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第1段階　診断手順　（16頁）

1 ３つの診断特性とは何か ①肌色②色③分泌
2 皮膚解析手順のゴールデンルールとは何か？ 症状を見つけたら常にその原因を考えること
3 診断過程で最初にすることは何か？ 基本の共通肌タイプを決定すること
4 ３つの共通肌タイプを挙げよ ①皮脂低分泌型乾燥②脂性③持続的びまん性発赤

5
皮膚解析中に皮膚を観察する７つの方法を挙
げよ

①皮膚を上から直接観察せず、ゆがみを避けて皮膚を横から眺めること
②ライトをクライアントの頭の後ろに置き、皮膚表面の変化をみる
③三次元式観察法を用いて、皮膚表面と裏側を見、均一でない皮膚の色
を観察する

④色、肌質、および分泌を観察し、症状の原因が何か、またその原因が皮膚
に与える作用について考える

⑤構造、機能、症状にいたった原因について考える
⑥真皮と表皮について考える
⑦皮膚症状を発見するごとにその位置、重症度および疑われる原因を書
き留めながら、体系的に皮膚の観察を進める

6
肌質を左右する肌の機能を挙げよ
※この答えは第２段階にあります

角質層のターンオーバーと落屑という外部因子と乳頭および網状層での細
胞ターンオーバーと結合組織形成の過程という内部因子

7
肌質の内部因子は何か？
※この答は第２段階にあります 乳頭および網状層での細胞ターンオーバーと結合組織形成の過程

8 皮膚を観察する２つの新しい方法は何か？ ①皮膚診断装置②ブラックライト
9 色の内部因子は何か？ 微小循環系
10 分泌の内部因子は何か？ リンパ系と循環系

第２段階　肌質　（60頁）

1 表皮の二重層にはどの脂質が最も多く含まれるか？ セラミド

2 表皮で主な細胞は何か？ ケラチノサイト
3 顆粒層における細胞間の連結の名称は何か？ デスモソーム
4 表皮における幹細胞はどの部分で見られるか？ 基底層
5 表皮と真皮の接合部の名称は何か？ 基底板
6 デスモゾームの溶解は何によって起こるか？ グルコシダーゼとプロテアーゼと自由水　
7 皮膚のバリアの最初の防御ラインは？ 酸性皮脂膜
8 疎性結合組織はどこで見られるか？ 乳頭層

9 グリコサミノグリカンの大部分は次の何によってできているか？ ヒアルロン酸

10 ヒアルロン酸を形成するのはどの細胞か？ 線維芽細胞
11 皮下層を区画に分離するのはどれか？ 表在性筋膜隔壁

12

エラスチンに関する次のどちらの文章が間違
いか？

○エラスチン分子はデスモシンおよびイソデスモシン構造によって架橋結
合している

×エラスチン分子構造は引張力をもつ
※�これは非常にわかりにくい質問です。まだ記述していない次の章「創傷の治癒過程」の「新しいコラーゲンの生成」の項目を理
解しないと、どちらも正しくなってきます。答えは、「下が間違い」ですが、実際は間違いとも言えなくて、エラスチン分子は、
引張力をもつ、引張力を提供しているのですが、前述の項では、Ⅰ型コラーゲンが、「the�greater �tensi le �strength」をもつ、となっ
ています（和訳では最大の引張力とか、ものすごく大きな引張力とすると不適切で、ここの文面では、あくまでⅢ型コラーゲン
との比較なので、ただ、「大きな引張力」としました）。つまり、おそらくそれとの比較で、著者としては、エラスチン分子構造は、
Ⅰ型コラーゲンほど、大きな引張力はもたない、と言いたかったのだと思います。

13 次のうちエラスチン特有の構成要素はどれか？ デスモシンとイソデスモシン

14 エラスチンは真皮結合組織で最も豊富なタンパクである、という文章は 間違い

15 コラーゲンは次のどの作用を担うか？ 皮膚構造の完全性と密度

16 次のどれがエラスチン線維に損傷を与えるか？ コラゲナーゼとエラスターゼ
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17 次のどれがグリケーションを生じるのか？ 糖分

第２段階　色　（100頁）

1 色素は次のどれによってケラチノサイトに転換
するか？

メラノソーム

2 メラニン形成経路において次のどれが調整力
を持つ主な酵素か？

チロシナーゼ

3 日焼けの可能性を決定する遺伝子の名称は何
か？

メラノコルチン受容体遺伝子（MC1R 遺伝子）

4 赤毛の家系にはどの種類のメラニンが多い
か？

フェオメラニン

5 皮膚のトーンを6種類に分類した表は何と呼ば
れているか？

フィッツパトリックチャート

6 メラニン顆粒がまだメラノサイトの一部で、メ
ラノゾーム内にあるときは何色か？

無色

7 皮膚バリア防御系の25％を担う細胞は何か？ ランゲルハンス細胞
8 皮膚バリアの最初の防御ラインは何か？ 酸性皮脂膜

9 創傷コラーゲンとは何型コラーゲンを指す
か？

Ⅲ型コラーゲン

10 毛細血管の再生は何と呼ばれるか？ 血管新生

11 ビタミンＢ群およびビタミンCの代謝には何が
必要か？

鉄分

12 身体において鉄分は次のどれを運搬するのに
必要であろうか？

酸素

13

酸素負荷の低下はどのように血管疾患を起こ
すか？

酸素負荷が低下すると、人間の体はそれを補おうと、血管拡張や過度の血
管新生を助長させ、結果的に代謝異常も加わり、毛細血管の損傷や血管の
収縮力の低下を招く

※�これに関しては、「どのように」の直接的な解答が、本文にないので、皮膚医学的に妥当な解答を作りました。最終的に、毛細血管の
損傷や血管の収縮力の低　下から、皮膚老化・炎症・過剰な角化などありとあらゆる病的な事象が起こってしまうのです。

14 循環系と共働して作用するのは何か？ リンパ系
15 治癒過程1-5日の段階は何と呼ばれるか？ 炎症反応

16 創傷の治癒において線維芽細胞はどのような
役割を果たすか？

創傷治癒に最も重要なコラーゲンを生成する

17 毛細管の損傷に関して、強い結合組織ネットワークの重要性とは何か？

結合組織ネットワークが強いと、線維芽細胞や既存の血管がより正常で、
毛細血管損傷に際して、容易にコラーゲン線維・グリコサミノグリカン・
MMP群からの酵素などが生成でき、細胞外組織のリモデリングをスムー
ズに行え、新生血管ネットワーク再生を可能にする。

18 グリケーションは毛細血管ネットワークにどのような副作用を与えるか？

グリケーションにより、いろいろな細胞が損傷されるが、同時にフリーラ
ジカルの発生も助長され、結合組織ネットワークが損傷されることにより、
血管新生なども障害され、毛細血管ネットワークが脆弱化してしまう。

第２段階　分泌　（152頁）

1 リンパ系はどの系と共働して作用するか？ 循環系

2 経表皮水分喪失（TEWL）を遅らせるのに重要
な働きをするものを2つ選べ

湿度が高い、皮膚脂質

3 リンパ系と共働作用するのはどの細部か？ マクロファージ　
4 リンパ系はどのような栄養機能をもつか？ 脂溶性ビタミンの吸収
5 セラミドはどこにあるか？ 二重層

6 リンパ系の欠陥の最初の指標になるものは何
か？

手足・指の腫れ・むくみ

7
酵素活性の媒介は何か？ 自由水
※本文 114 頁、下から 2行目　「表皮や真皮の自由水が不足すると、多くの酵素機能に欠陥を生じることになる」
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8 どの細胞が真皮のグリコサミノグリカンを生
成するか？

繊維芽細胞

9 グリコサミノグリカンの70％はどのような酸性
物質か？

ヒアルロン酸

10
天然保湿因子（NMF）の最も多くの部分を占
めるのは何か？

遊離アミノ酸　

※本文116頁、上の表「角質層の水溶性物質群＝天然保湿因子」

11 皮膚における水分の動きを何と呼ぶか？ 経表皮水分喪失量（TEWL）
12 この水分の動きを遅れさせるのは何か？ 二重層　
13 皮膚バリアの第3の防御ラインは何か？ リンパ系　

14 身体の水分バランスに作用するのはどのような
医薬品か？

利尿剤

15 必須脂肪酸欠乏の主要因は何か？ 脂肪抜きダイエット
16 セラミドは必須脂肪酸に依存しているか？ リノール酸（ω６）
17 必須脂肪酸の主要な機能は何か？ プロスタグランジン（PGE1,2,3）の生成

18 オメガ３を摂取するのに適した食品源を３つ
挙げよ

青魚、青菜、亜麻仁油　

19 必須脂肪酸（摂取）の促進に必要なビタミンは何か？ ビタミン B6、ビタミン C、ビタミン E　

20 必須脂肪酸は細胞膜にどのような作用を与えるか？ 能動および受動輸送を助ける浸透性を改善する　

21 酸性皮脂膜には何が生息するか？ 細菌叢

22 酸性皮脂膜の有益性を６つあげよ。

①常在細菌叢が皮膚の㏗を低く保つのを助ける
②常在細菌叢が有害な細菌の成長を阻害する
③皮膚表面にある一部の少量の栄養素を消耗し他の細菌が定着でき
にくいようにする

④酸性およびアルカリ性の化学物質作用の緩衝を助けるとともに、毒
性物質が皮膚に吸収されるのを防止する

⑤皮膚の主要な潤滑剤として作用する
⑥表皮を通過する水分の動き（TEWL）をコントロールする

23 ㏗とは何か？ 水素イオン指数

24 最もよく見られる酸性皮脂膜の損傷の指標は何か？ 反応性酒さ性タイプの様相

25 面皰は酸性皮脂膜の損傷の指標になりえるか？ はい　（十分なりえます）　

26
過剰角化の原因は何か？ 不十分なデスモゾームの溶解　
※本文 29頁 13 行目「この溶解が低下して落屑の最終段階に支障が現れる

27 皮脂腺細胞の寿命はどれくらいか？ 14 日間

28 皮脂腺細胞はどのような方法で油分を排出するのか？ ホロクリン

29 遊離脂肪酸は何を担うか？ ㏗　

30

ざ瘡が最も生じやすいのはどの基本の共通肌タ
イプか？ 持続的びまん性発赤　

※�本文 147 頁、8行目より「ざ瘡性の皮膚には炎症が伴うことが多いので、長期にわたる脂性肌という分類ではなく、「持続的びまん性発赤」
に適用するプロトコルを用いるのが常に賢明である」

31 アゼライン酸は皮膚に　　　　　　　作用をもたらす 抗生物質様

※印は、翻訳者の注です。


