる。
当薬局では、
独自の指導箋（図）を作成して初回来局
時の服薬指導に力を入れ、アドヒアラン
スの向上に効果を上げている。
①罹患範囲を確認する：薬剤の説明の前
に、患者に罹患範囲を確認することで、
おおまかな治療期間を予測できる。爪と

爪水虫の治療について

～爪水虫の治療を始める患者様に、
確実に治すために知っておいて頂きたいこと～
□薬を使用しないと、爪水虫は治りません。途中でやめない
ようにしましょう。
□すでに色が変色してしまっている爪は、薬を使用してももと
にはもどりません。薬を使用して、それ以上広がらないよう
にした状態で、新しく爪が生えてくるのを待ちます（爪が全
て生え換わるのには、6 ヵ月〜 1年程度かかります。
）
□よって、治療期間は6 ヵ月〜 1年以上となります。
□見た目で綺麗になっていても、水虫菌は生きて残っている
ことが多いです。
□治療は医師から「完治」と診断されるまで継続して下さい。
自己判断での中止は、再発・悪化の原因になります。

図 服薬指導に用いる指導箋（一部抜粋）

篠原祐樹

皮膚の境界まで十分な量を塗布するといった塗り方の指導をはじめ
とした服薬指導に役立つ。
②爪白癬は自然治癒しないことを患者に認識させる：まず、
「爪水
虫は自然治癒しない」ことを患者に伝える。最初に、治療の必要性
を意識させると、患者は指導に真剣に耳を傾けてくれるようになる。
③治療期間を明確に伝える：医師から長期治療の説明を受けていても、数ヵ月程度と誤解し
ている患者が少なくない。完治までに6 ヵ月～ 1年以上かかることを認識してもらうことが
重要である。
④自己判断で中止するデメリット：患者に自己判断で中止するデメリットを伝えるために、
当薬局の調査データを用いて、実際に自己中断する患者が多く、それが再発・悪化の原因に
なっていることを説明する。
⑤重要なポイントを復唱する：説明の最後に、重要なポイント②～④を復唱することで患者
に治療意識を高めてもらう。

患者が再診し来局してくれれば、塗布方法などの確認ができ、アドヒアランスが低下
していれば治療意識を上げるアプローチも可能となる。このように、外用剤による爪白
癬治療では、服薬指導・患者教育がアドヒアランスの向上、治療効果の向上に寄与する
ところが大きいと考えられ、保険薬局の役割も大きいと自負している。
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