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外用する。Ⅲ群より強いステロイド外用薬では１日

はじめに

１回外用で十分に効果的であると報告されており １, 2）、

アトピー性皮膚炎（atopic dermatitis；AD）はかゆ

外用回数は体で１日１回、顔面・頚部では１日２回を治

みを伴う特徴的分布の慢性・反復性経過の湿疹を主病変

療開始の基本とするとよいだろう。その後経過をみなが

とする疾患で小児、成人ともに増加傾向にある。原因と

ら外用回数を減らして（１日２回→１日１回）ランクダ

して環境仮説や体質としての天然保湿因子フィラグリン

ウン（Ⅱ→Ⅲ群など）やタクロリムス軟膏外用への移行、

遺伝子の異常などの報告があるが、いずれにせよこれら

さらに外用を１日おき、週末のみにするなど徐々に減量

の根本的な解決は難しい。従って AD の治療とは原則的

する３）。このように最初にしっかり皮疹のコントロール

に炎症やかゆみを抑える対症療法であるということを明

をつけ、保湿薬も併用しながら少しずつ減量していく方

確にしておきたい。患者や家族のライフスタイルと折り

が経過を通して皮疹のコントロールがよく、長い目で見

合いをつけながら、病状と経過に沿った適切な治療を選

るとステロイドの使用量や使用期間は少なくなると思わ

択をしていく必要がある。AD において、かゆみは掻破

れる。また、最初にそのように説明し、治療にメリハリ

行動を伴って皮膚炎を増悪させ、皮膚炎の悪化は更なる

をつけて、治療効果を実感してもらう方が患者の協力を

かゆみを来すことにより皮疹増悪の悪循環を形成する。

得られ易い。ステロイドの直接的な抗かゆみ効果につい

実際の治療はこの悪循環に介入することと理解すれば

ては、ヒスタミンの顆粒放出を抑制しない、動物モデル

よい（図）
。

でかゆみを抑制しない４）など、なかなか実証されないが、
少なくとも皮膚炎のコントロールを通じてかゆみを抑え

ステロイド外用薬

得るだろう。また、当科でのアンケート調査では、多く

強力な抗炎症薬であり、湿疹部の皮膚炎を制御し

の患者が外用後１時間以内にかゆみが治まると回答して

て軽快に導く。効き目の強さに第Ⅰ群を strongest と

おり（未発表）、未解明の即効的な抗かゆみ効果を持つ

し て、 以 下、 Ⅱ 群：very strong、 Ⅲ 群：strong、 Ⅳ

可能性もある。

群：mild、 Ⅴ 群：weak の ５ 段 階 の ラ ン ク が あ り、 一
般に体（陰部など一部を除いて）にⅡ〜Ⅲ群（学童は

タクロリムス軟膏

Ⅲ群が主）
、吸収のよい顔面・頚部などはⅣ〜Ⅴ群を

近年開発された本邦発の AD 治療用カルシニューリン

使う。乳幼児では皮膚がうすく吸収がよいためⅣ〜Ⅴ

阻害外用薬である。その登場によりステロイド忌避の患

群を使用する。長期外用での皮膚萎縮や、比較的短期

者、成人の AD に多い顔面の皮疹とそのステロイド外用

でも毛嚢炎などの副作用が生じる可能性がある。皮膚

治療による赤ら顔、かゆみ症状の強い患者など、従来の

線条などを除き多くは可逆的であるが注意したい。ま

治療では難治の症状を持つ患者に福音となった。開始後

た、
“とびひ”やカポジ水痘様発疹症などの感染症で

数日間は外用局所の刺激感やほてり感があるが、次第に

は外用により悪化するので抗菌薬、抗ウイルス薬投与

症状は消失するので処方時に説明しておくとよい。
また、

などの適切な治療が必要である。最初はしっかり毎日

保湿薬や抗アレルギー薬などの併用で、外用時の刺激感
が軽減されることも多いので併用を考慮するとよい。分
子量がステロイド外用薬に比し大きく経皮吸収のよい顔
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肌に優しい衣服 など

抗ヒスタミン作用薬
保湿薬

かゆみ

掻破行動

面・頚部によく使われるが、AD 皮疹部では無疹部に比
して透過できる分子量が拡大するため実際は体幹・四肢
部皮疹のコントロールにも有効である。２歳未満には使
用できないので注意したい。本邦では成人で１回に５g
チューブ１本までという塗布量上限があり、小児では２
〜５歳（20kg 未満）が１回１g、６〜12 歳が２〜４g ま
でといった１回外用量上限の目安があるが、実際の診療

ステロイド外用薬
タクロリムス軟膏
光線療法

図

皮膚炎の増悪
衣服の工夫
爪を切る など

イッチ・スクラッチの悪循環におけるアトピー性皮膚炎
竹内 聡 , 古江増隆 , 2008
治療の位置づけ

上では大きな支障はない（下記 FTU の章参照）
。外用は
１日２回まで可能である。シクロスポリン（カルシニュー
リン阻害薬）の内服が、ステロイド外用では難治のアト
ピー性痒疹に著効することは知られていたが、タクロリ
ムス軟膏の外用でもある程度効果的である。この点に関
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して、タクロリムスに（動物モデルにおける結果だが）

要がなくなり治療上有益である。最近よく使われるヘパ

ステロイドと違う抗かゆみ効果を持つことが示されたこ

リン製剤も実は入浴直後（５分以内）が最も効果的だが

とは興味深い４）。以前、
動物実験に基づく安全性懸念（発

乾燥した状態でものびがよく、ある程度効くので、日中、

がん、リンパ腫）から、処方時の患者説明が義務付けら

仕事中などに追加の保湿の際に便利である。前述のアン

れたが、最近の報告によれば、皮膚癌とリンパ腫の発生

ケート調査によると、保湿薬外用による抗かゆみ効果の

率は、ともにタクロリムス使用群と非使用群で今のとこ

発現は意外にも早い。のびのよい保湿薬を一つ携帯する

ろ明らかな差はない（皮膚癌は成人における調査）５, ６）。

ことで日中の掻破抑制につながると思われる。

この点を説明に補足することも、外用コンプライアンス
を確保する上で今後重要ではないかと考える。

どのくらい塗るのか？（FTU；Finger Tip Unit）

その他の治療法
これら通常の治療によりコントロール不良な重症例に
はナローバンド UVB 療法などの紫外線療法の併用が効

外用量は、ある程度計算できることを患者に伝えてお

果的（保険適応）でかゆみにもよく効くが、タクロリム

くと治療の助けになる。人差し指の先から第一関節まで

ス軟膏との併用禁忌など注意点もあり、施設のある皮膚

の長さに軟膏をニューッと押し出すと約 0.5g となり（１

科に任せるのがよい。その他、日常できる工夫として、

FTU）
、これで大人の手のひら２枚分の広さに外用でき

爪を切る、つなぎの服を着る、肌に優しい衣類を使う、

る。すり込む必要も厚く塗る必要もない。初診時に皮疹

シャワー浴をする、冷やす、などの実践的な抗かゆみ・

の範囲を知っておけば、
具体的な外用量の指導がし易い。

掻破対策もあるので、特に中等症以上ではよく指導して

慢性皮膚疾患における外用薬の服薬コンプライアンスは

おきたい 10）。

意外に低く７）、無用なステロイド外用薬のランクアップ
などを避けるためにも覚えておきたい。

抗ヒスタミン作用薬

おわりに
AD 治療のエッセンスを最近の動向をふまえて論じ
た。構成の都合上（参考文献も含め）割愛した部分も

既に知られていることであるが、通常の抗アレルギー

多く、治療や副作用の詳細は日本皮膚科学会のガイド

薬を含む抗ヒスタミン作用薬の効果が十分でないなど

ライン 11） や厚生労働省研究班によるホームページ 10） を

AD におけるかゆみはやや特異な面を持つ。国内でのプ

参照されたい。今後の AD 治療の一助になれば幸いで

ラセボを用いた比較的大規模な臨床試験でも有意差はあ
るが、その効果は控えめである。これらのことから AD
に対する抗ヒスタミン作用薬は外用療法の補助的治療薬
と位置づけされている。ただ、各抗ヒスタミン作用薬の
抗かゆみ効果は意外に個人差が大きく、個々の患者に
とってベストの選択をすれば AD 治療の助けとなる。試
験薬剤を固定した無作為抽出の大規模集団試験では、こ
れらの個人差からくる“ある薬剤で実際にはかなり有効
な群”が埋もれてしまう可能性もある。最後に注意点と
して、
鎮静作用の強い抗ヒスタミン作用薬においては（た
とえ眠気の自覚が無くとも）運転や学習能力の低下の報
告があり８, ９）、第２世代で鎮静作用の少ない抗ヒスタミ
ン作用薬が第一選択として推奨されていることを述べて
おきたい。患者にも注意喚起の必要がある。

保湿薬
保湿薬は患者の抵抗感も無くよく使われるが意外にも
その塗り方が知られていない。たとえば白色ワセリンは
乾燥した肌の状態でつけると塗り心地（のび）が悪く、
外用後もべたべたして数日で外用する気が失せてしま
う。白色ワセリンは入浴後や洗顔後など、十分に水に濡
れた状態で少量をとってのばすとよい。濡れた状態では
非常にのびがよく、その後残った水分はタオルで押し当
てるようにとると刺激が少ない。使用感が悪ければつけ
過ぎで、翌日はその半分量を目安にのばすよう指導する
と数日で適量がわかるようになる。AD 患者で化粧品の
接触皮膚炎を併発した場合など化粧水使用の可否につい
て問われることも多いが、この保湿法で化粧水はまず必
PTM 7 ( 1 ) FEB., 2008

ある。
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