アトピー性皮膚炎のお子さんをもつ保護者の方へ

いろをぬってね！

編集協力 ： 国立成育医療研究センター アレルギーセンター長

大矢 幸弘

先生

アトピー性皮膚炎のお子さんをもつ保護者の方へ
かゆみに苦しむお子さんを見ているのは、保護者としてもとてもつらいことで
しょう。また、アトピー性皮膚炎の治療は、長い期間がかかる根気のいるもので

［病・医院名］

す。このままずっと治らなかったらどうしよう、ステロイド薬は使っても大丈夫
なのだろうかと、不安に感じている方も多いかもしれません。
しかし、清 潔な環 境を整えて生活習慣を改善し、適切なスキンケアと薬に
よる治療を行うことで、アトピー性皮膚炎は改善させることができます。不安
なことがあれば主治医と相談しながら、焦らずに治療に取り組んでください。
この冊子がお子さんの治療に役立つことを願っています。
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子どものアトピー性皮膚炎って
どんな病気？
ひ しん

アトピー性皮膚炎は、
全身のあちこちにかゆみの強い湿疹などの症状
（皮疹）
が現れ、良くなったり悪くなったりを繰り返す病気です。
皮疹は全身のどこにでもできますが、特によだれ、食物の汚れ、汗などがつく場所
にはできやすくなります。
アトピー性皮膚炎の多くは5歳以下で発症し、ほとんどのケースでは成長ととも
に自然に良くなっていきます。最近では、大人になってから発症するケースや、
一度良くなった症状が思春期以降に再発して重症化するケースもみられます。

口唇・口囲
（よだれ、食物）

屈曲部
（関節部）

は別の原因で湿疹やかゆみが起きている可能性もあります。
自己判断せず、必ず医師に正確な診断をしてもらうことが重要です。
アトピー性皮膚炎の診断では、日本皮膚科学会の診断の基準に基づいて、
❶かゆみはどの程度か

・ ・ ・ ・

❷アトピー性 皮膚炎に特 徴的な皮疹（赤い発疹やかさかさしたかさぶたなど）
がどこにできているか
❸症状が一時的なものではなく、繰り返し起こっているか
などがポイントになります。

皮疹ができやすい場所
頭、額、顔
（外気の乾燥・寒冷）

お子さんに気になる皮膚の症状があって、
「アトピー性皮膚炎かも」と思っても、実

さらに、診断の参考や治療効果の判定のために、血液検査や、アレルゲン（アレル
ギーを起こす物質）を注射して反応をみる皮膚検査などを行うこともあります。
耳囲
頭髪際

尻下
（幼児以降）

刺激部
ご提供：大矢 幸弘 先生
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アトピー性皮膚炎の原因は？
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
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
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。
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
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。
症状や発症のきっかけは人によってさまざまです。2歳以下ではよだれや食べ
こぼしがつく口のまわりやほほ、汗がたまるひじやひざの裏などに皮疹が出やすく、
2歳〜12歳になると、体全体に皮疹が増えてきます。
健康な皮膚
アレルゲン

アレルゲン

水分

表皮

起こっている可能性もあります。その場合は、アレルギーを起こす原因となって
いるアレルゲンが 何であるかを確 認して、アトピー性 皮 膚炎と食 物アレル
ギーの治療を同時に行うことが重要です。
また、アトピー素因をもつお子さんでは、年齢とともに、アトピー性皮膚炎、食物
アレルギー、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎などのアレルギー性疾患を
次々に発症することがあります。これを、
「アレルギーマーチ」
といいます。アレル

刺激

成人型アレルギーへ移行

角質層

角質層

水分

症 状 が良くならないというときは 、食 物アレル ギーによって皮 膚 症 状 が

することが大切です。

皮脂膜
水分

も少なくありません。アトピー性 皮 膚炎の治療を行っているのになかなか

ギーマーチを食い止めるために、子どものアレルギーには早いうちから対処

ドライスキン

刺激

乳児のアトピー性皮膚炎では、同時に食物アレルギーを発症していること

水分

水分

水分

真皮

水分

皮脂腺

水分

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

寛解

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

最近の話題

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

感作
食物性抗原
環境因子
遺伝因子

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、現在も新たな治療法に関する研究が進められています。

※本図はアレルギー疾患の発症・
寛 解を図 示したもので「再 発」
については示していない。

食 物 アレルギー

● アトピー研究

気 管 支 喘 息
反復性喘息
アレルギー性 鼻 炎
下痢
アレルギー性 結 膜 炎 アトピー性 皮 膚 炎
腹痛
乳児湿疹

寛解

寛解
12歳

7歳
感作
吸入性抗原
2歳

アトピー素因
馬場 實による原図を改編

日本小児アレルギー学会：小児アレルギー疾患総合ガイドライン2011, p4, 協和企画, 2011
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どんな治療が必要なの？
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の抑制を行うことです。
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。

外用薬で炎症を抑えます
症状が強いときは、ステロイド外用薬などの塗り薬を使って炎症を抑えます。ステ
ロイド外用薬を長く使用できない部位には、他の種類の薬剤が使われることが
あります。

治療の基本は保湿
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なく、症状が再び
悪化するのを予防する効果もあるので、毎日欠かさず行いましょう。

症状が良くなってきても、自己判断で薬をやめたり減らしたりせず、使用量や使用
期間は医師の指示を守りましょう。
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
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
されており、医師は症状・部位・年齢に応じて使い分けています。

アトピー性皮膚炎の治療のイメージ
ウィーク

症状の軽い期間がだんだん伸びてくる

弱い

マイルド

ストロング

薬の強さ

ベリーストロング

ストロンゲスト

強い

皮膚炎の強さ

「ステロイドは副作用がこわい」
「 子どもに使うのは抵抗がある」というイメージ
をもっている方もいるかもしれません。しかし、塗り薬ではステロイドが血液中に
入る量はごくわずかであり、適切に使用すればこわがることはありません。使用
量が足りないと十分な効果が得られず、治りが遅くなって、かえってだらだらと
時間経過

長く使い続けなければいけなくなることもあります。効果を得るためには、医師

保湿

の指示通りにしっかり使うことが大切です。

炎症
抑制
かゆみ
ご提供：大矢 幸弘 先生

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。
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どんな治療が必要なの？
アトピー性皮膚炎の治療では、炎症を抑えるステロイド外用薬が
有効です。ステロイド外用薬で症状が改善すれば、その後は保湿剤
飲み薬でかゆみを抑えます

だけで良好な状態を保てるようになります。

かゆみが強いと、夜眠れなくなったり、かきむしってしまい、さらに悪化させ

ステロイド外用薬の使用量の目安

たりしてしまうこともあります。かゆみを抑えるために、抗ヒスタミン薬や
抗アレルギー薬と呼ばれる飲み薬を使うこともあります。

ステロイド外用薬は、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。
※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, 2005

＜ステロイド外用薬の塗り方のポイント＞
●

塗る前に手をきれいに洗う（保湿剤なども同様）

●

入浴 後、保湿剤などを塗ってから、最後に使う（必要ない部位に薬がつ
かないようにする）

●

使用量や塗る場所などは医師の指示に従う

●

薬を指ですくって患部に少量ずつちょんちょんと置き、手のひらで 薄く
広げるようにして塗る
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お子さんの日常生活で注意することは？

下着や肌に触れる衣服は、
木綿など肌触りの良いもの
を選んであげましょう。

じゅくじゅくした湿疹などがなけれ
ば、プールもOK。日焼け止めなど
の紫外線 対 策と終了後のスキン
ケアを忘れずにしてあげましょう。

肌への刺激となるので、汗や
汚れはこまめにきれいにして
あげましょう。入浴後は保湿
剤を塗ると効果的です。

動物アレルギーのあるお子さんは動物と
の接触もアトピー性皮膚炎を悪化させる
原因になるので注意しましょう。

食 物アレル ギーが ある
場 合 はアレル ゲンを 避
けることが大事。必ず園
や学校に伝えましょう。
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