


パンチDEデート，Quiz de Dermatologie

はじめに
　皮膚科専門医試験対策用のよい問題集をお探しの方々，および専門医取得後
の知識の刷新に怠りないベテランの先生方，あるいは単にクイズ好きの皆さん，
「皮膚科学のクイズ」本をお届け致します．書肆の金芳堂さんには上野賢一先生
（原著）・大塚藤男先生（著）の「皮膚科学」というロングセラーがあります．
本書はその問題集版という訳ではありませんが，そう錯覚していただいても結
構です．
　作問は，東京医科大学の原田和俊教授と一緒に行い，およそ4年の月日をかけ
て200問を用意しました．手前味噌になりますが，この数の問題を揃えるのは容
易なことではありません．十分な時間をかけたことと，2人で合力したことの賜
物と思います．それぞれの得意分野があるので，結果として皮膚科学の領域全
般から偏りなく出題されているものと自負しております．その点安心して，試
験準備にお役立て下さい．
　得意分野のみならず，2人の作問の癖のようなものも違います．原田先生の問
題は，専門医試験の傾向や難易度に気を配った受験生への愛に満ちたものが多
いです．梅林はどちらかというと専門医試験に出そうもない問題を得意（？）
としております．そういう問題に出会ったら息抜きとして解くか，お忙しい方
は読みとばしてください．　

本書の使い方
　本書は総説から始める一般的な順序を踏襲しておりません．勉強し直すぞと
一念発起して，数学なら「式の計算」，物理なら「力学」，源氏物語なら「桐壺」
ばかり繰り返していた，ということはありませんか？　「総論」から始めたら
「総論」で力尽きてしまう，という人のために「各論」からスタートです．
　問題のレベルは，5段階（レベル★〜★★★★★）に分けて設定しています．
★と★★★★★は各10％程度，★★と★★★★がそれぞれ約25％，残り30%弱
が★★★というバランスになっています．★は導入のための易しい問題で　　
のアイコンをつけました．ここで十分螺

ね

子
じ

を巻いて，★★以上の問題へとダッ
シュして下さい．
　★★★★★の問題はかなり難しいです．自分が作った問題以外はよくわかり
ませんし，さらに言うなら自分が作った問題すら時間たったら解けなかったり
する（のかも知れませんが，いずれにせよ梅林に限った事情です）．

Introduction
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もう1問！
　本書は当初，2020年6月の日本皮膚科学会総会でのお披露目を目指して制作
して参りました．しかしご存知の通り，同年地球規模で猖獗を極めた新型コ
ロナウイウルス感染症（COVID-19）によって，総会はweb開催となり，会場
書籍売り場での先行販売もなくなってしまいました．現時点でもCOVID-19は
「pandemic」のままです．本書を上木する時点での特殊状況にちなみ，1問追加
致しましょう↓

　COVID-19が終熄する日まで，読者諸賢がご壮健であられますよう願って已
みません．

2020年7月
東京医科大学八王子医療センター皮膚科

梅林　芳弘

0  序文

COVID-19 で見られる皮膚症状で最も多いのはどれか．

難易度 ★★★★

QUEST ION

0
	水疱

	皮斑

	蕁麻疹

	紅斑性丘疹

	凍瘡様皮疹

（答えは221ページ）
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解答 e

1  湿疹

湿疹はどれか．

難易度 ★

QUEST ION

1
	黄色苔癬

	光沢苔癬

	扁平苔癬

	毛孔性苔癬

	慢性単純性苔癬

a.	×	 黄色苔癬は慢性色素性紫斑の一型である．
b.	×	 光沢苔癬は炎症性角化症に属する．
c.	×	 扁平苔癬も炎症性角化症に属する．
d.	×	 毛孔性苔癬は非炎症性角化症に属する．
e.	○	 慢性単純性苔癬は女性の項部などに苔癬化を呈するもので，慢性湿疹に属する．

〔梅林芳弘〕

解説
　苔癬は，丘疹が多数集簇し長く持続する状態を指す皮疹名である．苔癬を呈する疾患として，扁
平苔癬，光沢苔癬，線状苔癬，アミロイド苔癬がある．一方，苔癬化は皮膚の肥厚により皮溝・皮
丘が明瞭になった状態で，慢性湿疹で見られる皮疹である．苔癬化が見られる疾患として，慢性単
純性苔癬（同義語：Vidal苔癬），アトピー性皮膚炎がある．

Introduction
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1
　
湿
疹

解答 d，e

1  湿疹

アトピー性皮膚炎に合併しやすいのはどれか．２つ選べ．

難易度 ★

QUEST ION

2
	多形紅斑

	結節性紅斑

	伝染性紅斑

	伝染性軟属腫

	伝染性膿痂疹

a.	×	
b.	×	
c.	×	
d.	○	 解説の通り．
e.	○	 解説の通り．

〔梅林芳弘〕

解説
　アトピー性皮膚炎に合併しやすい皮膚疾患として重要なのは，伝染性膿痂疹，伝染性軟属腫，カ
ポジ水痘様発疹症の 3つである．

Introduction
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解答 a，e

1  湿疹

アトピー性皮膚炎の重症度評価に用いられるEASI について正

しいのはどれか．2つ選べ．

難易度 ★★★★★

QUEST ION

3
		Eczema	area	and	severity	index の略である．

	臀部は体幹に含めて計算する．

	紅斑，浸潤 /丘疹，鱗屑，掻破痕の４項目について評価する．

	各皮疹の重症度は，0〜4の 5段階で評価する．	

	最高スコアはPASI と同じである．

a.	○	 解説の通り．
b.	×	 臀部は下肢に含めて計算する．
c.	×	 評価項目は，紅斑，浸潤/丘疹，掻破痕，苔癬化の4つ．
d.	×	 重症度は，0〜 3の 4段階．
e.	○	 解説の通り．

〔梅林芳弘〕

解説
　2018年に，既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対し薬価収載されたヒト型抗ヒト
IL-4 /13受容体モノクローナル抗体デュピルマブ（デュピクセントⓇ）の使用に際しては，その最
適使用推進ガイドラインにおいて，EASI（eczema area and severity index）16以上（または頭頸部
のEASI 2 .4以上を目安とする顔面の広範囲の皮疹）に該当する患者が投与対象とされている．そ
のため，本剤使用にあたってはEASIの評価が必要である．
　EASIは，身体部位を頭頸部，上肢，体幹，下肢に分け，それぞれの部位における紅斑，浸潤/丘
疹，掻破痕，苔癬化の 4つの所見について重症度（0＝なし，1＝軽度，2＝中等度，3＝高度）を加
算し，各部位の皮疹面積スコア（0 〜 6）と全身に占める割合（頭部＝0 .1，上肢＝0 .2，体幹＝
0 .3，下肢＝0 .4）をかけて算出する．最高スコアは，3×4×6＝72になる．
　なお，PASI（psoriasis area and severity index）では皮疹は紅斑，浸潤/肥厚，鱗屑の 3項目，そ
れぞれの重症度が 0 〜 4の 5段階，最高スコアは 4×3×6＝72でEASIと同じである．
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1
　
湿
疹

解答 a

1  湿疹

下記の記載において，「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン

2018」1）の記述内容と合致するものはどれか．

難易度 ★★

QUEST ION

4
	妊娠中，授乳中のステロイド外用は安全である．

	プロアクティブ療法はエビデンスが低く推奨度は低い．

	感染兆候がなくとも抗菌薬の内服の併用は治療に有効である．

	皮膚に付着した汗は痒みを誘発するので発汗は抑制すべきである．

	ステロイド外用薬の眼周囲への外用は眼合併症のリスクを高めない．

a.	○	 CQ20に記載がある．
b.	×	 エビデンスが高く，強く推奨されている．CQ8を参照．
c.	×	「悪化因子の検索と対策」の項に有効とはいえず，勧められないとの記載がある．
d.	×	 汗は痒みを誘発することがあるが，発汗を防ぐべきとの記載はない．「悪化因子の検索と対

応」を参照．
e.	×	 CQ3に白内障のリスクは高めないが，緑内障のリスクは高める可能性があると記載されて

いる．
〔原田和俊〕

解説
　2000年に日本皮膚科学会から発表されたアトピー性皮膚炎治療ガイドラインは 2008年に診断基
準，重症度分類，治療ガイドラインを統合し，「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン」となった．
ガイドラインは治療のマニュアルではなく，あくまでも臨床現場における意思決定の際に，判断材
料の一つとして利用する道標である．医師が選択した治療がガイドラインで「強い推奨」とされて
いるものであっても，患者の価値観や好み，意向を踏まえたうえで提案することが望ましい．

引用文献
1）加藤則人ほか：日皮会誌，128：2431 -2502，2018
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引用文献
1）玉置邦彦ほか：日皮会誌，116：27 -39，2006
2）藤澤隆夫ほか：日小ア誌，19：744 -757，2005

1  湿疹

成人における血清TARCの基準値（pg/mL）はどれか．

難易度 ★★★

QUEST ION

5
	170 未満

	450 未満

	750 未満

	970未満

	1370 未満

a.	×	 数字は血清IgEの基準値．ただし単位はIU/mL．
b.	○	 解説の通り．
c.	×	 2歳以上の小児の基準値に近い．
d.	×	 1歳以上2歳未満の小児の基準値に近い．
e.	×	 6ヵ月以上1歳未満の小児の基準値に近い．

〔梅林芳弘〕

解説
　TARC（thymus and activation-regulated chemokine）/CCL17はCCR4のリガンドで，CCR4を発現
しているTh2細胞に対する走化性を有している．血清TARC値はアトピー性皮膚炎の病勢マーカー
として有用であるが，その基準値は年齢により異なるため検査報告書に示されていないことも多
い．したがって，その都度，年齢別基準値（表 1）を参照することになるのだが，いちいち面倒で
もある．特に検査機会が多い成人の基準値は記憶しておくと便利だろう．
　なお，成人では 700 pg/mL1 )， 2歳以上の小児では 760 pg/mL2）が，軽症と中等症以上を分ける
カットオフ値とされている．

表1　血清TARCの基準値（pg/mL）
成人 450未満 1 )

2歳以上 15歳未満 743未満 2 )

1歳以上 2歳未満 998未満 2 )

6 ヵ月以上 1歳未満 1367未満 2 )

解答 b
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1
　
湿
疹

解答 a

1  湿疹

デュピルマブ（dupilumab）について正しいのはどれか．

難易度 ★★★

QUEST ION

6
	2 週間に 1回，皮下注する．

	副作用としてアレルギー性鼻炎が出現する．

	投与前に結核のスクリーニングが必要である．

	効果不十分な症例には増量が認められている．

	IL-4，IL-13 の共通のサブユニットに結合する．

a.	○	 初回は2バイアル投与する．
b.	×	 アレルギー性結膜炎が出現することがある．
c.	×	 不要である．
d.	×	 増量投与は認められていない．
e.	×	 サイトカインではなく，受容体の共通サブユニットに結合する．

〔原田和俊〕

解説
　アトピー性皮膚炎に対する抗体薬であるデュピルマブ（dupilumab）が本邦でも使用可能となっ
た．Th2 サイトカインを抑制する新しい機序のアトピー性皮膚炎治療薬として期待されている．
デュピルマブはIL-4受容体のαサブユニットに結合しその機能を抑制する．このサブユニットは
IL-13受容体にも共有されるため，IL-4とIL-13のシグナルが阻害される．デュピルマブを投与する
には，患者の重症度をIGAスコアやEASIスコアなどで評価する必要があり，さらに処方する医師
にも一定の臨床経験が要求される．
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解答 d

2  蕁麻疹・血管性浮腫・アナフィラキシー

「蕁麻疹が出た」と言っている患者の問診で，まず確認すべき

ことは何か．

難易度 ★

QUEST ION

7
	痒みの性状

	痒みの誘発因子

	直前の食事内容

	個疹の持続時間

	家族内同症の有無

a.	×	
b.	×	
c.	×	
d.	○	 解説の通り．
e.	×	

〔梅林芳弘〕

解説
　蕁麻疹は， 真皮の一過性・限局性の浮腫であり，個疹の持続時間は 24時間以内である．ただし，
この疾患概念は一般に理解されている訳ではなく，単に発疹の意味で「蕁麻疹」と表現する患者も
いるため，まず蕁麻疹の概念に符合するか否かを確認する必要がある．

Introduction
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解答 e

2  

蕁
麻
疹
／
血
管
性
浮
腫
／
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

a.	×	
b.	×	
c.	×	
d.	×	
e.	○	 解説の通り．

〔梅林芳弘〕

解説
　血圧低下はアナフィラキシーショック，発疹は蕁麻疹，診断は食物依存性運動誘発性アナフィラ
キシー（food-dependent exercise-induced anaphylaxis: FDEIA）である．本邦では，FDEIAの原因
として最も多いのは小麦，次いで甲殻類（特にエビ）である．

	魚

	牛乳

	納豆

	生卵

	パン

2  蕁麻疹・血管性浮腫・アナフィラキシー

朝食後にジョギングをしている最中，発疹と意識消失を来して

救急搬送された患者がいる．病院到着時，血圧は低下し，発疹

は消失しかかっていた．以前にも同様のことがあったという．

原因である可能性が最も高い食物はどれか．

難易度 ★

QUEST ION

8

Introduction
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解答 a，b，e

2  蕁麻疹・血管性浮腫・アナフィラキシー

アンジオテンシン変換酵素阻害薬による血管性浮腫と，遺伝性

血管性浮腫（hereditary	angioedema:	HAE）Ⅰ型で差が

あるのはどれか．3つ選べ．

難易度 ★★★

QUEST ION

9
	C1-esterase	inhibitor（C1-INH）活性

	C1-INH蛋白量

	C1q

	C3

	C4

a.	○	 低下する．
b.	○	 低下する（HAEⅡ型では正常値）．
c.	×	 正常値（低下するすることもあり，その場合は後天性C1-INH欠損症との鑑別が必要）．
d.	×	 正常値．
e.	○	 低下する（C4はスクリーニングに用いる）．

〔梅林芳弘〕

解説
　鑑別の表を示す（表 2）．

表 2　血管性浮腫の鑑別点

　薬剤性血管性浮腫では，a〜eのすべてが正常値である．よって，HAEⅠ型で異常値となるもの
を選べばよい．a〜eについて，HAEⅠ型で通常見られるのは，以下の通りである．

C3 C4 C1-INH活性 C1-INH蛋白量 C1 q
後天性C1 -INH欠損症 正常 低下 低下 低下 低下
HAE Ⅰ型 正常 低下 低下 低下 正常
HAE Ⅱ型 正常 低下 低下 正常 正常
HAE Ⅲ型 正常 正常 正常 正常 正常
薬剤性・特発性血管性浮腫 正常 正常 正常 正常 正常
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解答 c

2  

蕁
麻
疹
／
血
管
性
浮
腫
／
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

2  蕁麻疹・血管性浮腫・アナフィラキシー

食物アレルギーに関して誤っているのはどれか．

難易度 ★★

QUEST ION

10
	納豆アレルギーは摂取後遅発性に発症する．

	マダニ咬症患者は牛肉アレルギーのリスクが高い．

	原因検索には IgE検査とパッチテストが有用である．

	ナッツアレルギーは貯蔵タンパクが主要アレルゲンである．

	ラテックスのアレルゲンはバナナのアレルゲンと交差反応を起こす．

a.	○	
b.	○	
c.	×	 プリックテストが有用である．
d.	○	
e.	○	

〔原田和俊〕

解説
　マダニに咬まれると唾液中に存在するα-Galに対して感作が成立し，この物質を含有する牛肉，
セツキシマブ，カレイ魚卵などに対して，アレルギー反応が惹起される．納豆アレルギーのアレル
ゲンはポリガンマグルタミン酸であるが，摂取後分解されて，抗原として認識される．このことが
遅発性発症の原因と考えられている．
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解答 c

2  蕁麻疹・血管性浮腫・アナフィラキシー

牛肉アレルギーを有する患者にアナフィラキシーを引き起こす

可能性が高い薬剤はどれか．

難易度 ★★★★

QUEST ION

11
	ニボルマブ（nivolumab）

	エルロチニブ（erlotinib）

	セツキシマブ（cetuximab）

	ウステキヌマブ（ustekinumab）

	セクキヌマブ（secukinumab）

a.	×	 PD-1を阻害する抗体薬である．
b.	×	 EGFR阻害薬であるが，抗体薬ではなく小分子化合物である．
c.	○	 解説の通り．
d.	×	
e.	×	

〔原田和俊〕

解説
　セツキシマブ（アービタックス®）はEGFR（表皮細胞増殖因子受容体）に結合し，その機能を抑
制することで，癌の増殖を抑制する抗体薬である．牛肉アレルギーを有する患者に投与するとアナ
フィラキシーを引き起こす可能性があり，注意が必要である．牛肉アレルギーの原因アレルゲンは
αGal（galactose-α-1 ,3 -galactose）という糖鎖であるが，セツキシマブのFabにもαGalが存在するた
め，アナフィラキシーが誘発されると考えられている．
　αGalは哺乳類では広く分布しているので，豚肉を食べてもアレルギーを生ずるが，鶏肉を摂取
しても問題はない．しかし，カレイ魚卵にはαGalが含まれているので注意が必要である．αGalに
対するアレルギーが成立する機序として，牛肉アレルギー患者の分布と日本紅斑熱の好発地域と
が一致していることから，マダニ刺症との関連が示唆されている．マダニの唾液線にはαGalが含
まれており，ダニに咬まれることによりαGalに対する経皮感作が成立し，牛肉アレルギーが発症
すると考えられている．
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解答 d

2  蕁麻疹・血管性浮腫・アナフィラキシー

痒みを誘発するのはどれか．

難易度 ★★★★

QUEST ION

12
	ナロキソン

	ダイノルフィン

	ナルフラフィン

	β -エンドルフィン

	オピオイドκ受容体の活性化

a.	×	 ナロキソンはμ受容体の拮抗薬であり，痒み抑制的に働く．
b.	×	 ダイノルフィンはκ受容体の内因性リガンドであり，痒み抑制的に働く．
c.	×	 ナルフラフィン（レミッチⓇ）はκ受容体の作動薬であり，痒みを抑制する．
d.	○	 β-エンドルフィンはμ受容体の内因性リガンドであり，痒みを誘発する．
e.	×	 解説の通り．κ受容体の活性化は痒みを抑制する．

〔梅林芳弘〕

解説
　抗ヒスタミン薬の効きにくい中枢性の痒みには内因性オピオイドの関与が示唆されている．オ
ピオイド受容体にはμ，κ，δ，σ，εの 5種があるが，臨床的に重要なのはμ受容体とκ受容体
である．μ受容体の活性化は痒みを誘発し，κ受容体の活性化は痒みを抑制する．μ受容体の内因
性リガンドはβ-エンドルフィン，エンケファリンであり，代表的な作動薬はモルヒネ，拮抗薬はナ
ロキソンである．
　κ受容体の内因性リガンドはダイノルフィン，作動薬にはナルフラフィン（レミッチⓇ）がある．
血液透析患者や慢性肝疾患患者では内因性オピオイドであるβ-エンドルフィンやエンケファリン
が増加し，μ受容体を介して中枢性の痒みを齎

もたら

している．ナルフラフィンはκ受容体に選択的に作
用する薬剤で，これらの疾患による痒みの改善に適応がある．

2  

蕁
麻
疹
／
血
管
性
浮
腫
／
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
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解答 b

3  薬疹 / 薬物による皮膚障害

薬剤性過敏症症候群の原因で最も多いのはどれか．

難易度 ★

QUEST ION

13
	造影剤

	抗てんかん薬

	ペニシリン系抗菌薬

	非ステロイド系抗炎症薬

	アンジオテンシン変換酵素阻害薬

a.	×	 造影剤による薬疹は，多形紅斑型，播種状紅斑丘疹型が多い．
b.	○	 解説の通り．
c.	×	 抗菌薬による薬疹は，蕁麻疹型，アナフィラキシー型，播種状紅斑丘疹型，Stevens-Johnson

症候群，中毒性表皮壊死症が多い．DIHSの原因となる抗菌薬はミノサイクリンである．
d.	×	 非ステロイド系抗炎症薬による薬疹は，多形紅斑型，播種状紅斑丘疹型，固定薬疹が多い．

中毒性表皮壊死症も少なくない．
e.	×	 アンジオテンシン変換酵素阻害薬による薬疹は，扁平苔癬型，天疱瘡型，血管性浮腫が多

い．
〔梅林芳弘〕

解説
　薬剤性過敏症症候群（drug - induced hypersensitivity syndrome : DIHS）の原因薬として最も多
いのは，カルバマゼピン（テグレトール®）である．その他，フェノバルビタール（フェノバール
®），フェニトイン（アレビアチン®），ゾニサミド（エクセグラン®）などの抗痙攣薬も原因となる．

Introduction
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解答 b

3  

薬
疹
／
薬
物
に
よ
る
皮
膚
障
害

3  薬疹 / 薬物による皮膚障害

中毒性表皮壊死症の対応として，適切でないのはどれか．

難易度 ★

QUEST ION

14
	眼の検査を行う．

	びらん面から皮膚生検を行う．

	ステロイドパルス療法を行う．

	中心静脈カテーテルを挿入する．

	被疑薬を用いて，リンパ球刺激試験を行う．

a.	○	 眼に重大な後遺症を残す可能性があるため，病初期から眼科医と連携する．
b.	×	 びらん面から生検すると，表皮の変化が観察できない．
c.	○	 病初期にステロイドの大量投与，またはパルス療法を行う．
d.	○	 粘膜病変を伴いやすく，口腔〜食道にびらんを呈した場合，絶食の上，経静脈栄養を行う．
e.	○	 重症薬疹では，被疑薬の内服試験は禁忌である．リンパ球刺激試験，パッチテストを行う．

〔梅林芳弘〕

解説
　中毒性表皮壊死症（toxic epidermal necrolysis: TEN）は，薬疹の最重症型で，広範囲の紅斑に加
え体表面積の 10 %を超える水疱・びらんが見られるものをいう（日本の診断基準）．紅斑部から生
検すると，表皮の壊死性変化が認められる．ステロイドの全身投与と併せて，広範囲熱傷に準じた
補液・栄養管理を行う．

Introduction
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解答 e

3  薬疹 / 薬物による皮膚障害

Stevens-Johnson症候群（SJS）について正しいのはどれか．

難易度 ★★★★

QUEST ION

15
	多形紅斑重症型（erythema	multiforme	major）と同義である．

	紅斑は，raised	atypical	targets を示す．

		皮疹面積 10〜 30％は，本邦基準では中毒性表皮壊死症（TEN），国際基準ではSJS/TENオー

バーラップである．

	致死率は約10％である．

	急性期の眼病変について，結膜充血を認めない症例は経過観察のみでよい．

a.	×	 従来，SJSとerythema	multiforme（EM）majorは同義とされてきたが，2016年の診断基準で
は「別疾患である」と明記され，SJSの診断においてEM	majorが除外できることが必須と
されている．

b.	×	 SJSの紅斑はflat	atypical	targetsである．EM	majorでは，typical	or	raised	atypical	targetsを
呈する（ガイドラインCQ8）．

c.	×	「皮疹」面積ではなく，「水疱・びらん」の面積である（ただし，外力を加えると表皮が容易
に剥離すると思われる部位はこの面積に含める）．

d.	×	 SJSの致死率は約3〜 5％，TENの致死率は20〜 30％である．
e.	○	 問題文の通り（ガイドラインCQ61）．

〔梅林芳弘〕

解説
　「重症多形滲出性紅斑　スティーヴンス・ジョンソン症候群・中毒性表皮壊死症診療ガイドライ
ン」1）から出題した．

引用文献
1）塩原哲夫ほか：日皮会誌，126：1637 -1685，2016
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解答 b，e

3  

薬
疹
／
薬
物
に
よ
る
皮
膚
障
害

3  薬疹 / 薬物による皮膚障害

副作用として手足症候群を来す薬剤はどれか．2つ選べ．

難易度 ★★★★★

QUEST ION

16
	インフリキシマブ（infliximab）

	ソラフェニブ（sorafenib）

	イマチニブ（imatinib）

	ゲフィチニブ（gefitinib）

	カペシタビン（capecitabine）

a.	×	 乾癬に投与される抗TNF-α製剤である．
b.	○	 マルチキナーゼ阻害薬である．腎癌，肝癌などに投与される．
c.	×	 慢性白血病やGISTに投与されるチロシンキナーゼ阻害薬である．
d.	×	 EGFR型チロシンキナーゼ（表皮細胞増殖因子受容体）の阻害薬である．痤瘡様皮疹，皮膚

の乾燥，爪囲炎が重要な皮膚の合併症である．
e.	○	 代表的な5 -FU製剤である．

〔原田和俊〕

解説
　手足症候群とは，抗腫瘍薬による副作用であり，手掌・足底に発赤，腫脹，疼痛を来す疾患であ
る．古典的手足症候群とマルチキナーゼ阻害薬による手足症候群に分類される．前者は 5 -FU製剤，
タキサン系抗癌剤などにより発症し，手掌と足底がびまん性に侵されるが，後者は荷重部位に皮疹
が限局する傾向がある．薬剤に対するアレルギーによる皮疹ではないので，薬剤を継続したままス
テロイド外用などで対症療法を行う．マルチキナーゼ阻害薬による手足症候群は胼胝や過角化が
発症の誘因となるので，尿素軟膏の外用や胼胝の処置で予防できる症例もある．
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解答 b

3  薬疹 / 薬物による皮膚障害

EGFR-TKI（EGFRチロシンキナーゼ阻害薬）による皮膚障

害で正しいのはどれか．

難易度 ★★

QUEST ION

17

a.	×	 手足症候群はソラフェニブなどのマルチキナーゼ阻害薬に出現する．
b.	○	 重要なポイントである．
c.	×	 痤瘡様皮疹はステロイド軟膏を外用すると改善する．
d.	×	 薬理作用で皮疹が出現する．
e.	×	 休薬により速やかに皮疹は消失する．

〔原田和俊〕

解説
　ゲフィチニブ（イレッサ®），エルロチニブ（タルセバ®），アファチニブ（ジオトリフ®）などの
EGFR-TKIは肺癌，大腸癌，頭頸部癌，乳癌などに投与される経口分子標的薬である．EGFR（表
皮増殖因子受容体）は皮膚に発現しているため，EGFR-TKI投与により，EGFシグナルが阻害され
た結果，様々な皮膚症状が出現する．したがって，EGFR-TKIの皮疹は免疫が関与した「薬疹」で
はない．
　出現する皮疹は痤瘡様皮疹，皮膚の乾燥，爪囲炎が多く，各皮疹の出現する時期が異なる．皮疹
をコントロールし，癌患者がEGFR-TKIの内服を継続できるようにすることが皮膚科医の重要な役
割である．また，セツキシマブ（アービタックス®）は抗EGFR抗体であるが，EGFR-TKIと同様な
皮疹が出現する．

	手足症候群の頻度が最も高い．

	皮疹の重症度と患者の生存率は相関する．

	顔面の痤瘡様皮疹にステロドは禁忌である．

	発症にはT細胞を介した免疫反応が関与する．

	薬剤を休薬しても皮膚症状は遷延する症例が多い．

クイ�de皮膚_1〜5.indd   18クイ�de皮膚_1〜5.indd   18 2020/07/20   13:592020/07/20   13:59



19

解答 b

3  薬疹 / 薬物による皮膚障害

血管外に漏出した際，薬剤漏出性皮膚障害を抑える目的で，

デクスラゾキサン（サビーンⓇ）の投与を考慮するのはどれか．

難易度 ★★★

QUEST ION

18

3  

薬
疹
／
薬
物
に
よ
る
皮
膚
障
害

	ビンデシン（フィルデシンⓇ）

	エピルビシン（ファルモルビシンⓇ）

	ゲムシタビン（ジェムザールⓇ）

	ドセタキセル（タキソテールⓇ）

	フルオロウラシル（5-FUⓇ）

a.	×	 ビンカアルカロイド．
b.	○	 解説の通り．
c.	×	 代謝拮抗薬（シタラビン類）．
d.	×	 タキソ環類．
e.	×	 代謝拮抗薬（フルオロウラシル類）．

〔梅林芳弘〕

解説
　デクスラゾキサン（サビーンⓇ）は，　アントラサイクリン系抗癌剤のトポイソメラーゼⅡへの作
用を阻害し，血管外漏出による組織障害を抑制する．したがって，アントラサイクリン系抗癌剤を
選べばよい．アントラサイクリン系抗癌剤には，ドキソルビシン（アドリアシン®）、エピルビシン

（ファルモルビシン®）のほか，アクラルビシン（アクラシノン®）、アムルビシン（カルセド®）、
イダルビシン（イダマイシン®）、ダウノルビシン（ダウノマイシン®）、ピラルビシン（テラルビシ
ン®）、ミトキサントロン（ノバントロン®）がある．「○○ルビシン」という語尾を持つものが多
い．
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解答 d

3  薬疹 / 薬物による皮膚障害

血管外に漏出した際，クーリングすべきでないのはどれか．

難易度 ★★★★

QUEST ION

19
	オキサリプラチン

	アクチノマイシンD

	ダカルバジン

	オキサリプラチン

	ドセタキセル

	アクチノマイシンD

	ドキソルビシン

a.	◯	 動物実験からは，冷罨法も温罨法も有効ではなかったようである．この結果からは経過観察
でもいいことになるが，クーリングしてはいけない，とは言えない．

b.	◯	 冷罨法を推奨するものと温罨法を推奨するものとがある．クーリングしてはいけない，とは
言えない．

c.	◯	 エビデンスレベルは高くないものの，アントラサイクリン系では冷罨法が勧められること
が多い．

d.	×	 解説の通り，禁忌．
e.	◯	 エビデンスレベルは高くないが，冷罨法が推奨されている．

〔梅林芳弘〕

解説
　抗癌剤が血管外に漏出した際，一般的にはクーリング（冷罨法）が行われる．血管外漏出のマ
ニュアルでは，ビンカアルカロイドのみクーリングの例外とされていることが多いが，根拠はマウ
スの実験であり質の高いエビデンスがあるとは言えない．ビンカアルカロイド漏出に対しても温
罨法ではなくクーリングでよいとの批判もある．外来がん化学療法看護ガイドラインでは，抗癌剤
の血管外漏出に際し，冷罨法も温罨法も推奨するほどの根拠はない，とされている．ビンカアルカ
ロイドのほか，エトポシド，タキサン系，プラチナ系も温罨法の方がよいとされることがあるもの
の一定しない．院内で血管外漏出のマニュアルを作成する際，乏しい根拠に基づいて「クーリング
禁」などと書くと現場が混乱するので，一般的に冷罨法だが，ビンカアルカロイドその他の薬剤で
は温罨法でも「よい」，程度の書き方に留めておくのがよいであろう． 
　なお，オキサリプラチン（d）の添付文書には，「重要な基本的注意」として，患者に対して末梢
神経症状，咽頭喉頭感覚異常が「特に低温又は冷たいものへの曝露により誘発又は悪化すること」
を説明し，「冷たい飲み物や氷の使用を避け，低温時には皮膚を露出しないよう指導すること」と
書かれている．このことは，抗癌剤の皮膚壊死に対する影響にばかり目を奪われがちな皮膚科医に
とって落とし穴になるので特別に注意を喚起すべきである．すなわち，オキサリプラチンの血管外
漏出に際して，クーリングは急性の末梢神経障害の発症原因となるため，禁忌である．
　以上，クーリングについて明確に「避けるべき」と言える薬剤はオキサリプラチンのみである．

参考文献
日本がん看護学会編：外来がん化学療法看護ガイドライン1　2014年版，金原出版，2014
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解答 c

4  

膠
原
病
／
血
管
炎

4  膠原病 / 血管炎

全身性エリテマトーデス（SLE）の診断において，最も感度が

高いのはどれか

難易度 ★

QUEST ION

20
	蝶形紅斑

	白血球減少

	抗核抗体

	抗Sm抗体

	抗 dsDNA抗体

a.	×	 蝶形紅斑（頬部紅斑）は，60〜 90 %に見られる．
b.	×	 白血球減少は，65％に見られる．
c.	○	 解説の通り．
d.	×	 抗Sm抗体は，疾患特異性は高いが，感度は20〜 30％．
e.	×	 抗dsDNA抗体は疾患特異性が高く，病勢を反映する．感度は60〜 70％．

〔梅林芳弘〕

解説
　抗核抗体はSLEのほぼ全例で陽性である．その他，頻度（感度）の高い所見は，皮膚症状（80 %
以上），リンパ球減少（75 %），貧血（80％異常），補体低下（70 〜 80％），抗DNA抗体（60 〜 70％）
など．

参考文献
1 )	神田奈緒子：皮膚科	膠原病診療のすべて，佐藤伸一ほか編，中山書店，2011，16 -22頁
2 )	大塚藤男：皮膚科学，第 10版，金芳堂，2016，402 -408頁
3 )	清水　宏：あたらしい皮膚科学，第 3版，2018，191 -196頁

Introduction

クイ�de皮膚_1〜5.indd   21クイ�de皮膚_1〜5.indd   21 2020/07/20   13:592020/07/20   13:59



249

あ と が き

　私が皮膚科専門医試験を受験したのは1999年です．早いもので，20年以上も
前になります．試験の5日前，子供が喘息で入院したので，病室のベットサイド
で，医局の先輩から代々受け継いだ山梨医大特製の「専門医問題集」をめくっ
ていました．専門医試験は心配でしたが，子供の喘鳴の程度の方がもっと心配
でした．試験の前日，子供が入院している山梨の病院を抜け出し，東京で受験
した専門医試験は，特に難しかったという記憶がありません．
　しかし，現在の専門医試験をみてみると，かなり難易度が高いように思いま
す．20年間の皮膚科学の研究が進んだ成果によるものでしょう．私が専門医を
受験した時には，皮膚筋炎の自己抗体はJo-1抗体のみしかありませんでした．
現在，ダーモスコピーなしの皮膚科診療は考えられませんが，当時はまだ一般
的な皮膚科の検査ではなく，専門医の試験には出題されなかったと思います．
今では医師国家試験にすらダーモスコピーの所見が出題されるのですから，隔
世の感があります．
　さらに，皮膚科の治療も大きな進歩がみられました．現在の乾癬治療はバイ
オ製剤なくては語れませんが，当時そのような薬剤は存在していませんでした．
アダパレンや過酸化ベンゾイルもなく，痤瘡にはイオウカンフルローションを
投与していました．悪性黒色腫に対する免疫チェックポイント阻害薬，キナー
ゼ阻害薬はなく，もちろん，アトピー性皮膚炎に投与されるdupilumabもあり
ませんでした．2020年の専門医試験問題を見直すと，40%程度の問題は20年前
には存在しえないものです．
　これから専門医試験を受験する若手の先生方は大変です．これまで先輩達が
蓄積した膨大な皮膚科学の遺産を引き継ぎつつ，最新の皮膚科学の知見，治療
法を学ばなければなりません．
　そのような状況のなか，診療の合間の休憩時間や，休日の当直日に，ソファー
に寝転んで勉強できる専門医試験対策の本となることを目指して，本書「クイ
ズ de 皮膚科学」を執筆したつもりです．筆者の思惑通りの問題集となってい
るでしょうか？
　皮膚科専門医になるというのは，皮膚科研修のゴールではありません．ただ
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の通過点であり，これからもまだまだ皮膚科の研修は続きます．いや，皮膚科
専門医になってから本格的な皮膚科の研鑽が始まる，といっても過言ではあり
ません．そのような通過点にある関門を無事突破するために本書がお役に立て
ば，筆者にとってこれほど嬉しいことはありません．
　本を執筆するという経験に乏しい私にとって，梅林先生の文章の添削はとて
も勉強になりました．私の拙い文章表現が，梅林先生による修正で生き返るよ
うにわかりやすくなったことも多々ありました．最後に本の執筆の「先生」で
ある，梅林先生，編集でお世話になった金芳堂の一堂さんに感謝し，筆を擱き
たいと思います．

2020年7月
東京医科大学皮膚科学分野

原田　和俊
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