
キ
リ
ト
リ
線

乾癬セルフチェックシート

Q.現在どのような治療をされていますか？

Q.現在の治療の満足度は10段階でどの程度ですか？

記入日　　　　　年　　　月　　　日

治療に対する自分の思いを
一度整理してみましょう。

SORA2021 Autumn Winter.
監修：東京医科大学 皮膚科学分野 教授 大久保ゆかり 先生 / 東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野 准教授 三輪隆 先生

□飲み薬　　　　□塗り薬　　　　□注射・点滴　　　　□紫外線療法
□その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
□治療していない

Q.満足度をあげるために重要と考えていることはありますか？

不満

1 2 3 4 5 76 8 9 10

満足

□皮疹が全てなくなること〔気になる部位：　　　　　  　　　　　　　　　　　　 　〕
□通院頻度が少なくなること □治療にかかる負担（費用）が軽くなること
□お薬を使用する回数が少なくなること
□その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Q.普段の生活で気になることはありますか？

Q.症状が改善したら何がしたいですか？

その他、医師にご相談されたいことなどありましたら、ご記入ください
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切り取って、主治医とのコミュニケーションツールとしてもご活用ください。

Autumn
Winter

2021.12

“pSOriasis Recovery Aid”の略で、乾癬患者さんの症状回復に
少しでも貢献したいという想いを込めました。

晴れやか
ソライアシスライフ

監修 ： 東京医科大学 皮膚科学分野 教授 大久保ゆかり 先生　
東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野 准教授 三輪隆 先生

治療に対する自分の思いを一度整理してみましょう
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ペットボトルを使った簡単運動！

SORA 乾癬 検索

減量の第一歩へ役立てよう！

食物繊維を取り入れられる
簡単レシピ

ソライフアドバイス
専門医に聴く［晴れやかソライアシスライフ実現のために］
アドバイザー/大阪急性期・総合医療センター皮膚科
大畑 千佳 先生



「便秘には食物繊維」などとよく耳にしますが、
食物繊維のいろいろな働きを知っていますか？
今回は、便秘解消だけではない食物繊維の働き
についてご紹介します！

食物繊維は、食べ物が消化される過程で分泌される水分を吸収し、膨張します。これにより、便がやわらかくなることから
排便につながり便秘が解消します。また、食物繊維が膨らみ、かさが増すため、満腹感が得られ、食べ過ぎを防いでくれます。
便秘の改善、食べ過ぎ防止のほかにも、血糖値の急激な上昇を抑える、コレステロールの吸収を抑えるといった働きもあります。

ネバネバとしていることが特徴です。このネバ
ネバが食べ物を包むことで、消化スピードが
緩やかになります。

食物繊維は「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」に分けられます。それぞれ働きが違うことから、どちらもバランスよく摂
ることが大切です。

症状のコントロールのためには、減量に取り組むことが大切です。食物繊維の働きを活かして、減量に
取り組んでみませんか？食物繊維を取り入れられる簡単レシピですので、ぜひ作ってみてください！

Web版「SORA」では、レシピの“作り方動画”をご覧になれます。
ここでご紹介している以外のレシピも掲載していますので、ぜひご活用ください。
※食材によってアレルギーの原因となることがありますのでご注意ください。

レシピ開発・撮影 ISHIMORI studio

玉ねぎは薄切り、ブロッコリーは小さく切る。

ボウルに1とおからを加えて混ぜ、ふんわりと
ラップをしてレンジで600W・3分加熱する。

粗熱が取れたら、Aと潰したゆで卵をざっくり
混ぜる。
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玄米ご飯
舞茸
エリンギ
えのき
玉ねぎ
トマト

2膳（300g）
100g
2本（100g）
1/2束（100g）
1/4個（40g）
中1個（100g）

みそ
カレー粉
塩
とろけるチーズ

大さじ1（18g）
小さじ2（4g） 
小さじ1/4（1.2g）
20g

食物繊維を取り入れられる簡単レシピ

おから
ブロッコリー
玉ねぎ
ゆで卵

100g
60g
1/2個（80g）
1個（55g）

ヨーグルト
塩
レモン汁

100g
2.5g
小さじ1（5g）

の働きを
 すべて知っていますか？

牧野直子監：世界一やさしい！栄養素図鑑, 新星出版社, 2020　より作成

参考：メタボリックシンドローム診断基準検討委員会：日本内科学会雑誌, 94：188, 2005

食物繊維の働き

水溶性
食物繊維
水溶性

●血糖値の急激な上昇を抑える
●コレステロールの吸収を抑える
●善玉菌を増やす

たとえば
昆布・ワカメ・コンニャク・大麦 など

水に溶けにくいことから胃や腸で水分を吸
収して膨張します。繊維質が強いことから、
食べる際は、よく噛まなければなりません。

不溶性
食物繊維

●腸内環境を整える
●満腹感を得られる

たとえば
大豆・ゴボウ・サツマイモ など

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維

●コレステロール 8.0mg
●食物繊維 9.5g

●塩分 2.0g
●脂質 5.5g

A

352kcal
エネルギー
（1人分）

（1人分） （1人分）

キノコだらけの
腸活カレー

●コレステロール 122mg
●食物繊維 7.7g

●塩分 1.4g
●脂質 6.2g

153kcal
エネルギー
（1人分）

おからで
ポテトサラダ風

マヨネーズとイモは
使わない

減量の第一歩へ役立てよう！

レンジで無水カレー
作っちゃおう

1 Aを大きめのみじん切りにする。

ボウルに1と塩を加えて混ぜ、ふんわりとラップを
してレンジで600W・5分加熱する。

2にカレー粉を加えて、600W・3分加熱する。
温かいうちにみそを混ぜる。

玄米ご飯に3をかけ、とろけるチーズをのせる。
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4

作り方

材料：2人分材料：2人分

作り方

A

食物繊維食物繊維

メタボリックシンドロームは、過食や運動不足などの生活習慣が大きく
関わっていますが、乾癬も同様に発症や悪化には、生活習慣が関係しています。
乾癬患者さんがメタボリックシンドロームを合併すると、より重症になることが
報告されています＊。乾癬患者さんは、日頃から、カロリーを控えた栄養
バランスの良い食事や適度な運動を心がけることが大切です。

＊Takahashi H, et al：J Dermatol Sci, 57：143, 2010

ウエスト周囲径

かつ
+男性≧85cm  女性≧90cm

高トリグリセリド血症 ≧ 150mg/dL  かつ/または
低HDLコレステロール血症 ＜ 40mg/dL

収縮期（最大）血圧 ≧ 130mmHg  かつ/または
拡張期（最小）血圧 ≧ 85mmHg

空腹時血糖 ≧ 110mg/dL

※高血圧・高血糖・脂質代謝異常の3つのうち2つ該当

内臓脂肪面積
男女ともに≧100cm2に相当（ ）

メタボリックシンドローム
内臓脂肪蓄積 血清

脂質

血圧

血糖値

この「SORA」およびWeb版「SORA」には生活習慣改善のための様々な情報が掲載されています。ぜひご覧ください。

乾癬とメタボリックシンドローム
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ソライフアドバイス
専門医に聴く -晴れやかソライアシスライフ実現のために-

乾癬治療について大畑先生のお考えを教えてください。

乾癬治療は患者さんと
医師とのキャッチボール
大阪急性期・総合医療センター皮膚科
大畑 千佳 先生

09

乾癬に関する情報提供冊子SORAでは、乾癬治療に関わる先生方から乾癬患者さんへ
メッセージを発信しています。
第9回は、大阪急性期・総合医療センター皮膚科 大畑千佳先生におうかがいします。

過去のインタビュー動画も掲載していますので、ぜひあわせてご覧ください。

ない治療を漫然と継続しないことが大切となります。SORAには、ご自身の悩みや
治療に対する考えなどが整理できる「セルフチェックシート」がついています。ご活用
いただき、ぜひ医師に伝えてみてください。

薬による治療のほかに、症状の軽減のために患者さんが
取り組むべきことはありますか？

乾癬症状の悪化因子として、ストレスやメタボリックシンドロームが挙げられること1）

から、これらを改善することが重要です。また、乾癬の重症度が高ければ高いほど
メタボリックシンドロームの合併頻度が高くなる傾向があることも報告されており4）、
症状の軽減には、食べ過ぎや運動不足といった生活習慣を見直すことが大切です。
私が診ている患者さんでも、食事と運動の双方で体重の減量に取り組むことで、
症状が軽減した患者さんもいらっしゃいました。SORAには、簡単にできる食事レシピ
や運動メニューが掲載されているので、ぜひ参考にしてみてください。

1）古江増隆、大槻マミ太郎編集：ここまでわかった 乾癬の病態と治療 ( 皮膚科臨床アセット), 中山書店 , 2012
2）J-T Maul, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019; 33（4）: 700-708.
3）M-L SchaarSchmidt, et al. Acta Derm Venereol. 2018; 98: 200-205.
4）Langan SM, et al. J Invest Dermatol. 2012; 132(3 Pt 1): 556-562.

Web版「SORA」では、大畑先生のインタビュー動画をご覧になれます。

乾癬の患者さんにメッセージをお願いします。
適切な治療を行うために、症状をどのように改善したいのか、ご自身がやりたいこと
や叶えたいことを医師に伝えてみてください。また、症状の改善には、ストレスの
軽減や、体重の減量も大切です。今回のSORAでは、ペットボトル運動や簡単にでき
る食物繊維レシピが掲載されていますので、ちょっとやってみようかなという気持ちを
大切に、ぜひ試してみてください。その他にも、最近はWebでの市民公開講座も開催
されており、お家にいながら気軽に参加できるようになりました。乾癬について知る
のはもちろん、悩みや日常生活のちょっとした疑問についても答えているので、
チェックしてみてください。

では、大畑先生が考える「適切な治療」とはどのようなこと
でしょうか？

患者さんの望む効果がちゃんと得られており、治療頻度やコストなどが患者さんの
生活スタイルに合っている治療を「適切な治療」と考えます。治療選択をする際に
重要視していることや、治療を通してどうなりたいかは患者さんごとに様々です2,3）。
そのため、患者さんと医師とでコミュニケーションをしっかりととり、患者さん中心の
治療を行っていくことが重要です。効果が十分でないと感じる治療やご自身に合わ

乾癬の皮膚症状や関節症状が原因で精神的・身体的ストレスがかかり、生活の質の
低下を感じる患者さんも多いかと思います。ストレスは乾癬の症状を悪化させる原因
にもなる1）ため、「症状の出現⇒生活の質の低下⇒症状の悪化」という悪循環に陥ること
もあります。そのため、適切な治療を行うためには、患者さんと医師とで症状や治療に
対して望むことを確認し、より良い治療を選択していくことが重要であると考えます。
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メタボリックシンドロームの合併頻度が高くなる傾向があることも報告されており4）、
症状の軽減には、食べ過ぎや運動不足といった生活習慣を見直すことが大切です。
私が診ている患者さんでも、食事と運動の双方で体重の減量に取り組むことで、
症状が軽減した患者さんもいらっしゃいました。SORAには、簡単にできる食事レシピ
や運動メニューが掲載されているので、ぜひ参考にしてみてください。

1）古江増隆、大槻マミ太郎編集：ここまでわかった 乾癬の病態と治療 ( 皮膚科臨床アセット), 中山書店 , 2012
2）J-T Maul, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019; 33（4）: 700-708.
3）M-L SchaarSchmidt, et al. Acta Derm Venereol. 2018; 98: 200-205.
4）Langan SM, et al. J Invest Dermatol. 2012; 132(3 Pt 1): 556-562.

Web版「SORA」では、大畑先生のインタビュー動画をご覧になれます。

乾癬の患者さんにメッセージをお願いします。
適切な治療を行うために、症状をどのように改善したいのか、ご自身がやりたいこと
や叶えたいことを医師に伝えてみてください。また、症状の改善には、ストレスの
軽減や、体重の減量も大切です。今回のSORAでは、ペットボトル運動や簡単にでき
る食物繊維レシピが掲載されていますので、ちょっとやってみようかなという気持ちを
大切に、ぜひ試してみてください。その他にも、最近はWebでの市民公開講座も開催
されており、お家にいながら気軽に参加できるようになりました。乾癬について知る
のはもちろん、悩みや日常生活のちょっとした疑問についても答えているので、
チェックしてみてください。

では、大畑先生が考える「適切な治療」とはどのようなこと
でしょうか？

患者さんの望む効果がちゃんと得られており、治療頻度やコストなどが患者さんの
生活スタイルに合っている治療を「適切な治療」と考えます。治療選択をする際に
重要視していることや、治療を通してどうなりたいかは患者さんごとに様々です2,3）。
そのため、患者さんと医師とでコミュニケーションをしっかりととり、患者さん中心の
治療を行っていくことが重要です。効果が十分でないと感じる治療やご自身に合わ

乾癬の皮膚症状や関節症状が原因で精神的・身体的ストレスがかかり、生活の質の
低下を感じる患者さんも多いかと思います。ストレスは乾癬の症状を悪化させる原因
にもなる1）ため、「症状の出現⇒生活の質の低下⇒症状の悪化」という悪循環に陥ること
もあります。そのため、適切な治療を行うためには、患者さんと医師とで症状や治療に
対して望むことを確認し、より良い治療を選択していくことが重要であると考えます。

4 5



ペットボトル

LMC0172
KKC-2021-01375-1
2021年12月作成

ペットボトルは、お家で用意しやすいだけでなく、大きさや中に入れる水、砂の量で重さ
が自由に調整できるなど、とても便利なアイテムです。
今回は、ご自宅のちょっとしたスペースでできる、ペットボトルを使った簡単運動を紹介
していますので、空いた時間にぜひやってみてください！

を使った簡単運動！

ご自身の症状に合わせて適度な運動を心がけましょう。関節の痛みなどが気になる人は
無理に運動せず、主治医に相談してください。Web版「SORA」では、ここでご紹介している
以外の運動も掲載していますので、ぜひご活用ください。

今村大祐監修：今村式 ペットボトルウォーキング・ダイエット, ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2012より作成
立花龍司著：30超えたら女も男もアンチエイジング, ベースボール・マガジン社, 2016より作成

サイドレイズサイドレイズ
肩まわりの筋力アップ

10~15回

❶腕を伸ばしてペットボトルを持つ。
❷腕を伸ばしたまま、真横に持ち上げる。

耳の横まで持ち上げる。

持ち上げたときの手のひらは下。

レッグ・エクステンションレッグ・エクステンション
太ももの前側の筋力アップ

20回
❶背筋を伸ばしてイスに座り、太ももの間にペット
ボトルを挟み膝を閉じる。
❷ペットボトルを挟んだまま、足を水平に上げる。

POINT

両足のつま先とかかとはつけたまま。

内ももとおなかの筋肉を意識する。

背筋はまっすぐ。

POINT

のご紹介

特徴
の

https://www.kyowakirin.co.jp/kayumi/kansen/sora/

乾癬に関する情報サイト

不規則な生活習慣は乾癬の症状や治療効果に影響を及ぼすため、生活習
慣を見直すことが乾癬の治療を進める上で重要とされています。そこで、
SORAでは、乾癬患者さんにより快適な生活を送っていただくために、食事
や運動を中心とした生活習慣に関する情報を掲載しています。

無理なく楽しく続けられそうな運動をアニ
メーションやクイズ形式で紹介しています。
また、運動に関するコラムを掲載しています。

運動

「ヘルシー」「おいしい」「簡単」をコンセプト
としたレシピを1分程度の動画で紹介して
います。

食事

乾癬治療の専門医の先生方からの、晴れや
かソライアシスライフを送るためのアドバ
イス動画です。

SORA　乾癬 検索

ソライフアドバイス

乾癬に関わるみなさんにお役立ていただ
けるような、乾癬に関する話題を掲載して
います。

乾癬TOPICS

キ
リ
ト
リ
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乾癬セルフチェックシート

Q.現在どのような治療をされていますか？

Q.現在の治療の満足度は10段階でどの程度ですか？

記入日　　　　　年　　　月　　　日

治療に対する自分の思いを
一度整理してみましょう。

SORA2021 Autumn Winter.
監修：東京医科大学 皮膚科学分野 教授 大久保ゆかり 先生 / 東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野 准教授 三輪隆 先生

□飲み薬　　　　□塗り薬　　　　□注射・点滴　　　　□紫外線療法
□その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
□治療していない

Q.満足度をあげるために重要と考えていることはありますか？

不満

1 2 3 4 5 76 8 9 10

満足

□皮疹が全てなくなること〔気になる部位：　　　　　  　　　　　　　　　　　　 　〕
□通院頻度が少なくなること □治療にかかる負担（費用）が軽くなること
□お薬を使用する回数が少なくなること
□その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Q.普段の生活で気になることはありますか？

Q.症状が改善したら何がしたいですか？

その他、医師にご相談されたいことなどありましたら、ご記入ください

LMC0172
KKC-2021-01375-1
2021年12月作成

切り取って、主治医とのコミュニケーションツールとしてもご活用ください。

Autumn
Winter

2021.12

“pSOriasis Recovery Aid”の略で、乾癬患者さんの症状回復に
少しでも貢献したいという想いを込めました。

晴れやか
ソライアシスライフ

監修 ： 東京医科大学 皮膚科学分野 教授 大久保ゆかり 先生　
東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野 准教授 三輪隆 先生

治療に対する自分の思いを一度整理してみましょう

乾癬セルフチェックシート

ペットボトルを使った簡単運動！

SORA 乾癬 検索

減量の第一歩へ役立てよう！

食物繊維を取り入れられる
簡単レシピ

ソライフアドバイス
専門医に聴く［晴れやかソライアシスライフ実現のために］
アドバイザー/大阪急性期・総合医療センター皮膚科
大畑 千佳 先生


