
がん・感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科部長
吉　野　公　二

（聞き手　池田志斈）

　分子標的薬による癌治療に随伴する皮膚障害とその治療についてご教示くだ
さい。
 ＜東京都勤務医＞

分子標的癌治療薬による皮膚障害

　池田　分子標的薬、特にがんですが、
それによる皮膚障害について質問が来
ています。いろいろな種類の分子標的
薬がありますので、ターゲット別にう
かがったほうがよいでしょうか。
　吉野　はい。
　池田　まずはEGFR阻害薬について
お話を聞きたいのですが、どのような
副作用が出るのでしょうか。
　吉野　EGFR阻害薬は、上皮成長因
子受容体阻害薬ともいわれていますが、
そもそもこの薬が上皮細胞の増殖をコ
ントロールし、特に腺細胞に多く発現
している薬です。なので、非小細胞性
肺がん、乳がん、大腸がんなどの治療
に用いられているのですが、この薬を
用いることによって上皮系の細胞にも
障害を及ぼし、３つの特徴的な皮膚の
副作用があります。１つ目がざ瘡様の

皮疹（図１）、２つ目が乾燥性の皮疹、
３つ目が爪囲炎（図２）です。
　特にざ瘡様の皮疹ですが、EGFR阻
害薬の中で最も高頻度に生じる皮膚障
害です。発生頻度は90％といわれてい
ます。投与開始からだいたい１～２週
間後に出現して、頭部、顔面、前胸部
に毛根一致性の紅色丘疹や膿疱が見ら
れます。実はこの膿疱ですが、無菌性
の膿疱でして、逆にそこから搔痒に伴
って搔爬を生じ、二次感染を起こすこ
ともあります。
　池田　別にばい菌がついているわけ
ではないのですね。
　吉野　はい。ついていません。
　池田　普通、ニキビ様のものであれ
ば抗生物質を使ったりするのですが、
治療はどのようにされるのですか。
　吉野　治療は主にステロイドの外用

剤を用います。顔にはミディアムクラ
ス、頭皮にはストロングクラス、体幹
にはベリーストロングクラスのステロ
イドの外用剤と、あとアダパレンゲル
も使用していきます。さらに、二次感
染を起こすということもあるため、ミ
ノサイクリンを１日100㎎内服してコ
ントロールを行っています。
　池田　ニキビにステロイドというと
悪くなる気がするのですが。
　吉野　一般的にはそうなのですが、
この場合にはステロイドの外用が効果
を示しています。
　池田　その辺が違うのですね。それ
から、乾燥性の皮膚炎というのをうか
がったのですが、どのようなものなの
でしょうか。
　吉野　EGFR阻害薬が皮膚の汗腺の
分泌も抑制してしまうことで乾燥を起
こしてしまいます。なので、この乾燥
様の皮膚炎は先ほどのざ瘡様皮疹の後
に出現して、かなり広範囲に乾燥を生
じてきます。時には亀裂や疼痛を伴う
ことがあるので、基本的な対応はヘパ
リン類似物質であったり、尿素クリー
ムを入浴後に外用することをすすめて
います。
　池田　手足にも出るのですね。その
場合はかなり痛みがあるのでしょうか。
　吉野　はい。それによって患者さん
のQOLを下げてしまうこともあるので、
しっかり保湿することが重要となって
きます。

　池田　３番目の爪囲炎ですけれども、
これはどのようなものでしょうか。
　吉野　実はこの爪囲炎がEGFR阻害
薬における皮膚症状で一番難渋するも
のです。基本的には投与１カ月後から
手足の側爪郭に浮腫性の紅斑が出て、
その後、肉芽腫を形成してきます。通
常は陥入爪は側指に生じることが多い
のですが、このEGFR阻害薬で生じる
爪囲炎は手指、特に両側の側爪郭に生
じ、しかも多発する傾向にあります。

図１　ざ瘡様皮疹

図２　爪囲炎
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ですから、患者さんのQOLを著しく下
げてしまう状況を招いてしまいます。
　この場合のマネジメントですが、陥
入している場合はスパイラルテープ法、
肉芽にかかる圧力を除圧していく方法
です。さらに、外用剤はストロンゲス
トクラスのステロイド軟膏と、感染を
合併した場合にはミノサイクリンを１
日100㎎内服、痛みも伴ってくるので、
その場合にはNSAIDsの投与を行って
います。
　池田　これも基本的には感染性のも
のではなくて、反応性のものというこ
とですね。
　吉野　そうです。この薬剤による反
応性で生じる肉芽腫で、さらには陥入
爪も起こしてしまう状況になります。
　池田　QOLがかなり下がってしまう
ということですが、このEGFR阻害薬
をやめるか、あるいは続けるかという
のはどの辺で決めるのでしょうか。
　吉野　基本的にはこのEGFR阻害薬
によって生じる皮膚症状は、がんにと
って抗腫瘍効果が得られている一つの
反応と見られています。副作用がある
ということは、がんにとってもある意
味効果があると考えられていますので、
患者さんのQOLを保ちつつ、何とか皮
膚症状のマネジメントを行っていくこ
とが重要となってきます。
　池田　患者さんには、これは効果が
あるのだから、対処しながら頑張ろう
という話をするのですね。

　吉野　何とか患者さんに頑張ってい
ただきながら、がんの治療を継続して
いくという考え方になります。
　池田　続いて、マルチキナーゼ阻害
薬についてお聞かせください。
　吉野　マルチキナーゼ阻害薬は、代
表的な薬剤としてはソラフェニブ、ス
ニチニブというものがあるのですが、
この薬剤では様々な皮膚症状が起きま
す。中でも代表的なものとして、手と
足の皮膚にいわゆる手足症候群といわ
れているものが出現します（図３）。一
般的に手足症候群は今まではフッ化ピ
リミジン系などの殺細胞性抗がん剤で
生じていました。ただ、このマルチキ
ナーゼ阻害薬が登場したことにより、
特徴的な皮膚症状が出現しました。限
局した範囲に紅斑が出現し、加重部位
で角化を起こし、しかもそれによって
疼痛を伴ってくるというものです。実
はこの手足症候群も患者さんのQOL
を著しく下げてしまうということで、
様々な対応が取られています。
　池田　逆にいいますと、そういう副
作用が出たほうが効果がいいというこ
となのでしょうか。
　吉野　そうですね。このマルチキナ
ーゼ阻害薬の中でもスニチニブに関し
ては、皮膚症状が出た場合にはがんに
対してもある一定の効果を示すといわ
れています。
　池田　でも、かなりQOLが落ちてし
まいますね。

　吉野　そうですね。なので、この薬
剤を投与する場合には、軽症の時点か
ら早期の治療が必要となってきます。
手掌、足底は角質と真皮が厚い場所で
あり、しかもこの薬剤の皮膚症状の場
が真皮内にあることから、ストロンゲ
ストクラスのステロイド外用剤を用い
ます。しかも、過角化によって亀裂が
生じてきますので、予防的にヘパリン
類似物質であったり、尿素クリームも
使用していきます。
　池田　では次に免疫チェックポイン
ト阻害薬についてうかがいたいと思い
ます。
　吉野　免疫チェックポイント阻害薬
は、今現在、抗PD-１抗体、そして抗
CTLA-４抗体がメラノーマに幅広く
用いられています。この薬剤によって
引き起こされる、いわゆる免疫関連有
害事象、irAEというものがあるので
すが、特に皮膚障害を起こしやすいと
いわれています。代表的な皮膚障害は、
搔痒、皮疹です。メラノーマの場合に
は特徴的ですが、白斑が出現します 
（図４）。
　池田　特にこの白斑は反応をよくし
ているという意味なのでしょうか。
　吉野　そうですね。もともとメラノ
ーマはメラノサイト系の腫瘍であり、
抗腫瘍効果が得られることによって白
斑が出る。なので、メラノーマの患者
さんで白斑が出た場合には治療が奏効
しているという考え方もあります。

　池田　実際にはどうなのでしょうか。
　吉野　実際は、確かに早期に白斑が
出た場合には抗腫瘍効果に結びつくの
ですが、例えば治療して１年後に出た
といった場合には、その間のタイムラ
グをどう考えるのかという問題がある
ので、出現時期がいつなのかが重要で
はないかと現在はいわれています。

図３　手足症候群

図４　白斑
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　池田　出る時期にもよるのですね。
そのほかにもたくさん皮膚の障害があ
るとうかがったのですが、どのような
ものがあるのでしょうか。
　吉野　自分自身の免疫に作用する薬
なので、従来の殺細胞性抗がん剤や、
分子標的薬とは異なる皮膚症状が出て
きます。まれではあるのですが、自己
免疫性の皮膚疾患として水疱性類天疱
瘡（図５）、そして皮膚筋炎であった 
り、皮膚サルコイドーシスが出現する
ことがあります。
　池田　自己免疫の疾患が惹起される
可能性があるのですね。
　吉野　そうです。

　池田　こういった疾患が出た場合、
特に一番重症なのが中毒性表皮壊死症
だと思うのですが、こういったものが
出た場合は中断せざるをえないのでし
ょうか。
　吉野　基本的にTENであったり、ス
ティーブンス・ジョンソン症候群が出
てしまった場合には中断せざるをえな
いと思います。
　池田　副作用として出てくる疾患に
もよるのですね。
　吉野　そうですね。一般的に忍容可
能な皮膚障害であれば治療は継続して
いきますが、皮膚粘膜症候群や中毒性
表皮壊死症が出た場合には治療の継続

は厳しいと思います。
　池田　この２つは別格として、水疱
性類天疱瘡や皮膚筋炎等の自己免疫性
疾患に関しては、対症療法をしながら、
ということでしょうか。
　吉野　基本的には水疱性類天疱瘡が
出た場合には、治療は継続するのです
が、再投与することによってまた再燃
してしまうということもあるので、ス
テロイドの管理をしていきながら治療
も行っていきます。なので、非常に難
しい管理が必要となってきます。
　池田　複雑になるので、なかなか継
続が難しい方もいらっしゃるでしょう
ね。
　吉野　はい。
　池田　この辺が免疫チェックポイン
ト阻害薬の特徴的なところだと思うの
ですが、そのほか、免疫チェックポイ
ント阻害薬によって、従来、例えばキ
ナーゼ阻害薬で見られたようなものも
起こってくるのでしょうか。
　吉野　実は免疫チェックポイント阻
害薬で起きる皮膚症状というものは、
特異的なものがないといわれています。
なので、様々な皮膚症状が出ており、
これに特化した皮膚症状がないので、
なかなかその辺の見極めが難しいのが
現状です。
　池田　では、例えばほかの分子標的
薬プラスこの免疫チェックポイント阻
害薬を使っている場合は、どれで起こ
ったかわかりづらいということでしょ

うか。
　吉野　その辺の鑑別がなかなか難し
いのですが、ただ、免疫チェックポイ
ント阻害薬の後に使用する薬剤で生じ
る副作用が、どうも重症度が高まる傾
向にあるといわれています。メラノー

図５　水疱性類天疱瘡

図６　抗PD-１抗体後のBRAF阻害薬
　　　投与で生じた皮膚障害

表　分子標的薬の種類・皮膚障害

種類 一般名 商品名 標的 代表的な皮膚障害

抗
体
薬

セツキシマブ アービタックス EGFR 痤瘡様皮疹、
乾燥性皮疹、爪囲炎

パニツムマブ ベクティビックス EGFR 痤瘡様皮疹、
乾燥性皮疹、爪囲炎

ニボルマブ オプジーボ PD-１ そう痒、皮疹、白斑

ペムブロリズマブ キイトルーダ PD-１ そう痒、皮疹、白斑

イピリムマブ ヤーボイ CTLA-４ そう痒、皮疹、白斑

小
分
子
化
合
物

ゲフィチニブ イレッサ EGFR 痤瘡様皮疹、
乾燥性皮疹、爪囲炎

エルロチニブ タルセバ EGFR 痤瘡様皮疹、
乾燥性皮疹、爪囲炎

ソラフェニブ ネクサバール VEGFR・PDGFR・
FLT３・KIT・RAF 手足症候群

スニチニブ スーテント VEGFR・PDGFR・
KIT・FLT３・RET 手足症候群
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マの治療において、例えば抗PD-１抗
体を使用した後にBRAF阻害薬を投与
すると、BRAF阻害薬がそもそも皮膚
障害を起こしやすいのですが、その重
症度がかなり高まってしまう（図６）。
なぜなら、初めに自分自身の免疫環境
を変えた後に薬剤を投与すると、今ま
で経験したことがないような皮膚症状
が起きるのではないかと考えられてい
ます。

　今、がんの治療として免疫チェック
ポイント阻害薬がほかの疾患にも使わ
れていますので、その後に別の薬剤を
使ったときには、何かが起こる可能性
があるので、十分注意が必要なのでは
ないかと思います。
　池田　慎重にフォローアップしなけ
ればいけないということですね。あり
がとうございました。

東海大学外科学系泌尿器科学教授
宮　嶋　　哲

（聞き手　池脇克則）

　最近、前立腺特異抗原PSAが基準値以上である方が非常に多く、超音波検査
でも通常の倍以上の容積の患者さんが多数見られます。そのまま、生検のため
に泌尿器科専門医へ紹介となると、患者さん本人にも抵抗があります。そこで、
最近MRI診断ががんの発見に有効と聞きましたが、どのようなMRI所見が得られ
たら、がんの可能性が高いとして生検へ送り出すべきなのでしょうか。あるい
は、MRI以外で前立腺がんの存在を強く示唆する所見はどのような要素（PSA？
前立腺容積？）なのか、ご教示ください。
 ＜東京都開業医＞

前立腺がんとMRI診断

　池脇　PSA検診、前立腺がんの検診
でのMRIの位置づけという質問です。
まずPSA検診は、いつぐらいから始ま
って、現状はどうなのでしょうか。
　宮嶋　正確には1986年にPSAという
ものが導入されました。PSAというの
は血中に出る蛋白質です。これが導入
されることにより、転移性の前立腺が
んが減少したわけです。マンモグラフ
ィが導入されても転移性乳がんは減少
しなかったのに対して、転移性の前立
腺がんは減少したということで、非常
によい、特異的な腫瘍マーカーだと思
います。

　池脇　腫瘍マーカーはいろいろあり
ますけれども、がんの早期に発見でき
たという事例はあまりないように思い
ますね。
　宮嶋　そうですね。
　池脇　1986年ですから、30年以上た
っているわけですが、けっこう普及し
ているのでしょうか。
　宮嶋　そうですね。ですから、前立
腺がん全体を見ましても、死亡率はほ
かのがんに比べて低いという現状にあ
ります。
　池脇　質問はおそらくそういった
PSA検診にかかわりのある先生で、

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （209）  4948 （208） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   48-49 2020/02/14   14:54


	02-021-1
	02-021-2
	02-022-1
	02-022-2
	02-023-1
	02-023-2
	02-024-1



