


１合併しやすいアトピー性疾患。症状（アトピー性合併症）

①気道アトピー：気構文'１Iii息、アレルギー性鼻炎、イピ粉ｿiii、アレルギーＩｙｌ;喉頭炎など

②眼アトピー:アトピー性眼瞼結脱炎､''１内障､網膜劉離､花粉症など
③ＡＤ以外の皮膚アトピー：篝麻疹（コリン性篝麻疹も含む｡）

④その他のアトピー：アナフィラキシ_、消化器症状、精神身体症状など

２非感染性非アトピー'性の皮盧合併症

接触皮厨炎、虫刺症、汗疹、手湿疹、皮脂欠乏性湿疹、議麻疹（コリン性葬麻疹も含む｡)、
びまん

人工皮膚炎（向損傷)、（円形・澗漫性・枇糠性・続発性）１１兇毛症、抜毛狂（毛髪痒感狂）など。

戸一

３感染'性非アトピー性の皮層合併症

水イポ、カポジー水痘様発疹症、iii純性抱疹、帯状施疹、とびひ、MRSAEZ府感染症、（多発
よう

性）毛嚢炎、尋常性座瘡、せつ・職（おでき)Ｗ下癬など。
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以上、２及び3の皮満fr併症は、既に述べたようにＡＤの皮疹と鑑別診断するうえでも重要であ

る。

b巴

第７ 治療

１ステロイド軟薑の使い方

(1)ステロイド軟膏の副作用

使用上問題となるステロイド軟膏の副作用は、皮間科領域において早くから次の第１～第３

のことが指摘されている。

第１に、皮膚に対するｌｌ１ｆ接作川に超|Ａ１して生じる通常の''１長期的な非アレルギー性のHill作

用には以下のものがある。

①ステロイド潮紅
さ

②毛細血管拡張（1西皷）

③ステロイド泗皷（酒皷様皮悶炎＝｢-1岡皮間炎）

④ステロイド煙臓

⑤皮膚萎縮

⑥線状皮膚萎縮

⑦ステロイド紫斑

⑧ステロイド緑内障

⑨多毛・色素沈着

第２に、皮膚に対する間接作）1Mに起|上|して生じる非アレルギー性の岡'１作用に以下のものが

ある。

①非定型的な毛獲炎・せつMilli・カンジダ・白癬などの皮膚感染症の誘発

②減量・「|'止に112う「リバウンドIIil象」としての顔Ｉiii頚部病変の発赤腫脹浸潤化・’'１藤

性紅斑・汎発化などの急性悪化
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③特に長期大量使用による副腎皮質機能低下がある。

第３に、アレルギー性の副作用として、接触アレルギー性のステロイド皮病炎などがある。

そのため、先に述べたステロイド潮紅・毛細１，管拡帳・ステロイド酒皷・ステロイド座痛な

どが生じやすい顔面ではステロイド軟'樽の使川は原則禁忌とすること、i1l1Z接作用によるｌＩｉＩ作

用の比較的少ないステロイド軟脅の開発、また、症状に合わせてできるだけ使用ステロイド

軟膏便用量を減量するなどの対策がとられてきた。しかしながら、ＡＤにおいてはこのよう

な問題点とその対策が1喚起されていたにもかかわらず、次のような-'jW列が嬬加傾向にある。

①ステロイド1炊脅のili1i(１１・中''二に伴う「リバウンMll象」としての急|'|=増悪例（ステロ

イド依存例）

②ステロイド軟膏が効かなくなる例（ステロイド抵抗例）

③主剤のステロイドに接触アレルギーを示すステロイド皮膚炎の例（ステロイドアレル

ギー例）

④ステロイドアレルギーはないのに赤くなって悪化する例

⑤ステロイド軟膏使用との直接的関係は不明であるがその関連が疑われている難治性の

顔面を含む頭頚前胸上背部の紅斑苔癬化の例など

さらに、こうした症例がマスコミで大きく取り挙げられた結果、ステロイドiWFによく反

lijlして軽快し容易に減量１-''1tできる例（ステロイド反応例）まで患者の不安感からその使川

に対して過剰な拒否反応を起こして、いたずらに著明な悪化を来す例もまた今日の大きな問

題になっている。

刃
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(2)ステロイド軟膏依存性と使用の遷延化

ステロイド軟宵使用上の|門1題点が出てくる１１７量には、主剤のステロイド剤が、もともと生

理的な糖質ステロイドホルモンの誘導体であり、よく効きかつ即効性で、しかも、臓器（組

織）毒性による副作用が極めて少ないため、安易にステロイド軟膏の滴療だけに偏り、下問

のかかるM昌活指導や原'八|・治療・対策の''1K視、並びに遅効性・副作川・iii倒による他の対症

病態治療の'隆視に陥り、その結果、ステロイド軟脅に依ｲjﾐ性となりそのＷｉｌの遷延化を米し

やすいことがあげられる。

(3)ステロイド剤のIgE抗体産生や接触過敏反応に及ぼす効果

ステロイド'ＷＦの長期使111によりIgE抗体が上昇したり、効かなくなってむしろ皮疹が悪

化する'１１能性が次のようなIi)}先報告からj,ﾊﾟ唆されている。

①ハイドロコーチゾンのようなステロイド剤は、IgE抗体陽性患者のＢ細胞による特異

的IgE抗体産生に対して、単独使用ではＩｉＩの効果もないが、IL-4と一緒に作用すると、

IL-4の単独使川に勝る促進効果を示した（Bohleら、1994)7)。

②小児のAD慰者において、ＤＳＣＧ（クロモグリク峻ナトリウム）外川ﾊﾟﾘ治療群とステロ

イド軟'ﾄﾞｻﾞ治療群のいずれも２週間後に臨床改善が見られたが、Ｂ細胞やIgE陽性Ｂ細胞

による自発性の試験管内IgE抗体産生については、前者のDSCG治療群で低下したのに対

して、後者のステロイド1炊宵治療群で逆に上昇した（Hiratsukaら、1996)s)。

③ステロイド行'１は、マクロファージやlii球のような抗原提供細胞にIli11いてヘルパーｌﾉﾄﾞ！

Ｔ細胞（Thl）の活性化に電要な役割を果たすサイトカインIL-12の産ﾉﾋを強力に抑える
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ため、長期使用によりこの抗原提供細胞は休んでいるThlを活性化できなくなり、その

結果、Thl型のサイトカインであるIL-2/IFN（インターフェロン）－７の産生が低下し

て、Th2烟のサイトカインであるIL-4/IL-5の産'１州強をリ|き起こした。そのため、Ｔｈｌ

に対してTh2が優釧位になって血清IgE値の上昇を引き起こし、長期的にはアレルギーの増

強、強いてはＡＤの難治化・遷延化につながる可能性が指摘されている。

④マウスの実験で、その機序は不明であるが、接触感作時のステロイド剤投与により、

遅延lIi1の接触過敏反応が増強した（Grabbeら、1995)'１。このように、ステロイド外用剤

の漫然とした長期使用は、IgE抗体産性Ｂ細胞に直接働いてIgE抗体塵′'三を高めるだけで

なく、マクロファージや単球によるIL-12の産生を阻害して、Thlに対してTh2を優位に

することによりIgE値の上昇を伴うアレルギーの悪化をもたらす。また、ＡＤの発症や悪

化に重要な役割を果たしていると考えられる遅延型（接触）過敏反応の増強に作川する

ことが考えられる。一方で、こうした考えに異論もあり、ステロイド剤はThlとTh2に

等しく影響を及ぼすという報告'1)やむしろTh2機能を優位に抑えるという報告'2)もあり、

まだ結論が出ていない。また、ステロイド剤は、好酸球性炎症のカギを握るサイトカイ

ンIL-5の遺伝子発現を抑制するが、投与中｣上によりまた発現してくる'3)。このようにス

テロイド剤によるIL-5遺伝子の抑制は一時的なため、ステロイド剤のし}'''二により急性増

悪という「リバウンド現象」が生じると説Ⅲjできるのかもしれない。このIL-5過伝子の

発現やその抑制に個体差があるならば、その解明はこの「リバウンド現象」のＩｌＭ体差を

解くカギを与えてくれると考えられる。

■

■
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(4)ステロイド剤の感受'性における疾患差・効果・病態差・個体差

第１に、ステロイド剤の感受性に違いが龍じる原閃として疾患による違い（疾患差）はな

いか。例えば、ＡＤと乾癬を比較すると、’百]様に、ステロイド軟膏を長期使川する乾癬患者

の場合、中長)91.慢性使用による皮膚萎縮・血管拡張などの皮膚ilL1自接性の剛作):11は多いが、

難治性ＡＤに多い顔面頚部の発赤ﾙ１１１１長を特徴として急性増悪（｢リバウンド現象｣）は少ない。

これは、これらの疾忠の病態に違いがあるため、皮膚病変肘所において次のｿ,所態差で述べる

ようなサイトカインパターンの違いが起こり、疾患差が生じるのではないかと推察される。

第２に、病態による違い（病態差）はないか。最近、ＡＤ患者の多くの例でI1UL常人と異なり

ステロイド剤の受容体との結合活性（受容体親和性）が低く、この受容体親和性がThlサイ

トカインのIL-2とTh2サイトカインのIL-4がほぼ'１１じレベルで存在する場合、そうでない場

合に比べて低いと報告されている'4)。しかも、ＡＤの慢性病変では、急性病変と異なりTh2サ

イトカインのIL-4だけでなくThlサイトカインのIFN（インターフェロン）－７やIL-2など
もほぼ同じレベルで検出されるため、こうした皮府病変局ｊｆにおいて産生されるサイトカイ

ンのパターンが、次のIMl体差の1つである後天的に雌得されるステロイド抗体性のＴｚな原１大Ｉ

と考えられている'4)。

第３に、ステロイド軟脅に対する患者個体側の感受性に関しては、臨床的観察から接触ア

レルギーを起こすステロイドアレルギー群、あまり効かなくなるステロイド抵抗性群、効く

が中1kによりすぐ急性増悪を起こすステロイド依作ILl:群、よく効いて巾｣上による急Ⅱ蛸悪が

見られないステロイド感受性群というようなI1Fil体による違い（I1i1il体弟）がある。このうち、

ステロイドアレルギー群は、よく知られており、１１Ｍ丁試験により容易に確1認できるが、ステ
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ロイド抵抗性群やステロイド依存性群は、臨床的効果から提案された概念上の分類であり、

これを調べるための検盗法は、まだ確立されていない。ただし、気笹支111il息に対するステロ

イドの効果においても、ステロイド抵抗性の忠音が知られている１５'。これらの忠荷の大半は、

｢糠質ステロイドとその受容体との結合活性が後天的に悪くなる例（acquiredsteroid

resisitent)」で、他に例数は少ないが、「受容体との結合活性が遺伝的に良くない例

(genomicsteroidresisitent)」があり、その主な原因として、先に述べたような皮膚病変川所

で産′|ﾐされるサイトカインパターンが果たす役|';11ｶＷ|」されている。

(5)ステロイド軟膏の使用上の注意点と対策

第１に、ＡＤ患者におけるステロイド剤感受性の個体差に注意して患者別の個別指導を強め

る。具体的には、ステロイドアレルギー群とステロイド抵抗性群では即座に中止し、ステロ

イド依存性群ではできるだけ減+ｌｔＩＩ１止にもっていくようにし、その主な治臓対象をステロイ

ド感受性群とする。このステロイド感受性の症例群については、どうすれば軽快と再燃を繰

り返す慢性例でなく長期寛解例となるかは、以下の点に留意してステロイド軟膏を使用する。

第２に、ステロイド外用剤の減量や離脱を念頭に置いて使用する。

第３に、副作川の,''１やすい顔面は原則として避ける。

第４に、ステロイド軟膏の減量と離脱を可能にするために、難治例では、ステロイド外１１］

剤だけに頼った治療をしないで、食餌療法、環境改善、抗アレルギー薬、抗真菌剤や抗菌剤

の併用、心因性反応に配慮した掻爬対策などの原因療法やステロイド外用療法以外の病態．

対症臓法を徹底する。

第５に、ステロイドiWFの減量●離脱とドライスキンのスキンケアのために、非ステロイ

ドjWF・尿素I炊膏．ヒルドイド軟ｲｻﾞ、アズノール軟膏．白色ワセリン．その他のスキンケア

軟膏を使用する。

第６に、痂皮．鱗屑病変や苔癬化病変には効果的な治療効果とステロイド外用剤の減量効果

がある111i鉛蕪'欣膏による承ﾙｨ法や211r塗り、また、尿素1Ｗｻﾞ．ヒルドイド軟ｲﾀﾄﾞ、アズノール軟

’門・白色ワセリンなどの症状に合わせた各種スキンケア軟膏などによる２重塗りを併用する。

第７に、中途半端なステロイド外用剤の使用は、再燃を起こしやすく効きにくい。また、

効いていないステロイド外用剤でも中止すると「リバウンド現象」を起こすため、あまり効

かないステロイド外川剤をダラダラと使わないように心掛けたい。その場合、強力なステロ

イド外川剤に変更するなど、メリハリの効いた治療を実施する。

第８に、ステロイド外用剤の長期

使用により、その効果は低下する。表１ラノリンやラノリンアルコールを含有する各種外用剤

可
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その場合体薬することによりステ

ロイド剤の効ﾉjが回復する。

第９に、皮疹の掻爬部における２次

感染対一策としてイソジン・ヒビテ

ン・強酸性水による消毒療法を併川

する。なお、ステロイド軟'１Vの接触

皮膚炎（カブレ）と思われていた例

がしばしばステロイド'欣脅だけでな

1)ステロイド軟膏：メサデルム軟膏菱､ビスダーム軟膏、

フルｺｰﾄ軟膏､レダコート軟膏

2)非ステロイド消炎軟膏:アンダーム軟膏

3)その他の被覆保湿軟膏:アズノール､ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞ軟膏*、
モビラート軟膏*､グリテールパスタ､ザーネ軟膏

4)眼軟膏：ネオメドロールEE軟膏､ﾀﾘﾋﾞｯﾄ眼軟膏

5)その他：ソフラチュール､エキザルベ､プロクトセリル、

強カポステリザン
＊：ラノリンアルコールを含有する外用剤
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く、スキンケア軟''.『に含まれるラノリンのアレルギーによることが最近増えている。参考ま

でにラノリン含有１Ｗｻﾞを表1に表示する。

２抗アレルギー薬の使い方

塩基性の抗アレルギー薬（アゼラスチン、ケトチフェン、塩酸エピナスキン、オキサトミド、

テルフェナジン、アステミゾール、エバスチンなど）は、各種ケミカルメディエーターの遊離

llH需作lLl]だけでなく、ヒスタミン受容体１（ＨｌＲ）に対して拮抗作川による抗ヒスタミン作用が

あるため、アレルギー性であるか非アレルギー性であるかを問わず、かゆみの強い炎症性皮膚

病変が主体となるADでは、その１次選択薬剤として投'jする。

鎮痒効果に関係した抗ヒスタミン作用がある塩基性抗アレルギー薬は、さらに鎮静作用が比

校的強いか余りないか、また脱願粒阻害作rlW・抗サイトカイン活性・抗ロイコトリエン活性・

抗PAF活性などの抗アレルギー作川があるかどうかにより、症例に合わせて選択し使川する。

酸性抗アレルギー薬（DSCG経口薬、トラニラストやトシル酸スプラタストと抗ヒスタミン

剤の併用など）は、ＡＤ患者の場合、一般に、その２次・３次選択薬剤として投与する。DSCG経

口薬は、経腸管的吸収がほとんどなく、腸管糀膜に作)1]するためアレルゲン経腸管的侵入のあ

る食物アレルギーや金属アレルギーに限られ、トラニラストは、その特異な免疫薬理作用によ
ばんこん

りケロイド・肥ｌ５Ｉ性擁痕にも有効である。このように、酸性の抗アレルギー薬は、後から効能

追力｢|されたトラニラストのケロイド・肥厚性疵痕を除けば、ＡＤとそれに関係の深い食物アレ

ルギーに限られ、IgE抗体が伝達する即発性・遅発性のアレルギーが関係する皮府病変に対し

て投与する。

「
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３抗真菌薬の使い方

処方例：腸管内のカンジダ増殖に対しては、非腸管吸収型ポリエン系抗真菌剤のナイスタチ

ン（3～9錠／day：１日3～9錠を3回に分けて飲む（以下「分3」という｡)）とファンギゾン（3～

６錠(ｍｌ)／day分3）を内服する。以｣苞の治療効果が無効か充分でない場合、腸管|ノリカンジダ増

殖の粘膜組織内侵襲や皮表撫瓜叢の関与を想定し、１１洲;吸収型アゾール系抗真菌開||のフルコナ

ゾール（50mg錠を1～2錠／day、分1）とイトリゾール（50mg錠を2錠／day分1）を1ﾉil服する。

また、腸管内のカンジダ増殖抑制を目的として抗真菌薬を投与する場今、次のような食事療

法を併用する。カビの増殖を促進させる職分の多い食品やアルコール・チーズ・蕪製・干し

物・パン・巾蕊饅頭などのカビを含有する食品の摂取を控える。また、加工食品｢'１の防腐剤は

腸内細菌真菌のバランスを崩しカビを増やす危険があるので、これを控えるようにし、反対に

ニンニク、ハーブテイーのようなカビを抑える作用がある食品は積極的に摂取するようにする。

４食事療法

(1)ミルクアレルギー

低アレルゲンミルクをできるだけ早くから利用する。

(2)卵白アレルギー

加熱処理によって低減化される場合とされない場合があるので症例に合わせて対応する，
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東京都アレルギー性疾患対策検討委員会委員

◎中川武正 聖マリアンナ医科大学内科学教授

○松井猛彦 都立荏原病院小児科医長

池澤善郎 横浜市立大学医学部皮膚科学教室教授

岩崎栄作 同憂記念病院小児科部長

牛山允 東京都小児科医会理事

武村真沿 国立公衆衛生院公衆衛生行政学部研究員

半蔵門病院内科医長灰田美知子

弘岡順子 ヒロオカクリニック副|境長

湯藤進 東京都医師会理事

遥武幸 都立荏原病院耳鼻咽喉科部長

赤城久美子 都立駒込病院皮廣科医長

◎印=会長○印=副会災

最後に、本書の刊行に当たって、図表等の転載を御快諾くださいました先

生方並びにお世話になりました各出版社の方々に厚くお礼申し上げます。
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◎中川武正 聖マリアンナ医科大学内科学教授

○松井猛彦 都立荏原病院小児科医長

池澤善郎 横浜市立大学医学部皮膚科学教室教授

岩崎栄作 同愛記念病院小児科部長

牛山允 東京都小児科医会理事

武村真治 国立公衆衛生院公衆衛生行政学部研究員

灰田美知子 半蔵門病院内科医長

弘岡順子 ヒロオカクリニック副|亮長

湯藤進 東京都医師会理事

三遥武幸 都立荏原病院耳鼻咽喉科部長

赤城久美子 都立駒込病院皮蘆科医長
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