
返しで、だいたい20歳以降になると皮
膚病変はかなりよくなります。基本的
に赤ちゃんだと診断がつきやすいです
けれども、遺伝性があるものと後天的
にできるものと、いろいろあります。
　池田　生命予後はそんなに悪くない
のですね。
　渡辺　生命予後は悪くなくて、胸腺
腫とか何かを伴っている人で予後が悪
い人はいますが、だいたいは生命予後
がよくて、適切な抗真菌薬をやれば軽
快しますし、皮膚病変とか爪病変など
は年齢とともによくなる人が多いです。
　池田　最後に治療法についてうかが
いたいのですが、粘膜と皮膚と、それ
ぞれ違う病型になりますけれども、ど
のような治療が行われるのでしょうか。
　渡辺　抗真菌薬があるので、それを
使用するということになりますが、内

臓カンジダ症の場合は、耐性菌が問題
になります。しかし、粘膜カンジダ症
の場合は、例えばエイズの場合はエイ
ズをよくすれば自然によくなってしま
います。ステロイドとか何かの薬剤に
よるものは、薬剤の投与を中止できれ
ばよくなりますが、できない場合は抗
真菌薬の内服ということになります。
　皮膚の場合は、もちろん外用抗真菌
薬でもよくなりますが、原因は適当な
温度と湿りけですから、乾燥させると、
それだけでもよくなります。おむつを
している人がおむつを外すようになれ
ば自然によくなります。おむつをずっ
と続けなければならないような人はな
かなかよくならないので、外用薬をず
っと継続して使わなければならないこ
とになります。
　池田　ありがとうございました。

　池田　馬場先生、小児のじんましん
についてまず、アレルゲン検査の意義
と方法、結果の解釈方法ですけれども、
小さなお子さんですと、なかなかスク
ラッチテストとかできませんよね。そ
の場合は採血をするのでしょうか。
　馬場　まず、じんましんに対してル
ーチンに実施すべきという検査はない
と思います。しばしば、じんましんの検
査として１型アレルギー検索のための
プリックテストですとか、CAP-RAST
法などによる特異的IgE抗体の測定、
一般的な生化学検査などが行われるこ
とはありますけれども、一律にこれら
を行うことに対する十分なエビデンス
はなく、推奨されていないと思います。
まずは個々の症例について臨床的に病

型を絞り込んだうえで、推定される病
型に合った検査を行うのが基本的な考
えだと思います。
　池田　よくお母さんなどにお話をう
かがって、じんましんの中でどれなの
かということですけれども、逆にいい
ますと、どのようなじんましんのかた
ちがあるのでしょうか。
　馬場　日本皮膚科学会のじんましん
診療ガイドラインでは、じんましんを
大きく３つのグループに分類していま
す。第１に、明らかな誘因がないが毎
日のように繰り返し症状が現れる特発
性のじんましん、第２に刺激が加わっ
た場合にのみ症状が現れる誘発性のじ
んましん、第３に特殊なじんましんや、
じんましん類縁疾患というものがあり

神奈川県立こども医療センター皮膚科部長
馬　場　直　子

（聞き手　池田志斈）

　小児のじんましんについてご教示ください。
　１．アレルゲン検査の意義と方法、結果の解釈方法。
　２．治療。特に抗ヒスタミン薬の長期連用の可否。
　３．小児にも非アレルギー性のじんましんがあるかどうか。

＜埼玉県開業医＞

小児のじんましん
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られる場合は検査が必要だと思うので
すけれども、どのようにされるのでし
ょうか。
　馬場　感染症に伴って薬物をのんで
いる場合は、感染がきっかけなのか、
薬剤性なのかはなかなか難しいので、
両方の可能性を考えながら、薬剤性で
あれば薬剤による皮膚テスト、内服テ
スト、リンパ球刺激試験なども行い、
それらが否定されたら感染によるもの
の可能性が高いと考えます。
　池田　一遍治った後、例えば発熱等
が治った後に、落ち着いたのを確かめ
て少し薬物をのんでもらうということ
ですね。
　馬場　はい。誘発テストをすること
もあります。
　池田　一方、動物などが関係する場
合はどうするのでしょうか。
　馬場　動物の場合もなかなか証明は
難しいのですが、例えば猫のフケや毛
に対するアレルギーが疑われる場合、
まずは食物のときと同じように除去試
験、ない環境にしてみて、軽快するか
どうかを見て、そしてまた同じ環境に
戻して、再現性があるかどうかを確か
めます。
　池田　その場合もIgEラストなどは
あまり過信しないほうがいいのですね。
　馬場　はい。でも、一応参考として
調べることは多いですが、それだけで
は断定できず、あくまで除去と負荷で
の確認が必要です。

　池田　特発性じんましんが小児にも
あるという話ですけれども、小児にも
非アレルギー性じんましんがあるのか
という質問なのですが、これはどうい
う答えになるのでしょうか。
　馬場　一般的に小児では成人に比べ
てアレルギー性のじんましんが多い傾
向があるのは確かだと思いますが、小
児でも非アレルギー性のじんましんは
あると思います。
　池田　特発性じんましんはそうなの
でしょうね。先ほど特別な肥満細胞症
とか、家族性に起こるようなものを除
くと、成人で時々経験しますが、小児
でもコリン性じんましんなどはあるの
でしょうか。
　馬場　コリン性じんましんは小児で
も比較的よく見られます。入浴とか運
動とか、興奮したときの発汗時などに、
粟粒ぐらいの小さな膨疹とその周囲の
紅斑が特徴的な症状です。
　池田　それも非アレルギー性という
ことになりますね。
　馬場　はい。
　池田　先ほどの感染症で起こるよう
なものも非アレルギー性ということで
すね。
　馬場　そうですね。感染症が明らか
な原因であると特定することは難しく
て、誘発因子にすぎないと考えると、
特発性に分類されると思いますし、ま
た食事性で起こるものの中にも、例え
ばサバとかマグロとかホウレンソウな

ます。正確な診断と病型分類を行うこ
とによって病態に応じた治療が可能と
なるため、問診や臨床症状によって病
型を推定し、検査で確かめることが重
要と考えます。
　池田　まず特発性ですけれども、こ
れは特に何の誘因もなくて、じんまし
んが出没してしまうということだと思
うのですけれども、２番目の誘発性じ
んましんの原因とされる刺激による、
というのはどのようなものなのでしょ
うか。
　馬場　病型を推定するコツとしては、
まずじんましんが急性に起こったか、
慢性に経過したかを確認することです。
小児の場合、慢性か急性かと分けた場
合に、急性に起こる場合が多いのです
が、急性の場合、感染症が先行したり、
併発していないか、また特定の刺激で
誘発されていないかを聞き出すことが
大事だと思います。特定刺激で多いの
は食物、薬剤、天然ゴム製品などを含
む植物、動物、水やお湯、寒冷や温熱、
物理的な刺激などの関与によって起こ
る場合があるので、それについて尋ね
ます。
　また、小児では時に遺伝性とか血管
性浮腫、肥満細胞腫を思わせるような
色素斑、あるいは皮膚以外の臓器症状
がないかどうかを確認する必要がある
と思います。
　池田　刺激というのは単純に、例え
ば寒冷だとか、ひっかいたりというの

ではなくて、感染症とか薬も含めて、
大きな意味での刺激ということですね。
　馬場　そうですね。
　池田　おそらく何かがベースにあっ
て、そういった刺激が加わることによ
って顕在化するという考えなのですね。
　馬場　そのように考えられます。
　池田　３番目におっしゃった特別な
ものとはどういうものなのでしょうか。
　馬場　小児で特に多いのは肥満細胞
症に生じる色素性じんましんがあり、
他にもじんましん様血管炎、Schnizler
症候群、クリオピリン関連周期熱など
があります。
　池田　それは比較的まれなものです
ね。
　馬場　比較的まれなものですが、一
応そういったものも除外する必要はあ
るかと思います。かなり特異的なので、
まずそれらを除外したうえで、普通の
じんましんの中で、次に何か特定刺激
で誘発されるかどうかを考えて、それ
にも当てはまらない場合には特発性と
鑑別していくほうが、鑑別しやすいと
考えています。
　池田　逆に、特発性と診断された場
合はアレルゲン検査はあまり意味がな
いだろうということになるのでしょう
か。
　馬場　そう思います。あとは誘発因
子を探すということでしょうか。
　池田　刺激性の中で、特に先生がお
っしゃった例えば動物とか薬物が考え
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られる場合は検査が必要だと思うので
すけれども、どのようにされるのでし
ょうか。
　馬場　感染症に伴って薬物をのんで
いる場合は、感染がきっかけなのか、
薬剤性なのかはなかなか難しいので、
両方の可能性を考えながら、薬剤性で
あれば薬剤による皮膚テスト、内服テ
スト、リンパ球刺激試験なども行い、
それらが否定されたら感染によるもの
の可能性が高いと考えます。
　池田　一遍治った後、例えば発熱等
が治った後に、落ち着いたのを確かめ
て少し薬物をのんでもらうということ
ですね。
　馬場　はい。誘発テストをすること
もあります。
　池田　一方、動物などが関係する場
合はどうするのでしょうか。
　馬場　動物の場合もなかなか証明は
難しいのですが、例えば猫のフケや毛
に対するアレルギーが疑われる場合、
まずは食物のときと同じように除去試
験、ない環境にしてみて、軽快するか
どうかを見て、そしてまた同じ環境に
戻して、再現性があるかどうかを確か
めます。
　池田　その場合もIgEラストなどは
あまり過信しないほうがいいのですね。
　馬場　はい。でも、一応参考として
調べることは多いですが、それだけで
は断定できず、あくまで除去と負荷で
の確認が必要です。

　池田　特発性じんましんが小児にも
あるという話ですけれども、小児にも
非アレルギー性じんましんがあるのか
という質問なのですが、これはどうい
う答えになるのでしょうか。
　馬場　一般的に小児では成人に比べ
てアレルギー性のじんましんが多い傾
向があるのは確かだと思いますが、小
児でも非アレルギー性のじんましんは
あると思います。
　池田　特発性じんましんはそうなの
でしょうね。先ほど特別な肥満細胞症
とか、家族性に起こるようなものを除
くと、成人で時々経験しますが、小児
でもコリン性じんましんなどはあるの
でしょうか。
　馬場　コリン性じんましんは小児で
も比較的よく見られます。入浴とか運
動とか、興奮したときの発汗時などに、
粟粒ぐらいの小さな膨疹とその周囲の
紅斑が特徴的な症状です。
　池田　それも非アレルギー性という
ことになりますね。
　馬場　はい。
　池田　先ほどの感染症で起こるよう
なものも非アレルギー性ということで
すね。
　馬場　そうですね。感染症が明らか
な原因であると特定することは難しく
て、誘発因子にすぎないと考えると、
特発性に分類されると思いますし、ま
た食事性で起こるものの中にも、例え
ばサバとかマグロとかホウレンソウな

ます。正確な診断と病型分類を行うこ
とによって病態に応じた治療が可能と
なるため、問診や臨床症状によって病
型を推定し、検査で確かめることが重
要と考えます。
　池田　まず特発性ですけれども、こ
れは特に何の誘因もなくて、じんまし
んが出没してしまうということだと思
うのですけれども、２番目の誘発性じ
んましんの原因とされる刺激による、
というのはどのようなものなのでしょ
うか。
　馬場　病型を推定するコツとしては、
まずじんましんが急性に起こったか、
慢性に経過したかを確認することです。
小児の場合、慢性か急性かと分けた場
合に、急性に起こる場合が多いのです
が、急性の場合、感染症が先行したり、
併発していないか、また特定の刺激で
誘発されていないかを聞き出すことが
大事だと思います。特定刺激で多いの
は食物、薬剤、天然ゴム製品などを含
む植物、動物、水やお湯、寒冷や温熱、
物理的な刺激などの関与によって起こ
る場合があるので、それについて尋ね
ます。
　また、小児では時に遺伝性とか血管
性浮腫、肥満細胞腫を思わせるような
色素斑、あるいは皮膚以外の臓器症状
がないかどうかを確認する必要がある
と思います。
　池田　刺激というのは単純に、例え
ば寒冷だとか、ひっかいたりというの

ではなくて、感染症とか薬も含めて、
大きな意味での刺激ということですね。
　馬場　そうですね。
　池田　おそらく何かがベースにあっ
て、そういった刺激が加わることによ
って顕在化するという考えなのですね。
　馬場　そのように考えられます。
　池田　３番目におっしゃった特別な
ものとはどういうものなのでしょうか。
　馬場　小児で特に多いのは肥満細胞
症に生じる色素性じんましんがあり、
他にもじんましん様血管炎、Schnizler
症候群、クリオピリン関連周期熱など
があります。
　池田　それは比較的まれなものです
ね。
　馬場　比較的まれなものですが、一
応そういったものも除外する必要はあ
るかと思います。かなり特異的なので、
まずそれらを除外したうえで、普通の
じんましんの中で、次に何か特定刺激
で誘発されるかどうかを考えて、それ
にも当てはまらない場合には特発性と
鑑別していくほうが、鑑別しやすいと
考えています。
　池田　逆に、特発性と診断された場
合はアレルゲン検査はあまり意味がな
いだろうということになるのでしょう
か。
　馬場　そう思います。あとは誘発因
子を探すということでしょうか。
　池田　刺激性の中で、特に先生がお
っしゃった例えば動物とか薬物が考え
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ンなども同様の注意が必要とされてい
ます。
　抗ヒスタミン薬は、まず単剤を標準
量で処方して、１～２週間は量を変更
せず、１回も休薬せずに内服したうえ
で、症状が消失もしくは改善している
かどうかを確認します。もし改善が見
られなかった場合には２倍量に増量し
たり、種類を変更します。それでも改
善が見られなかった場合には補助的な
治療薬であるH2ブロッカーや抗ロイコ
トリエン拮抗薬などを併用することも
あります。
　症状がほぼ出現しなくなったら、そ
のままの量で維持して、じんましんが
全く出ない状態が１カ月ぐらい続いた
ら、そこで初めて少しずつ減量します。
例えば、１日２回内服する薬なら夜１
回とする、１日１回の薬なら２日に１
回にするなどして漸減しています。そ
のように薬を減らしても１カ月間、症
状が出ないとなれば、さらに３日に１
回にするなど、ゆっくりゆっくり漸減
するほうが再発しにくいと考えていま
す。
　池田　結果的にはかなり長期連用と

いうことになるわけですね。
　馬場　そうですね。難治の方はどう
しても症状を完全に抑え込むには、数
カ月とか、場合によっては１年以上内
服を続けざるを得ない場合も少数なが
らあります。
　池田　おそらく小児科の先生などで
すと、昔の苦い経験からですとか、な
るべく短時間で早く、それもあまり何
種類も使わないという方法だったと思
うのですけれども、今はそういった方
法で、第二世代を使えば特に副作用が
なく可能ということなのでしょうか。
　馬場　そのように思います。
　池田　最近、小児に適応がある抗ヒ
スタミン薬、第二世代がたくさん出て
いますので、それらを応用していくの
ですね。
　馬場　そうですね。
　池田　その前提が、これは本当に特
発性なのか、そのほかなのかという見
極めが大切ですね。
　馬場　はい。まず正確な診断が最も
大切だと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

ど、食品中に含まれるヒスタミン様物
質によって出ているような場合には非
アレルギー性に分類されるかと思いま
す。
　池田　もともとヒスタミンを含んだ
ものを食べて起こるのですね。
　馬場　そうですね。
　池田　それも非アレルギー性なので
すね。やはり一番気になるのは治療、
特に抗ヒスタミン薬を長期服用してい
いのかという話ですけれども、第一世
代といいますか、根幹的な抗ヒスタミ
ン薬はどうしても中枢抑制という話が
あるのでこの質問があると思うのです
けれども、現在ではどのように治療さ
れているのでしょうか。
　馬場　治療の基本はあくまでも原因
や悪化因子を探し出して除去を開始す
ることが第一で、その次に抗ヒスタミ
ン薬を中心とした薬物療法になると思
います。皮疹を誘発するタイプの場合
は症状を誘発する因子を探し出して、
実際に誘発させてみて確認したうえで、
同定された誘発因子を回避する生活指
導ということになりますが、誘発因子
が明らかでない特発性のじんましんの
場合には、対症療法として薬物療法が
主となると思います。
　特発性じんましんの治療では、抗ヒ
スタミン薬がやはり中心となります。
子どもの場合には小児にも適応のある
抗ヒスタミン薬を選ばなければなりま
せんが、わが国における抗ヒスタミン

薬の小児への適応は、ほとんどが２歳
以上にしかなく、低体重出生児や新生
児、乳児に対する安全性は確立してい
ないことになっています。
　わが国のガイドラインでは、特に第
一世代、第二世代のいずれの抗ヒスタ
ミン薬を使用するべきかについての記
載はありませんが、欧州のじんましん
診療ガイドラインでは中枢抑制のない
第二世代、H1受容体拮抗薬の使用が推
奨されています。単剤を標準量で処方
してみて、症状が鎮静化しない場合は
まず４倍量まで抗ヒスタミン薬を増量
し、それでも症状が鎮静化しない場合
は別の種類の薬に切り替えるのがよい
とされています。
　池田　単剤で４倍までということで
すね。
　馬場　はい。
　池田　日本ではどうなのでしょうか。
　馬場　第二世代の抗ヒスタミン薬は、
以前は小児には適応がなかったり、適
応があっても年齢の範囲が狭いものが
多かったのですが、近年は次々と小児
への適応が拡大されていて、薬剤選択
の幅は大きくなってきています。
　一方、第一世代の抗ヒスタミン薬は
中枢神経系へ移行しやすくて、小児で
は眠気以外にも、痙攣、興奮、夜尿な
どの中枢神経症状をきたしやすいので
注意が必要だと思います。第二世代抗
ヒスタミン薬の中でも中枢移行しやす
いオキサミド、メキタジン、セチリジ
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