アトピー性皮膚炎の患者さんへ
アトピー性皮膚炎の治療には長期間を要し、
またステロイド薬を使う場合があるため、不安
を感じる患者さんも多いと思います。
しかし、この冊子にあるように、適切なスキン
ケアと薬物治療に加え、生活習慣改善や清潔な
環境づくりなどにより、症状改善が期待でき
ます。あせることなく、根気よく、治療を続ける
ことが何より重要です。
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アトピー性皮膚炎って
どんな病気？

アトピー性皮膚炎の原因って？

ひ しん

アトピー性皮膚炎は、かゆみの強い皮疹ができ、それが良くなったり悪く

皮膚のバリア機能の低下と、アレルギー反応を起こしやすい体質（アト

なったりを繰り返すことの多い病気です。

ピー素因）
を原因とすることが大半です。

アトピー性皮膚炎は乳幼児期に発症することが多く、小児や青年の1割程度にみ

アトピー性皮膚炎の患者さんは、皮膚のバリア機能を保つために重要な水分が

られます。

失われやすく
（ドライスキン）
、バリア機能が低下していることがわかっています。

皮疹は強いかゆみを伴い、全身のどこにでもできますが、外的要因
（よだれ、食物

そのため、健康な肌であれば反応しない外部からの刺激や、アレルゲンに対しても、

など）
が加わる部位
（下図参照）
には早くまたは強く現れます。また、皮疹は左右

皮膚の内側が過剰反応を起こし、皮疹やかゆみなどの症状が現れるのです。

対称にできることが多いです。
アトピー性皮膚炎は、改善と悪化を繰り返す特徴がありますが、適切な治療を
アレルゲン
角質層

アトピー性皮膚炎の好発部位
前額、眼囲
口囲・口唇

耳介周囲

ドライスキン
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皮脂膜
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角質層

しっかり行えば、多くの場合、改善が期待できる病気です。

健康な皮膚

水分

水分

皮脂腺

皮脂腺

角層水分量の減少により、皮膚バリア機能が破綻する
竹原和彦編：新しい診断と治療のABC 16／免疫3 アトピー性皮膚炎, p96, 最新医学社, 2003より改変

アトピー研究 最近の話題 ❶
尻下
（幼児以降）

皮膚のバリア形成に重要なタンパク “フィラグリン”
最近の研究から、アトピー性皮膚炎患者さんの約2〜3割1）で
「フィラグリン」
という
皮膚のバリア形成に重要なタンパクの遺伝子に変異が認められることがわかり、
皮膚のバリア機能異常の原因の1つとして注目を集めています。フィラグリン遺伝子
の変異の発見は、今後のアトピー治療の進展につながることが期待されており、

公益社団法人日本皮膚科学会, 一般社団法人日本アレルギー学会 アトピー性皮膚炎ガイドライン作成委員会：
アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018, p36, 協和企画, 2018より作図
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現在も新たな治療法に関する研究が進められています。
1）
秋山 真志：皮膚アレルギーフロンティア 8
（1）
, 23-27
（2010）
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どんな検査があるの？
アトピー性皮膚炎の診断の基本は視診と問診です。検査は、重症度や病気
の進行具合の参考として、位置づけられています。
日本皮膚科学会では、
「①かゆみ、
②特徴的な皮疹
（皮膚が赤くなる、ブツブツがで
きる、ジクジクする、カサカサする、硬くなるなど）
と分布
（p2参照）
、
③慢性・反復性
経過の3つを満たすものをアトピー性皮膚炎と診断する」
としています。
これらは、医師による視診と問診により診断されます。

アトピー性皮膚炎の検査には、体の炎症やアレルギーの状態、アレルギー
反応を起こす物質
（アレルゲン）
を調べる血液検査と、アレルゲンを確か
める皮膚検査があります。

ターク
（タルク）

炎症の度合いを把握するTARCと
症状が改善した後も炎症抑制を続けるプロアクティブ療法
血中のTARCの数値は、皮膚の炎症の強さとの相関が認められており、炎症が強い
ほど高い値を示します。このことから、アトピー性皮膚炎の重症度や病勢を評価す
るめやすとして、TARC値の測定が2008年から保険適用されています。
アトピー性皮膚炎では、外見上は改善している患者さんでも、TARC値が正常値より
高い値であることが少なくなく、実際には炎症が残っていることが知られています1）。
最近は、皮疹の見た目が改善してもすぐに外用薬をやめずに、徐々に外用薬の使用
回数を減らしながら残った炎症・かゆみ抑制を続ける、プロアクティブ療法と呼ば
れる治療法に注目が集まっています。

主な血液検査項目
●

アトピー研究 最近の話題 ❷

TARC値を測定することで、炎症の状態をより正確に把握できるようになり、より

アイジー・イー

IgE
（免疫グロブリンE）
：アレルギー反応に関係する抗体で、アトピー性皮膚炎患者

効果的な治療ができるようになったといえるでしょう。

さんの多くが高い数値を示す。
タマゴやダニなど特定のアレルゲンに対する特異IgEと
IgE全体の量を表す総IgEがある。
●

こうさんきゅう

好酸球：炎症やアレルギー反応が起きると高い数値を示す白血球の一種で、
アトピー患者さんの多くが高い数値を示す。

●

ターク
（タルク）

TARC：炎症に関係するタンパク質で、重症度や病勢との相関が知られている
（次
ページ参照）
。

●

エルディーエイチ

こう そ

L D H：組織の損傷に関係する酵素で、重症度や病勢との相関が知られている。

炎症

皮膚検査
皮膚検査はアレルゲンを皮膚に注射するなどの方法により、アレルギー反応を
起こす物質を確認する目的で実施されます。
ただし、アトピー性皮膚炎では悪化因子がわからないことも多くあります。
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残った炎症もしっかり抑える
1）
戸田 さゆりほか：薬局 64
（6）
, 1871-1877
（2013）
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どんな治療が必要なの？

具体的な治療のしかたは？

アトピー性皮膚炎の治療で最も大切なことは、保湿により皮膚のバリア

まずは炎症、かゆみを抑制することによって速やかに症状を改善させ

機能をこれ以上低下させないことと、外用薬で炎症とかゆみ抑制を行う

ます。その後は、症状が悪化したら、その都度、炎症・かゆみ抑制を行います。

ことです。

ただし、保湿はアトピー性皮膚炎治療の基本なので、症状の状態にかか

外用薬のみでかゆみが治まらない場合は、飲み薬を補助的に使用します。

わらず、保湿剤を毎日欠かさず全身に塗ります。

アトピー性皮膚炎は、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返す特徴が

炎症

抗ヒスタミン薬
の内服
外用薬

あります。しかし、適切な治療を行えば、症状の軽い期間が徐々に長く
なり、保湿剤だけで寛解の状態を保つことも期待できます。
かゆみ

保湿剤

ドライスキン

治療の基本は保湿
古江 増隆：アトピー性皮膚炎正しい治療がわかる本：30-31より作図
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保湿はどうすれば良いの？

炎症はどう治療するの？

皮膚の水分が低下しているアトピー性皮膚炎では、皮膚の保湿が治療の

炎症を抑えるには、主にステロイド外用薬とアトピー性皮膚炎用外用薬を

基本です。保湿は、アトピー性皮膚炎の薬物治療を順調にするだけで

使います。

なく、症状を抑えることも期待できるので、毎日欠かさず行いましょう。

ステロイド外用薬
ステロイド外用薬は皮膚の治療薬として50年近く使用されており、炎症抑制作用

保湿剤には、ローション、クリーム、軟膏など様々な使用感の物があり
ます。気に入った使用感の物を2〜3種類用意して、季節、皮膚の状態、
体の部位などに合わせて使い分けるようにしましょう。

が確認されています。また、その作用の強さから以下のように5種類に分類され、
症状、部位、年齢に応じて医師の指示に従って使い分けられます。いつまで塗る
かも含め、医師の指示を守ることが大切です。
ウィーク

マイルド

ストロング

弱い

ベリーストロング

ストロンゲスト

薬の強さ

強い

アトピー性皮膚炎用外用薬
アトピー性皮膚炎用外用薬は、ストロングクラスのステロイドと同様の効果
（成人
ローション

軟膏

の場合）があります。顔や首など、薬剤の吸収率が良く、ステロイドを長く使用
できない部位によく使用されますが、体や腕、脚などの皮疹にも有効です。

外用薬の使用量の目安
外用薬は、適切な量を塗ることが大切です。使用量の目安としては、成人の人差し
クリーム

指の先端から第一関節まで押し出した量で成人の手2枚分の広さに塗れます。
使用にあたっては、医師の指示どおり使用することが必要です。

保湿剤の塗り方のポイント
●

シャワーや入浴後、5分以内に塗るのが最も効果的

●

特に軟膏タイプは皮膚の水気を拭き取った直後に塗ると効果的

●

1日に何回塗ってもOK

※チューブの大きさや、
患者さんの体格などによって変わります。

成人の手2枚分の
広さが塗れる

参考：大谷 道輝：スキルアップのための皮膚外用剤 Q&A, p179, 南山堂, 2006
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かゆみはどう治療するの？
かゆみを抑えるための補助的治療法として、抗
ヒスタミン薬や抗アレルギー薬と呼ばれる飲み薬
があります。

アトピーコラム

掻くほどかゆくなる！

抗ヒスタミン薬は、かゆみを起こす物質の1つ、ヒスタ
ミンの働きを抑えるお薬です。
抗アレルギー薬は、ヒスタミンに対する働きに加えて
アレルギー反応の一部を抑える働きをもつお薬です。

アトピー性皮膚炎は、強いかゆみが特徴です。しかし、引っ掻いてしまうと、皮膚
バリア機能の低下や炎症の悪化を招き、さらにかゆみが増すという悪循環に陥って
しまいます。

さまざまな抗ヒスタミン薬
アトピー性皮膚炎のかゆみを抑えるための補助的治療法として抗ヒスタミン

「かゆみ」と「引っ掻き」の悪循環

薬が使用されます。
抗ヒスタミン薬には、多くの種類があります。ご自身の症状に合った抗ヒスタミン

引っ掻き

薬について医師とご相談ください。

●

皮疹の悪化

皮膚のバリア機能の障害

●

炎症の悪化

●

アレルゲンの侵入
かゆみ

宮地 良樹他編：皮膚科診療最前線シリーズ かゆみ最前線, p141, メディカルレビュー社, 2006より改変

この悪循環を断ち切るために、かゆみを抑える治療が重要となります。
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日常生活で悪化や再発を防ぐには
どんなことが大切なの？

ぐっすり眠って目覚めもさわやか。

今日は楽しい食事会。

十分な睡眠は、健康な体作りの基本

でも、アルコールでかゆみが出ること

です。

もあるので、ほどほどに。

偏った食事は皮膚だけでなく、健康に

皮膚を清潔に保つことは、とても大切で

も良くありません。栄養バランスのと

す。入浴後の保湿もお忘れなく！

れた食事が望ましいですね。
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趣味や運動はストレス解消に最適で

夜ふかしは避け、規則的な生活を

すね！ ただし、汗をかいたら、なる

心がけましょう。

べく早めにシャワーなどで清潔に。

今日も一日お疲れ様でした。
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アトピー性皮膚炎 豆知識

どうしてもかゆいときの TIPS!

患部を冷やすと
かゆみが治まることがあります

規則正しい生活と
清潔な環境づくりが
再発・悪化予防に効果的です

日常生活での TIPS!

冷やすことでかゆみ刺激を伝える

十分な睡眠と栄養バランスのとれ

神経の働きや血行を抑えられるの

た食事に加え、再発・悪化の原因と

で、かゆみ物質が拡散されにくくな
ります。
また、かゆみを感じたら、体を適度

なるストレスや疲労は早めに解消す

エアコンの定期
的な掃除も忘れ
ずに。

ることが大切です。
また、部屋は整理整頓しこまめに

に動かす、かゆい所を押さえる、保

掃除するなど、ホコリを減らすよう

湿剤を塗るなど、ほかのことに意
かゆいところに柔らかい布で包んだ保冷
剤などを当てて短時間冷やす。

効果的なスキンケアの TIPS!

識を向けることもお勧めです。

保湿と清潔を
心がけることが肝心です

ことも有効な予防策です。

正しい治療を続けることで
着実に回復に向かいます

症状改善への TIPS!

一般的に、大人のアトピー性皮膚炎

程度に保つことも皮膚の乾燥予防

は長引くと言われますが、

清潔を保つために、毎日のシャワー
や入浴を心がけましょう。
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心がけましょう。爪は短く切っておく

保湿剤のほか、室内の湿度を50％
に役立ちます。

石鹸やシャンプーは刺激の少ないものを
使用し、すすぎを十分に。
また、
ナイロンタオルなどでこすらないこと。

皮膚を傷つけないよう、
爪は短く切って、やすり
をかけておく。

炎症

外用薬
保湿剤

飲み薬

かゆみ

保湿
炎症抑制
かゆみ抑制
により、次第に回復に向かいます。

ドライ
スキン

保湿を基本とするアトピー性皮膚炎の治療

医師の指導のもと、正しい治療を
続ければ、ほとんどのケースで症状
改善が期待できます。
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