
養に陥ってきます。
　池脇　確かに私の患者さんで最近、
宅配の食事サービスがあったのだけれ
ども、それがなくなってから、低栄養
で具合が悪くなったという方もいまし
た。そういう環境の方は、生活を含め
た背景から把握しておくことが必要な
のでしょうか。
　岩本　そうですね。生活する地域に
応じて、都会だとわりあい周りにコン
ビニエンスストアがあるのですが、地
方になると、それも遠いところに行か
なければないということで、結局我慢
の生活の中で低栄養が起こってきてい
るのです。
　池脇　質問では対策を教えてくださ
いということで、３つ言われた中の２
番目の薬剤に関しては医師のほうでそ
のあたりをきちんと見分け、必要であ
れば中止、変更するということでいい
ように思うのですが、座位の生活の方、
そして低栄養の高齢者はどうやって対
処していくのでしょう。
　岩本　長時間の不動性座位の場合に
は、少なくとも足を動かしていただく。
座っていてもできる運動があるので、
足を上げて足首を曲げ伸ばしする、あ
るいは横たわって足を上げる、そうい

う中で水分が中枢に戻っていきますし、
あるいはポンプ作用で汲み上げられる
ということもあるので、ぜひ座った姿
勢ででも運動ができることを、指導し
ていただければよいかと思います。
　池脇　どのくらいいるかわかりませ
んが、なかなか自分で動かせないとい
うレベルの方は、周りの方がマッサー
ジする、そういうものも効果があるの
でしょうか。
　岩本　これは、体を横にして足を体
よりも高く上げただけで戻りますし、
あるいはそういった人的な支援があれ
ば、それで足を動かす、あるいは弾性
ストッキングを使って、なるべく足に
むくみが生じないようにすることも、
大事かと思います。
　池脇　低栄養に関しては、栄養状態
を改善することで終わってしまうので
すが、高齢者の置かれている環境によ
って、どう対処するのか、少し難しい
ところがあるような気がしますが、ど
うでしょう。
　岩本　これは地域包括支援センター
を中心にして、介護保険、社会資源を
活用することが大事だと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

東海大学医学部長
坂　部　　貢

（聞き手　池田志斈）

　皮膚の搔痒に対するいわゆる温熱療法は、どの程度支持されているのかご教
示ください。

＜東京都開業医＞

皮膚の搔痒に対する温熱療法

　池田　坂部先生、いろいろなかゆみ
があると思うのですが、どのようなメ
カニズムでかゆみは起こっているので
しょうか。
　坂部　皮膚のかゆみに熱刺激は有効
なのかどうか、一言で言えばそういう
質問なのかと思いますが、皮膚の感覚、
特にかゆみや痛みに関するメカニズム
を総論的にまずお話ししないといけな
いかと思います。最近注目されている
ものに一過性受容器電位チャネル、一
般的にTRP、トリップと呼んでいます
が、化学刺激とか温度を受容してスイ
ッチが入るような、そういった受容体
が注目されています。
　そのTRP受容体は幾つかサブファミ
リーというのがあり、熱刺激に対して
反応するような受容体、特に43度以上
の熱に受容するようなTRP-V１と呼ば

れるものがあります。そういったもの
は、熱い刺激が皮膚に入ったときに、
まずはかゆみを惹起する反応を示すの
ですが、逆にそのスイッチが入った後、
非常に短時間で脱感作が起こって、そ
のかゆみを抑えることが、わかってい
ます。
　そのほか、52度ぐらいの高い温度で
スイッチするようなTRP-V２と呼ばれ
るものもあり、また、32～39度ぐらい
まで、我々がお風呂として入るにはか
なりぬるいと感じるぐらいのものでは、
TRP-V３と呼ばれるものがあります。
　そのほかにも冷たい刺激、25～28度
ぐらいでスイッチが入るようなTRP- 
M８と呼ばれるものがありますが、こ
れは我々の研究室と国立医薬品食品衛
生研究所でクローニングした経験があ
ります。そのほか17度ぐらいのかなり
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と、52度ですね。
　坂部　52度だとかなり、人間が急に
入るのには非現実的な温度だと思いま
すので、いわゆる温泉などでいう高温
浴、42～43度ぐらいがちょうどTRP-V
１のスイッチが入るぐらいの温度かな
と思います。
　池田　43度以上がいいだろうという
話ですが、TRP-V１以外にも、よくヒ
スタミンなどがありますね。そういっ
たものに温度はどうなのでしょうか。
　坂部　TRP-V１も一部ヒスタミンの
受容体も持っているというか、ヒスタ
ミンでもスイッチが入ることがわかっ
ています。
　池田　逆に言うと、ヒスタミンによ
るかゆみがTRPを通じて起こっている。
そこで温熱をかけてTRPのダウンレギ
ュレーションが起こると、ヒスタミン
のかゆみもある程度抑えられる。
　坂部　抑えられると思います。あと、
V１はいわゆるタキキニン類、サブス
タンスPでもスイッチが入ることがわ
かっていますので、総合的なかゆみの
シグナルに対応していることが、少な
くとも動物実験のレベルではわかって
います。
　池田　今のキーワードで、ヒスタミ
ンも、サブスタンスPも出ました。サ
ブスタンスPはよく神経末端から出て
きて、肥満細胞を活性化させますね。
表皮角化細胞も刺激されますが、そう
いったところにTRP受容体が絡んでい

る。
　坂部　絡んでいて、いわゆるneuro-
genic inflammation、神経原性炎症と。
　池田　かゆみのループですね。
　坂部　はい。それに関係しているの
かと考えられています。
　池田　神経にTRP受容体があって、
サブスタンスPやヒスタミンの刺激が
あったら、それも温熱である程度抑え
られるのでしょうか。
　坂部　抑えられる可能性があると思
います。
　池田　こういったかゆみのループと
か、TRPの受容体のことは主に動物実
験で行われているのですか。
　坂部　動物実験で行われていること
が多いです。
　池田　よくTRPの１とか４とか、ノ
ックアウトマウスで、フロアを熱くし
ておいて、どの温度までネズミが歩い
ていくかというのがありますよね。あ
あいうことで見つけられているのです
か。
　坂部　そうですね。あとは交互に
TRP受容体を発現させて、それもいろ
いろなV１を発現させるとか、M８を
発現させるなどして、いろいろな化学
物質を振りかけ、それに反応したとき
に、いわゆるカルシウム・インフラッ
クスが起こるので、光るようにしてあ
げると、TRP受容体を刺激する、いろ
いろな未知のスクリーニングをするこ
とができます。今その遺伝子導入した

低い温度でスイッチが入るようなTRP- 
A１と呼ばれるものもあります。これ
は温度だけではなくて、例えばホルム
アルデヒドとか、化学物質に対する受
容体なども兼ねているものです。
　今回の話で、温かい刺激、熱い刺激
というところであれば、一番関係して
くるのは最初に話したTRP-V１とV２
です。ただ、TRP-V１と冷感刺激を受
容するTRP-A１は、かなり共有してい
るところがあって、その刺激が脊髄の
感覚神経に入っていくときにお互いが
競合することがあり、そういったこと
が温熱刺激を与えるとかゆみが抑えら
れる一つのメカニズムとして考えられ
るかと思います。
　池田　例えば、TRP-V１が刺激され
ると、TRP-A１も刺激される。
　坂部　一緒に刺激されてしまう。
　池田　神経としては勘違いしてしま
って、冷たい感覚も来たりすることで、
かゆみが相殺されるのですね。
　坂部　はい。情報の入力が相殺され
るということです。
　池田　TRP-V１に関して、一度43度
以上で刺激されると、１回かゆみが出
るような感じなのですが、すぐにダウ
ンレギュレーションというか、抑えら
れてきて、かゆみを感じなくなってし
まう。我々がちょっと熱いお湯に入る
と、最初チリチリッとしますが、すぐ
に慣れてしまいますね。
　坂部　慣れて、その温度に適応して

しまいます。熱い温泉に入った後でも、
しばらくすると逆にちょっとぬるめの
感覚があったりするのは、こういった
電位チャネルのダウンレギュレーショ
ンによるものだと思います。あとは、
そのほかのものが活性化されるという
ことです。
　池田　TRP-A１などの活性化によっ
て冷たくも感じてしまうということで
すね。TRP-V１などは神経細胞に発現
されているのでしょうか。
　坂部　自由神経終末の端末であると
か、例えば表皮だとケラチノサイト、
表皮の細胞に発現していたり、そうい
った末梢の組織のかなり広いところに
分布していることが、最近わかってい
ます。
　池田　通常の皮膚だと神経が皮膚表
面に露出しているわけではないので、
どういうことかと思いますが、その表
皮ケラチノサイトに温度が反応して、
ケラチノサイトがレセプターを活性化
する。それから神経のほうにもですか。
　坂部　主にC fiverというC線維を介
して脊髄の後ろのほうに入っていく経
路だと思います。
　池田　ケラチノサイトはたくさんあ
るので、温熱を介してチャンネルが動
いて神経に刺激が加わっていくという
ことですね。逆に言うと、表皮細胞で
TRP-V１のダウンレギュレーションが
起こると神経に行かなくなって、かゆ
みも忘れてしまうのですね。43度以上
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と、52度ですね。
　坂部　52度だとかなり、人間が急に
入るのには非現実的な温度だと思いま
すので、いわゆる温泉などでいう高温
浴、42～43度ぐらいがちょうどTRP-V
１のスイッチが入るぐらいの温度かな
と思います。
　池田　43度以上がいいだろうという
話ですが、TRP-V１以外にも、よくヒ
スタミンなどがありますね。そういっ
たものに温度はどうなのでしょうか。
　坂部　TRP-V１も一部ヒスタミンの
受容体も持っているというか、ヒスタ
ミンでもスイッチが入ることがわかっ
ています。
　池田　逆に言うと、ヒスタミンによ
るかゆみがTRPを通じて起こっている。
そこで温熱をかけてTRPのダウンレギ
ュレーションが起こると、ヒスタミン
のかゆみもある程度抑えられる。
　坂部　抑えられると思います。あと、
V１はいわゆるタキキニン類、サブス
タンスPでもスイッチが入ることがわ
かっていますので、総合的なかゆみの
シグナルに対応していることが、少な
くとも動物実験のレベルではわかって
います。
　池田　今のキーワードで、ヒスタミ
ンも、サブスタンスPも出ました。サ
ブスタンスPはよく神経末端から出て
きて、肥満細胞を活性化させますね。
表皮角化細胞も刺激されますが、そう
いったところにTRP受容体が絡んでい

る。
　坂部　絡んでいて、いわゆるneuro-
genic inflammation、神経原性炎症と。
　池田　かゆみのループですね。
　坂部　はい。それに関係しているの
かと考えられています。
　池田　神経にTRP受容体があって、
サブスタンスPやヒスタミンの刺激が
あったら、それも温熱である程度抑え
られるのでしょうか。
　坂部　抑えられる可能性があると思
います。
　池田　こういったかゆみのループと
か、TRPの受容体のことは主に動物実
験で行われているのですか。
　坂部　動物実験で行われていること
が多いです。
　池田　よくTRPの１とか４とか、ノ
ックアウトマウスで、フロアを熱くし
ておいて、どの温度までネズミが歩い
ていくかというのがありますよね。あ
あいうことで見つけられているのです
か。
　坂部　そうですね。あとは交互に
TRP受容体を発現させて、それもいろ
いろなV１を発現させるとか、M８を
発現させるなどして、いろいろな化学
物質を振りかけ、それに反応したとき
に、いわゆるカルシウム・インフラッ
クスが起こるので、光るようにしてあ
げると、TRP受容体を刺激する、いろ
いろな未知のスクリーニングをするこ
とができます。今その遺伝子導入した

低い温度でスイッチが入るようなTRP- 
A１と呼ばれるものもあります。これ
は温度だけではなくて、例えばホルム
アルデヒドとか、化学物質に対する受
容体なども兼ねているものです。
　今回の話で、温かい刺激、熱い刺激
というところであれば、一番関係して
くるのは最初に話したTRP-V１とV２
です。ただ、TRP-V１と冷感刺激を受
容するTRP-A１は、かなり共有してい
るところがあって、その刺激が脊髄の
感覚神経に入っていくときにお互いが
競合することがあり、そういったこと
が温熱刺激を与えるとかゆみが抑えら
れる一つのメカニズムとして考えられ
るかと思います。
　池田　例えば、TRP-V１が刺激され
ると、TRP-A１も刺激される。
　坂部　一緒に刺激されてしまう。
　池田　神経としては勘違いしてしま
って、冷たい感覚も来たりすることで、
かゆみが相殺されるのですね。
　坂部　はい。情報の入力が相殺され
るということです。
　池田　TRP-V１に関して、一度43度
以上で刺激されると、１回かゆみが出
るような感じなのですが、すぐにダウ
ンレギュレーションというか、抑えら
れてきて、かゆみを感じなくなってし
まう。我々がちょっと熱いお湯に入る
と、最初チリチリッとしますが、すぐ
に慣れてしまいますね。
　坂部　慣れて、その温度に適応して

しまいます。熱い温泉に入った後でも、
しばらくすると逆にちょっとぬるめの
感覚があったりするのは、こういった
電位チャネルのダウンレギュレーショ
ンによるものだと思います。あとは、
そのほかのものが活性化されるという
ことです。
　池田　TRP-A１などの活性化によっ
て冷たくも感じてしまうということで
すね。TRP-V１などは神経細胞に発現
されているのでしょうか。
　坂部　自由神経終末の端末であると
か、例えば表皮だとケラチノサイト、
表皮の細胞に発現していたり、そうい
った末梢の組織のかなり広いところに
分布していることが、最近わかってい
ます。
　池田　通常の皮膚だと神経が皮膚表
面に露出しているわけではないので、
どういうことかと思いますが、その表
皮ケラチノサイトに温度が反応して、
ケラチノサイトがレセプターを活性化
する。それから神経のほうにもですか。
　坂部　主にC fiverというC線維を介
して脊髄の後ろのほうに入っていく経
路だと思います。
　池田　ケラチノサイトはたくさんあ
るので、温熱を介してチャンネルが動
いて神経に刺激が加わっていくという
ことですね。逆に言うと、表皮細胞で
TRP-V１のダウンレギュレーションが
起こると神経に行かなくなって、かゆ
みも忘れてしまうのですね。43度以上
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イーストを使って、いろいろやろうと
しているところです。
　池田　TRP受容体に反応する物質、
カプサイシンもそうですね。
　坂部　はい。
　池田　カプサイシンも一時、かゆみ
を抑えるのではないかということでし
たが、こういうものがTRPを介して動
いているわけですね。
　坂部　はい。ですから、実際、例え
ば39度ぐらいのぬるいお湯に入ってい
ても、そこにカプサイシンが入ってい
ると多分43度ぐらいの感じになると思
います。
　池田　合わせ技のようなかたちです
ね。
　坂部　よく入浴剤などでもトウガラ
シの成分といってカプサイシンが入っ
ているものがあって、体がほてるよう
な感じになるような効果効能が書いて
ある入浴剤があります。
　池田　そういうことなのですね。な
んであれが入っているのかと思って。
よく高齢の方で「熱いお湯じゃないと
だめだよ」と言って、周りに心臓に悪
いからと言われているような方には、
逆にカプサイシンを入れたようなお風
呂で満足感が得られるのですね。
　坂部　満足感が得られると思います

し、電気代も助かるのではないかと思
います。
　池田　確かに、高温を維持するため
に沸かし続けるのはたいへんですから
ね。非常におもしろいですね。逆に言
うと、かゆみをとめるだけではなくて、
皮膚の感覚をこういったものでコント
ロールできるのですね。
　坂部　はい。あとは、ハッカのよう
な、メントールのような清涼感といい
ますか、それもTRP受容体を介してス
イッチが入ってきます。
　池田　例えば夏場、お風呂に入って、
あがった後、ちょっと暑いなというと
きは、メンソール系のものを入れると
か。
　坂部　冷感刺激を与えるような、
TRP-M８はまさにメントールの受容
体なので、25～28度ぐらいの温度でス
イッチが入るものですから。
　池田　例えば39度ぐらいのお風呂で
も。
　坂部　メントールを入れておくと、
あがった後にクールな感じがします。
　池田　我々が経験的に昔から感じて
いることを、先生が科学的に証明され
たということですね。どうもありがと
うございました。

日本医科大学千葉北総病院皮膚科教授
幸　野　　健

（聞き手　池田志斈）

　蕁麻疹診療ガイドラインについてご教示ください。
＜東京都勤務医＞

蕁麻疹診療ガイドライン

　池田　幸野先生、蕁麻疹診療ガイド
ラインについてという質問ですが、そ
もそもガイドラインというのはどんな
ものなのでしょうか。
　幸野　診療ガイドラインというのは、
ある疾患に関して、その専門家たちが
集まって、自分たちの経験や知識を開
陳するだけではなくて、いろいろな臨
床試験の結果、つまりエビデンスをま
とめ上げて、できるだけEBMにのっ
とって治療の推奨度を決めていくとい
うかたちで書かれたものです。現時点
においてはEBMにのっとった診療ガ
イドラインを使って診断し、治療する
ということが一番合理的だと考えられ
るわけです。
　池田　蕁麻疹の診療ガイドラインと
いうのは2011年ごろにつくられている
のですけれども、現在は改訂されてい
るのでしょうか。

　幸野　広島大学皮膚科の秀先生を中
心として委員会が今改訂中です。
　池田　まだ内容は決まっていないと
思うのですけれども、どのようなもの
が新しいものとして含まれたのでしょ
うか。
　幸野　秀先生にお聞きしたところで
は、今後はいろいろな治療をやっても
効かない患者さんに関して、生物製剤、
抗IgE抗体であるところのオマリズマ
ブなどを評価していこうということで
す。これは非常によく効くことはわか
っているのですけれども、かなり高価
ですし、また従来の治療が効かないと
いうことで、始める時点はわかるので
すけれども、いつまで続けるかという
ことが非常に大きい問題になります。
一般に、ある薬剤で効果があったとし
て、いつその薬を中止したらよいかと
いうことはなかなか決められないので
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