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乾癬治療には、塗り薬や紫外線を用いた治療や飲み薬がありますが、

生物学的製剤といわれる注射薬も用いられるようになってきた結果、

現在の乾癬治療のゴールは、症状の改善だけにとどまらず、

乾癬の症状や治療によって制限されない生活を取り戻すことである、

との考え方に変わりつつあります。

この冊子では、スキリージ®の特徴や使い方、

注意することや副作用などに関して解説しています。

スキリージ®による治療についてよく理解していただき、

乾癬と上手につき合っていけるよう、担当医と一緒に、治療を始めていきましょう。

あなたは今、
どんなことがしたいですか？

目次
乾癬とは 4
スキリージ®とは 5
治療を受けることができる方 6
治療に際しての問診と検査 7
治療方法 8
効果について 9

治療中に注意すべきこと 10
起こりやすい主な副作用 11
特に注意が必要な副作用 12
毎日の生活のなかで気をつけてほしいこと 13
Q＆A 14

温泉に入りたい

半袖を着たい
おしゃれな服を着たい
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スポーツしたい

スキリージ®の効能又は効果、効能又は効果に関連する注意
■効能又は効果
既存治療で効果不十分な下記疾患
尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症
■効能又は効果に関連する注意｠
以下のいずれかを満たす尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症患者に投与すること。
•光線療法を含む既存の全身療法（生物製剤を除く）で十分な効果が得られず、皮疹が体表面積の10%以上に及ぶ患者
•難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する患者

2 3



乾癬治療には、塗り薬や紫外線を用いた治療や飲み薬がありますが、

生物学的製剤といわれる注射薬も用いられるようになってきた結果、

現在の乾癬治療のゴールは、症状の改善だけにとどまらず、

乾癬の症状や治療によって制限されない生活を取り戻すことである、

との考え方に変わりつつあります。

この冊子では、スキリージ®の特徴や使い方、

注意することや副作用などに関して解説しています。

スキリージ®による治療についてよく理解していただき、

乾癬と上手につき合っていけるよう、担当医と一緒に、治療を始めていきましょう。

あなたは今、
どんなことがしたいですか？

目次
乾癬とは 4
スキリージ®とは 5
治療を受けることができる方 6
治療に際しての問診と検査 7
治療方法 8
効果について 9

治療中に注意すべきこと 10
起こりやすい主な副作用 11
特に注意が必要な副作用 12
毎日の生活のなかで気をつけてほしいこと 13
Q＆A 14

温泉に入りたい

半袖を着たい
おしゃれな服を着たい

思いっきり

スポーツしたい

スキリージ®の効能又は効果、効能又は効果に関連する注意
■効能又は効果
既存治療で効果不十分な下記疾患
尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症
■効能又は効果に関連する注意｠
以下のいずれかを満たす尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症患者に投与すること。
•光線療法を含む既存の全身療法（生物製剤を除く）で十分な効果が得られず、皮疹が体表面積の10%以上に及ぶ患者
•難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する患者

2 3



乾癬とは
乾癬は、免疫作用として外敵から体を守ってくれるはずのサイトカインという物質
が過剰に働くことで起こります。サイトカインにより、リンパ球が炎症を引き起こす
さまざまな物質を生み出し、皮膚や関節で乾癬症状があらわれます。

スキリージ®は、このIL-23の働きを抑えるための注射薬で、生物学的製剤（p.14）
と呼ばれています。もともと体内で免疫作用をつかさどる抗体の働きを利用した
医薬品です。

スキリージ®とは
乾癬とは、慢性的に炎症が起こる皮膚の病気です。特徴的な症状には、皮膚が炎症
を起こして赤くなる紅斑、皮膚が盛り上がる浸潤、その表面が白くなる鱗屑、それが
フケのように剥がれ落ちる落屑があり、関節が痛くなったり腫れたりする場合もあり
ます。また、爪に症状が出ることもあります。免疫が過剰に働くことが原因であるとされて
おり、IL-23（インターロイキン-23）という物質が深く関係していると考えられています。

こう はん しん

は らく せつ は

りん せつじゅん

尋常性とは「普通の」、「よくある」という意味で、乾癬
全体の約90％を占めています。紅斑、鱗屑などが多く
みられ、患者さんの約半数にかゆみがあらわれます。

尋常性乾癬1.

皮膚症状に加え、関節の腫れ・痛みがあります。爪が変形することもあります。
進行し関節が変形すると日常生活に支障があらわれるので、その前に適切な
治療を受けることが重要です。

関節症性乾癬2.

膿疱とは、膿をもった小さなブツブツがあらわれることです。全身に膿疱が
発生し、急激な発熱や倦怠感を伴う場合は入院治療が必要で、国の難病対策
として「指定難病」※に挙げられています。

膿疱性乾癬3.

紅斑が全身に広がって、鱗屑が多くみられます。発熱を伴うことが多く、入院
治療が望ましい、重症の状態です。

乾癬性紅皮症4.

じん じょう せい かん せん

●主な乾癬の種類

のう ほう せい かん せん

かん せつ しょう せい かん せん

せい こう ひ しょうかん せん

うみ

IL-23

リンパ球

IL-23の働きを抑えることで、炎症を引き起こす
さまざまな物質を生み出さないようにします。

乾癬症状
の改善

スキリージ®

スキリージ®による治療を受けた場合

IL-23

リンパ球
炎症を

引き起こす物質

特に、IL-23というサイトカインが乾癬に深く
かかわっており、中心的な役割を果たして
いることが最近の研究でわかっています。

サイトカイン

乾癬が起こる仕組み

乾癬の
発症

（イメージ図）

（イメージ図）

※2015年1月1日施行（2021年7月現在）
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治療を受けることができる方
スキリージ®による治療を受ける前に、問診と検査を行います。

治療に際しての問診と検査

スキリージ®による治療を受けられるのは、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、
乾癬性紅皮症と診断された方のうち、下記のいずれかに該当する方です。

重い感染症にかかっている方

治療が必要な結核にかかっている方

過去にスキリージ®に含まれる成分でアレルギー反応を起こしたことがある方

●下記の人は、治療を受けることができません。

感染症にかかっている方またはかかっている可能性がある方

過去に結核にかかったことがある方

ご高齢の方

●下記の人は、治療を受けるにあたり注意が必要な方です。

これまでの治療（塗り薬や紫外線を
用いた治療や飲み薬）では、十分な
効果が得られず、皮膚の症状が全身
の10％（手のひら約10個分）以上に
ある方

1.

治りにくい皮膚の症状、関節の症状
や膿疱（p.4）がみられる方

2.

治療前に、合併症、過去の病歴、治療歴などを確認します。他に服用している
飲み薬がある場合や、妊娠・授乳を希望する場合は担当医にご相談ください。

問診

治療前や治療中に、担当医の判断により定期的
に結核検査を含む血液検査、尿検査、画像
検査（胸部X線、胸部CT）などを行います。

検査

6 7
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患
者
さ
ん
の
割
合

時　間 1年

100％ ほとんど症状がなくなった
まったく症状がなくなった

治療方法 効果について
スキリージ®は、医療機関で担当医または看護師に皮下に注射してもらう注射薬です。 スキリージ®の効果は人それぞれですが、通常、治療を開始して、16週以内には、

効果があらわれます。効果の判断は、紅斑、浸潤や鱗屑（p.4）の状態などを観察して、
総合的に担当医が行います。

皮膚症状の改善（イメージ図）

注射をする部位
おなか、太もも、二の腕の外側、
おしりのいずれかに注射します。

注射のタイミング

1回目と2回目の間は4週間あけ、その後は、12週ごとに注射します。症状や
体調の変化については、別冊の『スキリージ®を使用される患者さんへ 
Weekly 体調管理ノート』に記入いただき、受診時にお持ちください。

※患者さんによって1回の注射の本数（2本または1本）は異なります。
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治療中に注意すべきこと 起こりやすい主な副作用
スキリージ®は、体内の免疫機能の一部を弱める作用があるため、ウイルスや細菌
などの病原体による感染症が起こりやすくなる可能性があります。
治療中は、以下のことに注意してください。

必ず起こるわけではありませんが、スキリージ®を注射すると副作用が起こる可能性
があります。普段から以下の症状に気をつけて、気になることがあったり、体調が
おかしいなと思ったりしたら、すぐに担当医にご相談ください。

●注射した部位を刺激しないように注意しましょう。

●入浴は可能ですが、注射した部位を
　ゴシゴシこすったりするのは避けましょう。

●日頃から、うがいや手洗いを
　する習慣をつけましょう。

●インフルエンザの予防のため、流行する前にインフルエンザワクチンの予防接種を
することが望ましいです。予防接種については、担当医にご相談ください。

●BCG、麻疹、風疹、おたふくかぜ、みずぼうそうなどの生ワクチンによる予防接種は
避けましょう。その他、ワクチンの予防接種が必要なときには、担当医にご相談ください。

◉注射した当日

◉日常生活

●他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、
　必ずスキリージ®を使用していることをお伝えください。

◉他の病気について

●妊娠・授乳を希望される方は、担当医にご相談ください。

◉妊娠・授乳について

◉ワクチンの予防接種

なま

かぜなどの感冒様症状

注射部位反応

主な症状

主な症状
注射した部位が

赤くなる、痛みがある

喉の痛み、頭痛 寒気、熱があるなど　鼻水、くしゃみ、鼻づまり

10 11
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注射した部位が

赤くなる、痛みがある

喉の痛み、頭痛 寒気、熱があるなど　鼻水、くしゃみ、鼻づまり
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特に注意が必要な副作用 毎日の生活のなかで気をつけてほしいこと
特に注意が必要な副作用は下記の通りです。少しでも体調がおかしいなと思ったら、
すぐに担当医にご相談ください。

乾癬の症状を悪化させないためには、適切な治療だけではなく普段から症状の
悪化の原因をできるだけ避け、健康的な生活習慣を心がけることが大切です。

まれに細菌が血液中に入る敗血症などの重い感染症にかかる場合があります。

重い感染症

主な症状

熱がある 咳がでる、息が苦しい 体がだるい

◉バランスのとれた食事

脂っこいものや糖質の摂りすぎに注意し、
栄養バランスを考えた食事を心がけましょう。

◉ストレス発散

ストレスをできるだけためこまないように自分なりの
ストレス発散法をみつけ、リラックスできる時間を
つくりましょう。睡眠不足や疲労の蓄積も大敵です。

◉感染症対策

かぜなどの感染症にかからないように、日頃からうがいと手洗いを心がけ、
体調管理に気をつけましょう。

◉皮膚の管理

毎日お風呂に入り皮膚を清潔に保ちましょう。
ただしゴシゴシ洗ったり熱い湯ぶねにつかる
など、皮膚に過度の刺激を与えることは
避けましょう。
体を強くしめつけるような、皮膚を刺激
しやすい服は避けましょう。
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Q＆A

バイオテクノロジーによって作られた比較的新しい医薬品です。化学的
に合成されたものではなく、もともと生物が作りだしているタンパク質
を応用して作られています。スキリージ®は、乾癬に深くかかわり中心的
な役割を果たしているIL-23というサイトカインの働きを抑えることで、
乾癬の症状を改善するように開発されました（p.5）。

副作用は必ず起こるものではありません。また比較的よく起こるかぜ
などの感冒様症状（p.11）は、日頃からうがいと手洗いを心がけ、体調管理
に気をつけることで予防することができます。特に注意が必要な副作用
（p.12）に関しても、少しでも体調がおかしいなと思ったら、すぐに担当医
に相談するように心がけることで、安全に治療をつづけることができます。

スキリージ®による治療にかかる患者さんの負担額は、医療保険の自己
負担割合などによって異なります。また多くの場合、「高額療養費制度」
や「医療費控除」の対象となり、負担を軽減することができます。詳しくは
患者さん向けWebサイト（URL:skyrizi.jp）をご覧ください。

やめることはできますが、自己判断で勝手に中止せず、必ず担当医に
ご相談ください。治療を中止するとスキリージ®により抑えられていた乾癬
の症状が再発する場合があります。中止を検討する場合は、担当医と
メリットとデメリットについてよく話し合うことが大切です。

生物学的製剤とは何ですか。Q

スキリージ®による治療の費用は
どのくらいかかりますか。Q

スキリージ®による治療はやめられますか。Q

副作用が心配なのですが、必ず起こるものでしょうか。Q

注射を打ってもらうために受診する日に体調が悪くなり、
行けなくなってしまいました。どうすればよいのでしょうか。Q

スキリージ®以外のお薬を飲んでいるのですが、
大丈夫でしょうか。

Q 海外旅行に行くことはできますか。

A

A

なるべく早く担当医に連絡をし、どのような症状が、いつ頃から起こった
のかをできるだけ詳しく伝えましょう。注射の日程を変更、もしくは、
体調不良の原因がお薬による副作用であると考えられる場合には、
スキリージ®による治療を中止する場合があります。

A

治療を始める前に、担当医に必ず伝えてください。A

大丈夫です。ただし、スキリージ®による治療中は感染症にかかりやすく
なっている可能性があるため、生水を飲まない、マラリアの感染に注意
し、虫よけの対策をするなど、十分に気をつけましょう。また渡航先に
よっては生ワクチンの接種が必要な場合がありますが、スキリージ®に
よる治療中は接種することができませんので、担当医にご相談ください。
注射予定日と旅行の日程が重ならないようにご注意ください。

A

Q
A

A
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