
―皮膚科医を目指したきっかけをお教えください。

　医師を目指したきっかけは、小学生のときに読んだ漫

画の『ブラック・ジャック』です。主人公のようなかっ

こいい医師になりたいと医学部に進みました。しかし、

医学部に入ってみると、とにかく覚える勉強が中心で、

これが自分が憧れていた医者の世界なのかと、次第に勉

強に意欲が持てなくなりました。そんな日々が一変した

のは、6年生のときに出会った一冊の教科書です。その本

は病態生理の視点から内科学を説明したものであり、私

に医学を学ぶ楽しさを教えてくれました。やがて、病気

の仕組みをしっかりと理解して患者さんの病気を治すと

いう、自分がなりたい医師像が見えてきて、しかも手術

ができる診療科として皮膚科学を選びました。

　とはいえ、本当に皮膚科でよかったのかという不安も

ありました。しかし、研修医時代は次から次へと来るあ

らゆる皮膚疾患の患者さんに対して、一生懸命に診療す

ることに没頭していましたので、自分の選択を振り返っ

たり、ましてや専門性を考えることなどできませんでした。

―どのようにして専門分野を見つけたのでしょうか。

　福知山市民病院で、多くの子どものアトピー性皮膚炎

を診たことが、一つのきっかけとなりました。当時は、

アトピー性皮膚炎のメカニズムは十分に解明されていな

かったため、医師も患者さんも治療法に大きな混乱が生

じていた時代でした。そうした状況下で症状に苦しんで

いる多くの子どもを診るたびに、アトピー性皮膚炎をし

っかり治せるようになりたいと思うようになりました。

幸いにも研修医時代の指導医の平野眞也先生の専門がア

トピー性皮膚炎でしたので、いろいろご指導いただけま

した。

　日本皮膚科学会の『アトピー性皮膚炎診療ガイドライ

ン2016年版』では作成委員会の委員長を務めさせてい

ただきましたが、混迷した時代を経験した者としてアト

ピー性皮膚炎診療への思い入れは強く、本GLが多くの

先生方の診療の一助になればという願いで作成しました。

―皮膚科診療における考えをお教えください。

　皮膚科疾患は、多くの場合は診ただけで診断がつきま

す。しかし、教科書的な治療薬を処方しても皮疹が治ら

ないことも多く、当大学病院にも他院から治療に難渋し

た患者さんが多数来院されます。

　診療で大切なのは、どういった仕組みでその患者さん

に皮疹ができたのか、あるいはなぜ皮疹が治らないのか

を論理的に考えることです。患者さん一人ひとりの話を

よく聞き、しっかりと診察して皮疹のストーリーを把握

することで、治癒への道筋を見つけることができます。

道筋をたてることができれば、患者さんにもわかりやす

い言葉で病気の説明ができるはずです。私は、日頃から

医学生に、いかなる病気もその本質を見極めて、患者さ

んにわかりやすい言葉で説明できることが患者さんのた

めの診療であると指導しています。

　原因を特定し、その原因を取り除くことで治癒が可能

となる疾患として、接触皮膚炎などのアレルギー疾患が

あります。私もこれまでに何度もアレルギー症例で原因

を突き止め、完治に至った患者さんと喜びを分かち合い

ました。そのときに「皮膚科医になってよかった」と、

やりがいを実感したものです。

―研究についてお聞かせください。

　私は研修医時代から筋道の通った診療スタンスを心が

けていましたが、どうしても論理的に説明できない事柄な

ど、さまざまな疑問を持ちながら診療を続けていました。

やがて、疑問を解決するには研究という手法もあると考

えるに至り、ドイツのミュンヘン大学医学部皮膚科に留

学することを決めました。

―留学によってその後の研究に変化がありましたか。

　当時、ミュンヘン大学にはアトピー性皮膚炎分野の世

界的権威で、IgE依存性の遅延型過敏反応の概念を提唱

さ れ たThomas Bieber教 授 が い ら っ し ゃ い ま し た。

Bieber教授は、最初こそ研究テーマを提示しましたが、

私が教授の指示以外で研究成果をあげると、怒るどころ

か独自に研究テーマを見つけることを許可してください

ました。その後、ボン大学医学部皮膚科に移ってからも、

さまざまな研究に携わることができました。

　留学前も臨床の合い間に研究していましたが、ドイツ

で多くの優秀な研究者から刺激を受け、帰国後は疑問に

思ったことは実験するなど、積極的に研究に取り組みま

した。たとえば、ヒト血小板にもIgE受容体が出現すると

いう論文を読み、自らマウスを使って実験してみると、確

かに血小板がないと炎症が起こらないことがわかりまし

た。その結果を踏まえ、翌日には患者さんに「血が出る

まで掻くと、血を止めるために活発になった血小板が余

計にアトピーを悪くさせるんですよ」と説明していました。

―皮膚科学教室での指導についてお教えください。

　皮膚科学教室における私の役目は、若い人が自由な発

想で目標を目指せるよう環境を整えることです。本教室

を主宰したときに、「一人ひとりが世界に誇れるマイダ

ーマトロジーを確立し、社会に貢献する」ことを理念に

掲げました。つまり、誰かが示した皮膚科を目指すので

はなく、各自が思い描く皮膚科学に突き進んでほしいの

です。ただし、それは世界的にしっかりと通用する、誇

れるものであってほしいのです。そうした理念が教室に

浸透して、多くの成果が実を結んでいます。

―若い皮膚科医にメッセージをお願いします。

　皮膚科診療では、見ただけですぐに診断できるものが

多いのですが、症状が出現する理由は患者さんによって

異なります。例えば、手荒れがある場合、乾燥肌による

ものか、何らかの刺激が加わっているのかなどを考える。

それには、手だけ観察するのではなく、他の部位も観察

するようにしてほしい。そうして疾患の成り立ちを考え

れば、皮膚科学がよりおもしろくなってくると思います。

　医師の仕事というのは、問題を解決する仕事です。そ

れには、これまで学校で学んできたことすべてが役立ちま

す。たとえば、数学の応用問題を解く際には、出題者の

意図を理解することの大切さを経験しているはずです。そ

して、自分が知っているいくつもの理論を組み合わせて答

えを導いているはずです。こうした経験が、目の前の患者

さんの役に立つのです。知識の丸暗記ではなく、これま

での経験を活かして答えを見つけてほしいと願います。

病気を論理的に捉え、患者さんに役立つ皮膚科診療を目指す
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アトピー性皮膚炎との出会いが
専門分野を選ぶきっかけに

Feature

病気のストーリーを考え、
論理的に治癒の道筋を目指す

臨床で生じた疑問を解決する
ために研究を始める

世界に誇れるマイダーマトロジー
を生み出す環境を作る

ひと言

医師は、人の役に立っている実感を得られる立
場です。しかし一方で、様々な学会や団体、行
政など多くの方々の尽力があって診療の進歩や医
師のスキルアップができることを、私たちは知って
おかなければならないと思っています。
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●その他の使用
　上の注意等に
　ついては添付
　文書をご参照
　ください。

【用法・用量】

【使用上の注意】〈抜粋〉

1日1回罹患爪全体に塗布する。

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【効能・効果】〈適応菌種〉皮膚糸状菌（トリコフィトン属）
〈適応症〉爪白癬

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
1.直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると確定診断された患者に使用すること。
2.重症患者における本剤の有効性及び安全性は確認されていない。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
本剤を長期間使用しても改善が認められない場合は使用中止を考慮するなど、漫然と長期
にわたって使用しないこと（48週を超えて使用した場合の有効性・安全性は確立していない）。

（承認時）

1. 副作用
第Ⅲ相試験（国際共同及び海外試験）における安全性評価対象例1227例（日本人患者
184例を含む）中、副作用（臨床検査値異常を含む）の発現症例は78例（6.4%）であった。
その主なものは、適用部位にみられ、皮膚炎26例（2.1%）、水疱18例（1.5%）、紅斑9例
（0.7%）、そう痒、異常感覚、腫脹、疼痛、皮膚剥脱各7例（0.6%）、爪甲脱落4例（0.3%）等
であった。なお、日本人患者（184例）での副作用発現症例は17例（9.2%）であり、その大部
分は適用部位の皮膚炎15例（8.2%）であった。

0.10～1％未満

皮膚炎、
水疱

紅斑、腫脹、疼痛、そう痒、皮膚剥脱、
異常感覚、爪甲脱落、変色、湿疹

適用部位
（投与部位）

頻度
分類 1％以上

その他 鼻咽頭炎、頭痛

以下のような副作用が認められた場合には、必要に応じ適切な処置を行うこと。

爪真菌症に関する最新の論文紹介
カナダの皮膚科医の爪真菌症に対するコンセンサスが報告されました。爪真菌症治療の最新の知見と臨床経験から、
治療薬は主として外用剤に移行していることに加え、患者中心の治療の質が向上しつつあることが示されました。

緒言と目的 爪真菌症はよくみられる爪感染症であり、皮膚真菌症の3分の1を占
めている。しかしながら、治療が困難な感染症であり、現行の治療

法は主として経口抗真菌薬から外用剤に移行してきている。
爪真菌症を治療する皮膚科医からなる専門家委員会（APCO＊グループ）発足時に発
表されたクリニカルパス内では、爪白癬新規外用剤は普及の初期段階にあったが、
現在では新規外用剤の経験や知見が蓄積している。そこで、爪真菌症治療に対する
見識をアップデートするために調査を実施した。

＊APCO：Advancing Patients Care in Onchomycosis

方法 APCOグループが、2015年に発表したクリニカルパスの一連の項目を精
査・更新して調査票を作成した。調査票の回答には5点リッカート尺度を

用いた。具体的には以下のように回答スコアを付与し、質問ごとにスコアを集計した。
平均スコアが3.5以上の場合を同意とみなした。

１：全くそう思わない　　２：そう思わない　　３：どちらでもない
４：そう思う　　　　　　５：強くそう思う

本調査票をカナダ皮膚科学会会員にメールで送信し、2017年2月10日～ 3月13日の
間に92通の回答を得た。

解析計画 調査を構成する複数の回答の総和としてスコアを算出し、総スコア
に対するしかるべきクロンバックのα係数を算出する。本グループ

の回答に対し、総スコアおよびサブスコアの記述統計量を求める。必要に応じて対
応のある t 検定、またはANOVAを使用し、5％有意水準、95％信頼区間で検定を実
施した。

結果 調査の結果、爪真菌症の診断と重症度に関するスコアでは、「経口療法を
検討する場合、必ず真菌顕微鏡検査陽性または真菌培養陽性によって診

断を確定する必要がある」などについてコンセンサスが得られた。
また、転帰の定義と治療選択肢に関するスコアについては、「感染面積20％未満の
場合の第一選択薬：外用療法（エフィナコナゾールなど）」、「感染面積20 ～ 60％未
満の場合の第一選択薬：エフィナコナゾール±経口テルビナフィン」、「感染面積60
％以上の場合の第一選択薬：経口テルビナフィン±エフィナコナゾール」などにつ
いてコンセンサスが得られた（表1）。
さらに、治療修正因子（治療選択を左右させる因子）については、「患者の好み」、「医
療提供者の好み（副作用や薬剤相互作用）」、「医療費」、「患者が治療を遵守できない」
などについてコンセンサスが得られた（表2）。

Clinical Insights About Onychomycosis and Its Treatment : A Consensus
Sam Hanna, Anneke Andriessen, et al. J Drugs in Dermatology 17：253–262, 2018

質問 平均（±SD）

臨床的治癒を感染面積0%と定義する 3.24（±0.84）

臨床的改善を、感染面積50%以上の改善または感染面積10%未
満と定義する 3.65（±0.80）

真菌学的治癒を、真菌顕微鏡検査陰性および真菌培養陰性と定
義する 4.19 （±0.62）

完全治癒を、感染面積0%で、顕微鏡検査陰性および真菌培養
陰性であると定義する 4.31 （±0.57）

感染面積60%以上場合の第一選択薬
：経口テルビナフィン±エフィナコナゾール 3.8（±0.67）

感染面積20 ～ 60%未満の場合の第一選択薬
：エフィナコナゾール±経口テルビナフィン（3爪超） 3.53（±0.79）

感染面積20%未満の場合の第一選択薬
：外用療法（エフィナコナゾールなど） 3.82（±0.74）

表1　転帰の定義と治療選択肢

質問 平均（±SD）

治療修正因子に、ベネフィット／リスク比がある。その理由は、全身療法（経口薬）が、
ほかの薬剤や患者の全身状態／合併症のために禁忌となる可能性があることによる 4.18 （±0.55）

治療修正因子に、患者の好みがある。その理由は、患者が外用療法か全身療法（経口薬）
かのいずれかを好む場合があることによる 4.18 （±0.55）

治療修正因子に、医療提供者の好みがある。その理由は、医療専門家は副作用や合併症、
薬剤相互作用の懸念のために全身療法剤（経口薬）の使用に慎重であることによる 4.53 （±0.62）

治療修正因子に、費用がある。その理由は、患者が健康保険でカバーされないか、全
身療法剤（経口薬）または外用剤がカバーされない場合があることによる 4.11 （±0.53）

患者が治療を遵守できない場合（原因としては、外用療法か全身療法（経口薬）かに対
する好みやライフスタイルの問題など） 4.01 （±0.43）

糖尿病やHIVなどの特殊集団 3.95 （±0.51）

爪の厚さ ー きわめて厚い爪は爪真菌症の外用剤または全身療法薬の投与のほかにデ
ブリードマンを要する場合がある 4.07 （±0.43）

表2　治療修正因子


