
アトピー性⽪膚炎 

◆アトピー性⽪膚炎とは 

アトピー性⽪膚炎は特に乳幼児に多く発症し、その多くは成⻑とともに軽快する傾
向を⽰すと⾔われています。 
しかし最近では成⼈になっても症状が持続している患者や、成⼈になってから急に
発症する⼈が⽬⽴つようになってきています。 
 
このコンテンツではアトピー性⽪膚炎の治療を中⼼に 
・アトピー性⽪膚炎の治療 
・薬物の特性 
・その他の治療法 
の順にご紹介いたします。 
 

◈アトピー性⽪膚炎の治療 

アトピー性⽪膚炎の治療について【治療の⽬標】【治療の基本】【薬物療法の流
れ】の順にご説明します。 
 
治 療 の ⽬ 標  
アトピー性⽪膚炎の治療の⽬標としては、症状がない状態にする、あるいは症状が
あっても軽微で⽇常⽣活に⽀障がなく、薬物療法をあまり必要としない状態にする
ことが理想的です。 
少なくとも症状が⾒られても軽い症状が続く程度で急に悪化することはなく、悪化
してもその状態が続かないようにすることです。 
アトピー性⽪膚炎の治療は現在根治的治療⽅がないことから対症療法と⽣活環境の
改善が主体となります。 
そのため、通常の社会⽣活を営むのに⽀障のない範囲でアトピー性⽪膚炎をうまく
コントロールすることが重要です。 

 
治 療 の 基 本  



アトピー性⽪膚炎の治療に際して、まず適切な診断と重症度の評価が重要となりま
す。 
治療にあたって、アトピー性⽪膚炎の発症悪化には多くの因⼦が関わることから、 
・原因・悪化因⼦を⾒つけて除去するための対策をとる 
・⽇頃のスキンケアによって⽪膚のバリア機能を正常に保つ 
・炎症を抑えるための薬物療法 
の 3 つが基本となります。 
原因・悪化因⼦ 

アトピー性⽪膚炎の原因・悪化因⼦には多くのものが挙げられます。 
年齢や患者の体質によって原因・悪化因⼦は異なりますが、 
例えば、⾷物やダニ、ほこりやペットの⽑などのアレルゲンにくわえ、汗やストレ
スなども考えられています。 
アレルゲンに対しては何がアレルゲンかどうかを調べ、除去できるものは除去する
ようにします。 

スキンケア 

アトピー性⽪膚炎の患者の肌は、健康な⼈に⽐べると⽪膚のバリア機能や保湿機能
が弱いのが特徴です。 
⽪膚のバリア機能が低下するとアレルゲンや刺激物が⽪膚へ侵⼊しやすくなり、ア
レルギー反応や刺激反応によって炎症が起こりやすくなります。 

さらにかゆみの閾値
い き ち

が低下して痒くなりやすいといったことが考えられます。 
そのため⽪膚の炎症を予防するには⽇常のスキンケアが特に重要となります。 
まず、毎⽇の⼊浴シャワーなどで⽪膚を清潔に保ち保湿薬によって⽪膚の乾燥を防
⽌することで⽪膚をより良い状態に保つことができます。 

薬物療法 

アトピー性⽪膚炎の薬物療法では、保湿薬を中⼼としたスキンケアとステロイド外
⽤薬およびタクロリムス軟膏を中⼼とした外⽤療法が⾏われています。 
さらにかゆみが強い場合には抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬などの内服薬を外⽤
薬の補助として使⽤し、最も重症なアトピー性⽪膚炎の場合には免疫抑制薬の内服
を使⽤することもあります 。 
 

治 療 の 流 れ  

寛解療法 



まずアトピー性⽪膚炎の痒みや炎症を速やかに軽減させるために寛解導⼊療法を
⾏います。 

寛解導⼊療法 
寛解導⼊療法ではステロイド外⽤薬もしくはタクロリムス軟膏を⼗分量使⽤し
て、何ら兆候や症状がない寛解状態を⽬指していきます。 
この時、保湿薬は毎⽇⽋かさず塗ります。 
症状が軽快すれば外⽤薬のランクや量を下げて徐々に保湿薬中⼼に切り替えてい
きますが、かゆみがある場合には再度外⽤薬をしっかり塗るようにします。 
症状は軽快しても維持できず頻回にかゆみや炎症を繰り返す場合には、寛解維持
療法に移⾏します。 

寛解維持療法 
寛解維持療法ではタクロリムス軟膏を中⼼に症状がなくても定期的に週 2〜3回
程度継続して外⽤していきます。 

悪化した症状に対してはステロイド外⽤薬を間歇
かんけつ

的に使⽤します。 

寛解維持できない場合 
寛解維持できない重症・最重症・難治性の場合には、ランクの⾼いステロイド外⽤
薬や免疫抑制薬(シクロスポリン)の内服などが⾏われます。 
ステロイドの内服は原則として⾏われませんが、症状が極めて激しく外⽤薬での
コントロールが不可能な場合は短期間において使⽤されることがあります。 
 
 

◈薬物の特性 

ここでは【ステロイド外⽤薬】【タクロリムス軟膏】【保湿薬】【内服薬】の順に
詳しく⾒て参ります。 
 
ス テ ロ イ ド 外 ⽤ 薬  
 
概要 

ステロイド外⽤薬の作⽤には 
⾎管収縮作⽤・抗炎症作⽤・免疫抑制作⽤・細胞増殖抑制作⽤ 
がありこれらの作⽤によってアトピー性⽪膚炎の炎症を抑制します。 
 



ステロイド外⽤薬は 
その効果の強さによって 
図の様な 5つのランク
に分けられており、 
症状の程度や重症度、 
年齢などに応じて適切な
ランクのものを選択する
必要があります。 

 
 

重症度別の使⽤ランク 
軽症の場合では、基本的には保湿薬によって治療を⾏いますが、必要に応じて全
年齢に対してマイルド以下のステロイド外⽤薬を使⽤します。 
中等症の場合では、2 歳未満はマイルド以下、2 歳〜12歳はストロング以下、13
歳以上はベリーストロング以下を使⽤します。 
重症最重症の場合では 2 歳未満はストロング以下、2 歳以上はベリーストロング
以下のステロイド外⽤薬を使⽤します。 
また、ステロイド外⽤薬で効果が不⼗分の場合や使⽤できない部位に対してはタ
クロリムス軟膏を選択するようにします。 

 
 

⽪疹の重症度による選択 
⽪疹の重症度によってもステロイド外⽤薬の選択が異なっています。 
まず、炎症症状に乏しく乾燥状態が主体である軽微な場合ではステロイドを含ま
ない外⽤薬を使⽤します。 
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乾燥軽度の紅斑やフケのようなカサカサした鱗屑が⾒られる軽症の場合ではマイ
ルド以下のステロイド外⽤薬を使⽤し、 
中等症までの紅斑や鱗屑が⾒られる場合ではマイルド〜ストロングのステロイド
外⽤薬を使⽤します。 
それ以上の重症の場合ではストロング〜ベリーストロングのステロイド外⽤薬を
使⽤しますが、 
強いかゆみを伴ったゴツゴツした痒疹結節でベリーストロングのステロイド外⽤
薬を使⽤しても⼗分な効果が得られない場合、その⽇に限定してストロンゲスト
のものを選択する場合もあります 。 

 
 

 
 
また、体の部位によってステロイド外
⽤薬の吸収率が異なります。 
顔が最も吸収率が⾼く、次いで頭部→
体幹→四肢→⼿のひら→⾜の裏の順に
低くなります。 

 
 
 
 
 
 
使⽤上の注意 

ステロイド外⽤薬の顔⾯への使⽤はなるべく避け、使⽤する場合にはできるだけ弱
いステロイドを使⽤するようにします。 
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また、妊婦や妊娠している可能性のある⼈に対しては⼤量⼜は⻑期にわたる広範囲
の使⽤は避けることが好ましいとされています。 

禁忌 
ステロイド外⽤薬の禁忌には、 
・細菌/真菌などの⽪膚感染症や、疥癬などの動物性⽪膚疾患 
・ステロイド外⽤薬に対し過敏症の既往がある 
・⿎膜に穿孔のある湿疹性外⽿道炎 
・第 2度深在性以上の熱傷/凍傷 
などがあります。 

剤形 

ステロイド外⽤薬の剤形には軟膏・クリーム・ローション・テープ剤があります。 
軟膏は刺激が少なく保湿作⽤があり、ほとんどの病変に使⽤できるため最も多く使
⽤されています。 
クリームは、使⽤感は良いですが湿潤した部分には適していません。 
ローションは乾燥しやすく洗い流しやすいため頭髪部に使⽤します。 
テープ剤は⽪膚が硬くて薬剤が浸透しにくい肥厚苔癬化した部分や、強い痒みを伴
うゴツゴツした痒疹(しこり)に使⽤するなど、部位や⽪疹の状態を考慮して選択す
る必要があります。 

⽤法⽤量 

⽤法 
ステロイド外⽤薬は原則的に 1⽇ 2 回、朝と夜の⼊浴後に使⽤します。 
使⽤量は⽪疹の範囲によっても異なりますが、1⽇ 5〜10g 程度から開始するよ
うにします。 

⽤量 



使⽤量の⽬安として、 
成⼈の⼈差し指の先から第 1
関節の線までが 
約 0.5gに相当しており、 
この量をＦＴＵ(フィンガーチ
ップユニット)と⾔います。 
1ＦＴＵ＝約 0.5gで、 
⼤⼈の⼿のひら 2つ分の⾯積
に塗ることができるため、 
5g チューブ 1本で、10FUT
つまり⼤⼈の⼿のひら 20 個分の⾯積に塗ることが可能です。 

⽤量の減らし⽅ 
ステロイド外⽤薬は、急に使⽤を中⽌するとすぐに炎症がぶり返してしまうた
め、症状の改善によって少しずつ減らしていくことが⼤切です。 
ステロイド外⽤薬の連⽇の使⽤は 1 週間〜2週間を⽬標にし、その後はステロイ
ド外⽤薬と保湿薬を 1⽇交代に⾏う隔⽇外⽤を⾏っていきます。 
この塗り⽅で症状が出なければ、ステロイド外⽤薬の塗る回数を 3⽇に 1回、 
4⽇に 1回と減らし、保湿薬の回数を増やして変更して⾏くようにします。  

 
タ ク ロ リ ム ス 軟 膏  

 
概要 

タクロリムス軟膏はステロイド外⽤薬が副作⽤で使⽤できない場合や、コントロー
ルが困難な場合などで使⽤されます。 
タクロリムス軟膏は免疫抑制薬でありアレルギー炎症の発症に中⼼的な役割を果た
すリンパ球であるＴ細胞の機能を抑制することが明らかにされています。 
タクロリムス軟膏には 16 歳以上に使⽤可能な 0.1%軟膏と、2 歳〜15歳の⼩児⽤
の 0.03%軟膏が発売されています。 
抗炎症作⽤はステロイド外⽤薬のⅢ群-ストロングと同じ程度ですが、ステロイド
外⽤薬と⽐べて⽪膚から吸収されにくいため、顔や⾸など⽪膚の薄いところに使⽤
できるのが特徴です。 
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また最近では、⽪疹の部位を問わずステロイド外⽤薬によって⾚みやかゆみ乾燥な
どが無くなった後に良い状態を継続させ、再燃を抑制する⽬的としてタクロリムス
軟膏に切り替えて使⽤するといった⽅法が推奨されています。 

使⽤上の注意 

タクロリムス軟膏【商品名︓プロトピック軟膏】は潰瘍や⽪膚が爛れたびらん
・ ・ ・

部
分、つまり化膿やヘルペスなどの⽪膚感染症がある患者には使⽤できません。 

禁忌 
タクロリムス軟膏は 
・⾼度の腎障害 
・⾼カリウム⾎症のある患者 
・妊婦⼜は妊娠している可能性のある患者 
・2 歳未満の⼩児 
などに禁忌となっています。 

⽤法⽤量 

タクロリムス軟膏は原則的には 1⽇ 1回⼊浴後に使⽤し最⼤ 1⽇ 2回までと、1⽇
の使⽤量に制限があります。 
1 回の使⽤量は年齢によって異なっており、2歳〜5歳は 1回 1g、成⼈の⼈差し指
の先端から第 1関節までの量の 2個分(2FTU)が⽬安となります。 
成⼈では 1 回 5gまでとされており、1⽇の使⽤量が 10gを超えないようにし、症
状が改善されれば適宜 1 回の使⽤量を減らし、塗る間隔を延⻑して⾏きます。 
ただし、⽪疹の増悪期には⾓質層のバリア機能が低下し、⾎中濃度が⾼くなる可能
性があるためタクロリムス軟膏を使⽤して 2 週間以内に⽪疹の改善が認められない
場合には使⽤を中⽌します。 

 
保 湿 薬  

 
概要 

ドライスキンに対するスキンケアでは保湿薬を効果的に使⽤することが⼤切です。 
保湿薬は⼀般に⽪膚、特に⾓層に潤いを持たせる外⽤薬の総称であり、 
医薬品・医薬部外品・化粧品として多数の製品が販売されています。 
保湿薬は主に油性成分を配合したもの、吸⽔性や吸湿性成分を配合したものの⼆つ
に分けられます。 



油性成分を配合したワセリンなどの油脂性軟膏は⾓層表⾯に油性⽪膜を作り外界か
らの異物の侵⼊を防ぐことによって、阻害された⽪膚のバリア機能を補充・補強す
るために使⽤されます。 
吸⽔性吸湿性成分を配合したヘパリン類似物質や尿素製剤は低下した⽪膚の保湿性
を補うために使⽤されます。 

主な保湿薬 

油性成分を配合した保湿薬には 
⽩⾊ワセリン・プロペト亜鉛華軟膏・アズノール軟膏などがあります。 
これらの油脂性軟膏は、刺激感はほとんどありませんが、油性であるためべたつき
があります。 
また⽩⾊ワセリンやプロペトは軟膏基剤としても使⽤されています。 
ヘパリン類似物質であるヒルドイドは刺激が少なく、べたつきも少ないためよく使
⽤されています。 
ウレパールケラチナミンなどの尿素製剤は、⾓質内の⽔分を保持する作⽤があるた
め乾燥や⾓質肥厚に使⽤されています。 
しかし刺激性があるため特に乳児には避けることが望ましいとされています。 
⾓質細胞間に存在する脂肪成分であるセラミドはバリア機能を改善させ保湿効果を
発揮しますが医薬部外品として販売されています。 
その他のユベラ軟膏やザーネ軟膏は⽐較的べたつきが少ないのが特徴です。 
これらの保湿薬はそれぞれ⻑所や短所を理解した上で選択していく必要がありま
す。 

使⽤上の注意 

ヒルドイドや尿素製剤は潰瘍・びらん
・ ・ ・

⾯には使⽤しないように注意します。 
またヘパリン類似物質のヒルドイドは 
・出⾎性⾎液疾患(⾎友病・⾎⼩板減少症・紫斑病など)のある患者 
・わずかな出⾎でも重⼤な結果が予想される患者 
は禁忌です。 

⽤法⽤量 

保湿薬を塗る回数は、可能な限り多い⽅がその効果が期待できます。 
⽪膚の表⾯が乾燥しないように 1⽇ 4〜5回が理想的ですが実際は 1⽇ 1〜3回程
度が限度です。 
重要なのは塗るタイミングであり、⼊浴直後に塗ると良いと⾔われています。 



保湿薬は⼊浴直後の体がまだ湿っているうちに塗ることで体の表⾯の⽔分が閉じ込
められるため、最も保湿効果が現れます。 

 
内 服 薬  
 
概要 

アトピー性⽪膚炎の内服治療薬として、抗ヒスタミン作⽤や抗アレルギー作⽤を持
つ医薬品が使⽤されることがあります。 
抗ヒスタミン薬は、h1受容体に働き痒みの原因の⼀つであるヒスタミンの作⽤を
抑制することによってかゆみを抑えます。 
抗アレルギー薬は、ヒスタミンなどのメディエーターの遊離を抑制する作⽤やリン
パ球である Th2 細胞から放出されるサイトカインを抑制する作⽤などによって、
かゆみや炎症を抑えます。 
ただし、これらの医薬品はアトピー性⽪膚炎の痒みをある程度和らげることはでき
ますが、完全に抑えることができないと考えられているため、外⽤薬の補助療法と
して使⽤されています。 

主な種類 

抗ヒスタミン薬は、抗ヒスタミン作⽤のみを有する第 1 世代の抗ヒスタミン薬と、
抗ヒスタミン作⽤に加えてメディエーター遊離抑制作⽤などの抗アレルギー作⽤を
併せ持った第 2 世代の抗ヒスタミン薬に分類されていますが、⽇本では第 2世代抗
ヒスタミン薬は抗アレルギー薬と呼ばれています。 

抗ヒスタミン薬 
第 1世代抗ヒスタミン薬にはボララミンやレスタミンなどが挙げられ、これらは
中枢抑制作⽤が強いため眠気などの副作⽤が現れやすくなっています。 
第 2世代抗ヒスタミン薬にはザジテンやセルテクト、アゼプチンやエバステル、
アレグラなどと様々なものがあり、第 1世代のものと⽐べ眠気などの副作⽤が現
れにくいのが特徴です。 
また抗ヒスタミン薬は鎮静作⽤によって鎮静性・軽度鎮静性・⾮鎮静性に分類する
こともできます。 
アトピー性⽪膚炎の治療では、眠気や倦怠感などの副作⽤の発⽣を考慮し⾮鎮静
性、もしくは軽度鎮静性の第 2世代抗ヒスタミン薬を選択します。 
そして、副作⽤及び痒みの抑制効果などを⾒ながら、その他の抗ヒスタミン薬の
追加投与を検討すべきであると考えられています。 



メディエーター遊離抑制薬 
メディエーター遊離抑制薬には、インタールとリザベンがあります。 
インタールは、消化管からほとんど吸収されないため、腸管での⾷物アレルゲン
の吸収抑制を⽬的として⾷物アレルギーを伴うアトピー性⽪膚炎にのみ適⽤が認
められています。 
リザベンは、メディエーター遊離抑制作⽤の他にケロイド傷跡の繊維成分が過剰
に増殖する状態を抑制して傷⼝を綺麗にする作⽤があります。 

Th2 サイトカイン抑制薬 
Th2 サイトカイン阻害薬のアイピーディは、IgE抗体の産⽣抑制サイトカインで
あるインターロイキンを抑制することにより炎症を抑えます。 

免疫抑制薬 
その他の内服薬としては免疫抑制薬があります。 
2008年 10⽉からシクロスポリンにアトピー性⽪膚炎に対する適⽤が追加されま
した。 
シクロスポリンは、16 歳以上でステロイド外⽤薬やタクロリムス軟膏などの既存
治療で⼗分な効果が得られず、強い炎症を伴う⽪疹が体表⾯積の 30%以上に及ぶ
患者、つまり最重症患者が対象となります。 
⼩児に対して、臨床試験は実施されておらず安全性などは確⽴されていないた
め、原則投与しないようにします。 
ネオーラルは急性増悪の危機を乗り切る⽬的で使⽤されます。 
そのためネオーラルの使⽤は短期間に⽌め、8 週間で改善しなければ服薬を中⽌
します。 
また、1 回の治療期間は 3 ヶ⽉以内とし休薬することが必要になります。 

ネオーラルは妊婦などに禁忌であり、さらに腎機能障害や⾼⾎圧などのリスクが
あるため定期的な検査が必要となります。 
 

使⽤上の注意 

抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬についてはほとんどの医薬品で 

過敏症の既往がある⼈に禁忌です。 
その他、ポララミンは 
・緑内障患者や前⽴腺肥⼤などの下部尿路に閉塞性疾患のある患者 
・低出⽣体重児または新⽣児 
に禁忌です。 



妊婦または妊娠の可能性がある場合には、クロルフェニラミンなど使⽤できると考
えられている薬剤もありますが、⼀般的には投与しない⽅が望ましいと⾔われてい
ます。 
特に妊娠 2〜4ヶ⽉では胎児の器官が形成される重要な期間であるため注意が必要
です。 

 

◈その他の治療法 

その他の治療法として、【紫外線療法】【漢⽅療法】【サプリメント】についてご
説明します。 
紫 外 線 療 法  
紫外線療法は、通常の治療を⾏っても⽪膚炎が良くならず、かゆみが強い場合に⾏
われることがあります。 
紫外線には免疫を抑制する作⽤や炎症を抑える作⽤があります。 
紫外線療法には PUVA(プーバ)療法や UVB 療法、ナローバンド UVB 療法などが主
に⾏われており、とても有効です。 
しかし、治療の初期に⼊院が必要な事や、毎⽇照射しなければならないなど、時間
的な制約があります。 
また、タクロリムス軟膏を使⽤中の患者には⾏うことはできません。 
漢 ⽅  
アトピー性⽪膚炎の治療では的確な診断のもと、まず標準的な治療を⾏い、改善が
不⼗分な場合には⼼因や⾷⽣活、睡眠などの⽣活習慣を⾒直し改善に努めますが、
それでも治癒しない場合には漢⽅療法が導⼊されることがあります。 
漢⽅薬の代表的な処⽅例として、 
⼩児に使⽤される漢⽅薬には補中益気湯や⻩耆建中湯があります。 
また、成⼈に使⽤される漢⽅薬には『消⾵散と補中益気湯』や『補中益気湯と桂枝
茯苓丸』、『桂枝茯苓丸と⻩連解毒湯』を組み合わせた合剤など、様々な⼿法が使
われています。 
サ プ リ メ ン ト  
アトピー性⽪膚炎の予防には⾷⽣活で栄養素をバランスよく体内に取り⼊れること
が基本です。 
有効な成分 



栄養素の中で特にビオチン・パントテン酸・ビタミン B6などのビタミン B 群が不
⾜すると⽪膚炎を起こしやすいと⾔われています。 
その他、亜鉛も⽪膚の⽣成や免疫⼒の強化などを助ける働きがあるため、不⾜しな
いようにしましょう。 

脂肪酸 
脂肪酸の取り⽅も⽪膚炎に⼤きな影響を与えています。 
脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の 2つに分けられています。 
不飽和脂肪酸はさらに⼀価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸があり、 n-3系と n-6
系に分類されています。 
脂質の摂り⽅で問題となるのは、過剰摂取と脂肪酸の摂取バランスの偏りです。 
中でも n-6系脂肪酸の摂りすぎはアトピー性⽪膚炎を悪化させてしまいます。 
n-6系脂肪酸はリノール酸系の油で、マーガリンやドレッシングスナック菓⼦に多
く含まれているため、現代の⾷⽣活では摂り過ぎになる傾向があります。 
それに対し、⻘⿂に含まれる DHA や EPA などの n-3系脂肪酸はアレルギー症
状を和らげる作⽤があります。 
n-3系脂肪酸であるαリノレン酸や DHA、EPA をバランスよく積極的に摂ること
が良いと考えられています。 

 
⾷事によってこれらの成分が⼗分に摂取できない場合にはサプリメントで補うこと
が必要です。 


