
炎というお話が出たのですが、これは
最近はどのように治療されるのでしょ
うか。
　関東　以前はステロイド外用剤ばか
り使っていましたけれども、皮脂の常
在菌のコントロールをしたほうがいい
ということを今、多くの先生が認めて
いると思います。抗真菌剤の外用を、
特に脂漏部位、眉毛、鼻翼、皮脂分泌
の多いようなところに使います。脂漏
性皮膚炎でもかさついたり、赤くなっ
たりということがありますので、保湿
をしながら、皮脂分泌のコントロール
がうまくいくような指導をします。乾
燥しているところと、少し脂っぽいと
ころの差が激しいと、よけい赤くなっ
たり、かさかさしたりするので、スキ
ンケアが大事かなと思います。
　池田　背景に皮脂の変化があるわけ
ですね。

　関東　そうですね。
　池田　そこに紫外線が加わったり、
常在菌が絡んだり、以前ですと「皮膚
炎だからステロイド」と言っていた。
これはかえってよくないわけですね。
　関東　そうですね。病気を悪くしま
す。ステロイド外用剤による酒さ様の
皮膚炎は、かえって赤さを助長してし
まうことがあります。
　池田　それもまたひどいですね。
　関東　ですから、専門の医師にきち
んと皮膚の疾患、内臓が悲鳴を上げて
いることで起こってくるような皮膚疾
患、治療は少し工夫をされないと、副
作用でより悪くなってくる酒さという
病気もあります。ぜひ専門医のご意見
をいただくというのが大事な疾患かな
と思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所 准教授
冨　永　光　俊

（聞き手　山内俊一）

　2015年７月にアトピー性皮膚炎の原因として、アストロサイトの活性化や
それが作り出す蛋白質が脊髄後角ニューロンでのかゆみ伝達物質の作用を強め
るということが発表されました。
　これに関する少し詳しい解説と、アトピー性皮膚炎治療薬の開発状況等につ
いてご教示ください。

＜東京都開業医＞

アトピー性皮膚炎の原因と治療

　山内　冨永先生、まず、痛みという
と、生体からの一つのアラームという
ことで、イメージ的にはその必然性も
よくわかるのですが、アトピー性皮膚
炎などに見られるかゆみは役立たない
ような気もします。生理的にこれは必
要なものだと考えられているのでしょ
うか。
　冨永　かゆみも痛みと同様にアラー
ムであると考えられています。例えば、
皮膚に虫とか、何か外部の異物が付着
した場合、それをひっかくことで除去
しようとするシステム、それを作動さ
せるための感覚であると考えられてい
ます。
　山内　そうしますと、合目的ですし、

なぜ皮膚だけがかゆいのかが、よくわ
かりますね。
　冨永　胃がかゆいことはないと思い
ます。
　山内　そうですね。内臓がかゆいと
たまったものではありませんね。ただ
し、皮膚がかゆくても、アトピーの患
者さんなどはもんどり打つぐらいたい
へんだと想像されますね。まずこの発
症メカニズムですが、アトピー性皮膚
炎は、一般的には自己免疫性疾患では
ないかというイメージですが、これは
正しい理解なのでしょうか。
　冨永　そのように考えられています
が、まだ科学的なエビデンスは乏しい
と思います。
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すので、アトピー性皮膚炎のかゆみに
は、アストロサイトだけではなくて、
ミクログリアも関係しているだろうと
考えています。
　山内　そのあたりのメカニズムがわ
かってくると、例えば蛋白に対する抗
体をつくってみたらどうかとか、そう
いった感じになってきますね。
　冨永　そう思います。
　山内　具体的にそのあたりで今なさ
れているお仕事を少しご紹介願えます
か。
　冨永　新しい治療薬の開発状況とし
ては、まだアストロサイトやミクログ
リアに対する治療薬は開発されていま
せん。しかし現状ではアトピー性皮膚
炎のかゆみに関係しているインターロ
イキン31（IL-31）の受容体に対する抗
体、これが非常にアトピー性皮膚炎の
かゆみを抑制することがわかってきま
した。
　山内　具体的にそれに絡むような薬
も開発されつつあるのでしょうか。
　冨永　ネモリズマブという抗体が今
開発途中でして、このネモリズマブを
中等度から重度のアトピー性皮膚炎患
者さんに投与すると、非常にかゆみが
抑制されることが報告されています。
　山内　かゆみが本体の病気ですから、
それが抑えられるだけでも随分治療法
が違ってきますね。
　冨永　はい。
　山内　ほかにもそれに近いようなも

のは考えられているのでしょうか。
　冨永　アトピー性皮膚炎の発症には
TH２サイトカインが重要であるとい
われています。中でも、インターロイ
キン４とか13というものが非常に大切
な役割をしているのですが、このIL-４
の受容体に対する抗体が開発されてい
ます。
　山内　臨床試験に進むかどうかとい
ったあたりでしょうか。
　冨永　これはすでに臨床試験が終わ
っています。デュピルマブというので
すが、皮膚炎の改善も認められますし、
かゆみも、完全ではないですが、抑制
するという報告がされています。
　山内　現在ではそういった薬が第一
選択薬になっていると考えてよいので
すね。
　冨永　ただ、抗体薬は高価な薬なの
で、なかなか使い方が難しいかと思い
ます。
　山内　かゆみといいますと、我々は
つい抗ヒスタミン薬でいいではないか
とか、ステロイドを塗ってしまうので
すが、かゆみは抗ヒスタミン薬では抑
えきれないのでしょうか。
　冨永　じんましんなどはヒスタミン
によってかゆみが生じるので、そうい
った場合は抗ヒスタミン薬が奏効しま
す。しかし、アトピー性皮膚炎の患者
さんの場合、ヒスタミンも関係してい
ますが、それ以外のたくさんのかゆみ
を起こす物質によってかゆみが起きて

　山内　原因は不明というところです
か。
　冨永　はい。
　山内　そうしますと、かゆみを引き
起こすメカニズムも複雑かつ不明点が
多いのでしょうが、当座、かゆみに対
してどう対処するかになってきますね。
　冨永　そのとおりだと思います。
　山内　質問の中にあるアストロサイ
トとはどういった細胞なのでしょうか。
　冨永　アストロサイトというのは、
神経細胞に対して栄養供給したり、神
経細胞同士の伝達を調節したりしてい
る細胞です。
　山内　これがないと、円滑な伝達が
できないとか、あるいは神経細胞も極
端にいえば栄養不足になると考えてよ
ろしいのでしょうか。
　冨永　はい。
　山内　非常に重要な細胞だというの
はわかるのですが、この質問によると、
活性化されてしまって、何かの蛋白質
を出すとのことですが、どういうこと
なのでしょうか。
　冨永　アトピー性皮膚炎を発症した
動物の場合、その脊髄を見てみると、
まずアストロサイトが活性化していま
す。その活性化したアストロサイトか
らはリポカリン２という蛋白質が産生
されて分泌されています。このリポカ
リン２は、通常のかゆみよりももっと
かゆみを増強させてしまうように働い
ていることがわかってきました。

　山内　かゆい場所で神経細胞に働く
と考えてよいですか。随分離れている
感じがしますが。
　冨永　神経細胞の周辺にアストロサ
イトがいますので、おそらくそのよう
に働いているだろうと思われます。
　山内　脊髄から、そういったほうに
も働いていく、伝達していくのでしょ
うか。
　冨永　神経は脊髄の中にいまして、
もちろんアストロサイトもいますが、
神経伝達機構、すなわちシナプスの周
辺にアストロサイトがいて、そこのシ
ナプスに対してリポカイン２を放出し、
かゆみの神経伝達を増強させてしまう
働き方をしているのではないかといわ
れています。
　山内　ただ、このあたりといいます
と、アストロサイト以外にもいろいろ
な細胞があるのでしょうね。
　冨永　我々はアストロサイトに加え
て、もう一つのグリア細胞であるミク
ログリア細胞、これもアトピー性皮膚
炎のかゆみに非常に重要な役割をして
いるだろうと考えています。
　山内　具体的にはどういった作用な
のでしょうか。
　冨永　作用はまだわからないのです
が、我々の研究によりミクログリアを
抑制させるミノサイクリン、これをア
トピー性皮膚炎を発症した動物の脊髄
の中に投与すると、そのかゆみが抑制
されることが明らかとなりました。で
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すので、アトピー性皮膚炎のかゆみに
は、アストロサイトだけではなくて、
ミクログリアも関係しているだろうと
考えています。
　山内　そのあたりのメカニズムがわ
かってくると、例えば蛋白に対する抗
体をつくってみたらどうかとか、そう
いった感じになってきますね。
　冨永　そう思います。
　山内　具体的にそのあたりで今なさ
れているお仕事を少しご紹介願えます
か。
　冨永　新しい治療薬の開発状況とし
ては、まだアストロサイトやミクログ
リアに対する治療薬は開発されていま
せん。しかし現状ではアトピー性皮膚
炎のかゆみに関係しているインターロ
イキン31（IL-31）の受容体に対する抗
体、これが非常にアトピー性皮膚炎の
かゆみを抑制することがわかってきま
した。
　山内　具体的にそれに絡むような薬
も開発されつつあるのでしょうか。
　冨永　ネモリズマブという抗体が今
開発途中でして、このネモリズマブを
中等度から重度のアトピー性皮膚炎患
者さんに投与すると、非常にかゆみが
抑制されることが報告されています。
　山内　かゆみが本体の病気ですから、
それが抑えられるだけでも随分治療法
が違ってきますね。
　冨永　はい。
　山内　ほかにもそれに近いようなも

のは考えられているのでしょうか。
　冨永　アトピー性皮膚炎の発症には
TH２サイトカインが重要であるとい
われています。中でも、インターロイ
キン４とか13というものが非常に大切
な役割をしているのですが、このIL-４
の受容体に対する抗体が開発されてい
ます。
　山内　臨床試験に進むかどうかとい
ったあたりでしょうか。
　冨永　これはすでに臨床試験が終わ
っています。デュピルマブというので
すが、皮膚炎の改善も認められますし、
かゆみも、完全ではないですが、抑制
するという報告がされています。
　山内　現在ではそういった薬が第一
選択薬になっていると考えてよいので
すね。
　冨永　ただ、抗体薬は高価な薬なの
で、なかなか使い方が難しいかと思い
ます。
　山内　かゆみといいますと、我々は
つい抗ヒスタミン薬でいいではないか
とか、ステロイドを塗ってしまうので
すが、かゆみは抗ヒスタミン薬では抑
えきれないのでしょうか。
　冨永　じんましんなどはヒスタミン
によってかゆみが生じるので、そうい
った場合は抗ヒスタミン薬が奏効しま
す。しかし、アトピー性皮膚炎の患者
さんの場合、ヒスタミンも関係してい
ますが、それ以外のたくさんのかゆみ
を起こす物質によってかゆみが起きて

　山内　原因は不明というところです
か。
　冨永　はい。
　山内　そうしますと、かゆみを引き
起こすメカニズムも複雑かつ不明点が
多いのでしょうが、当座、かゆみに対
してどう対処するかになってきますね。
　冨永　そのとおりだと思います。
　山内　質問の中にあるアストロサイ
トとはどういった細胞なのでしょうか。
　冨永　アストロサイトというのは、
神経細胞に対して栄養供給したり、神
経細胞同士の伝達を調節したりしてい
る細胞です。
　山内　これがないと、円滑な伝達が
できないとか、あるいは神経細胞も極
端にいえば栄養不足になると考えてよ
ろしいのでしょうか。
　冨永　はい。
　山内　非常に重要な細胞だというの
はわかるのですが、この質問によると、
活性化されてしまって、何かの蛋白質
を出すとのことですが、どういうこと
なのでしょうか。
　冨永　アトピー性皮膚炎を発症した
動物の場合、その脊髄を見てみると、
まずアストロサイトが活性化していま
す。その活性化したアストロサイトか
らはリポカリン２という蛋白質が産生
されて分泌されています。このリポカ
リン２は、通常のかゆみよりももっと
かゆみを増強させてしまうように働い
ていることがわかってきました。

　山内　かゆい場所で神経細胞に働く
と考えてよいですか。随分離れている
感じがしますが。
　冨永　神経細胞の周辺にアストロサ
イトがいますので、おそらくそのよう
に働いているだろうと思われます。
　山内　脊髄から、そういったほうに
も働いていく、伝達していくのでしょ
うか。
　冨永　神経は脊髄の中にいまして、
もちろんアストロサイトもいますが、
神経伝達機構、すなわちシナプスの周
辺にアストロサイトがいて、そこのシ
ナプスに対してリポカイン２を放出し、
かゆみの神経伝達を増強させてしまう
働き方をしているのではないかといわ
れています。
　山内　ただ、このあたりといいます
と、アストロサイト以外にもいろいろ
な細胞があるのでしょうね。
　冨永　我々はアストロサイトに加え
て、もう一つのグリア細胞であるミク
ログリア細胞、これもアトピー性皮膚
炎のかゆみに非常に重要な役割をして
いるだろうと考えています。
　山内　具体的にはどういった作用な
のでしょうか。
　冨永　作用はまだわからないのです
が、我々の研究によりミクログリアを
抑制させるミノサイクリン、これをア
トピー性皮膚炎を発症した動物の脊髄
の中に投与すると、そのかゆみが抑制
されることが明らかとなりました。で
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のも知られているのでしょうか。
　冨永　例えば、アトピー性皮膚炎の
患者さんでは、かゆみ過敏が非常に大
きな問題です。その理由としては、皮
膚の中、特に表皮に神経線維がたくさ
ん侵入して増加していることがわかっ

てきています（図）。
　山内　それによって普通の人よりも
はるかに強く、かゆみに過敏になって
いると考えてよいのですね。
　冨永　そう思っています。
　山内　ありがとうございました。

いると考えられています。
　山内　かゆみの原因となる物質が非
常に多いのですね。
　冨永　非常に多くて、セロトニンだ
ったり、あるいはプロテアーゼ、今お
話ししたIL-31、そういったものも含
めて近年たくさん報告されています。
　山内　そうしますと、かゆいからと
いって、手近な薬を塗っても効かない
という例は当然あるのですね。
　冨永　そうですね。
　山内　とりあえずステロイドを使う
のが今までの治療法のように思います
が、これは原因療法となっているかど
うかは別にしても、かゆみがおさまる
とは限らないと考えてよいのですね。
　冨永　そうですね。かゆみの研究は
非常に遅れています。理由としては、
かゆみは死に直結しないので、研究さ
れにくい分野であるからだと思います。
これからかゆみの分野が研究されてく
れば、疾患ごとのかゆみに対する治療
薬の研究が非常に進み、開発されると
期待しています。
　山内　確かに、かゆみ、アトピー性
皮膚炎によるものが代表的なものです
が、それこそ死に直結しないという意
味では少し軽んじられてきたところは
ありますね。ただ、患者さんの苦しみ
は非常にたいへんなもので、激しいか
ゆみが来る印象があるのですが、実際、
激しいのでしょうね。
　冨永　すごく強い、夜も眠れないぐ

らいのかゆみ、そういうかゆみを伴う
場合、抗ヒスタミン薬も効きませんし、
何をしても治らない。そういう患者さ
んは生活の質も低下してしまって、う
つになってしまう場合も多いといわれ
ています。
　山内　皮膚のほうの変化といったも
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のも知られているのでしょうか。
　冨永　例えば、アトピー性皮膚炎の
患者さんでは、かゆみ過敏が非常に大
きな問題です。その理由としては、皮
膚の中、特に表皮に神経線維がたくさ
ん侵入して増加していることがわかっ

てきています（図）。
　山内　それによって普通の人よりも
はるかに強く、かゆみに過敏になって
いると考えてよいのですね。
　冨永　そう思っています。
　山内　ありがとうございました。

いると考えられています。
　山内　かゆみの原因となる物質が非
常に多いのですね。
　冨永　非常に多くて、セロトニンだ
ったり、あるいはプロテアーゼ、今お
話ししたIL-31、そういったものも含
めて近年たくさん報告されています。
　山内　そうしますと、かゆいからと
いって、手近な薬を塗っても効かない
という例は当然あるのですね。
　冨永　そうですね。
　山内　とりあえずステロイドを使う
のが今までの治療法のように思います
が、これは原因療法となっているかど
うかは別にしても、かゆみがおさまる
とは限らないと考えてよいのですね。
　冨永　そうですね。かゆみの研究は
非常に遅れています。理由としては、
かゆみは死に直結しないので、研究さ
れにくい分野であるからだと思います。
これからかゆみの分野が研究されてく
れば、疾患ごとのかゆみに対する治療
薬の研究が非常に進み、開発されると
期待しています。
　山内　確かに、かゆみ、アトピー性
皮膚炎によるものが代表的なものです
が、それこそ死に直結しないという意
味では少し軽んじられてきたところは
ありますね。ただ、患者さんの苦しみ
は非常にたいへんなもので、激しいか
ゆみが来る印象があるのですが、実際、
激しいのでしょうね。
　冨永　すごく強い、夜も眠れないぐ

らいのかゆみ、そういうかゆみを伴う
場合、抗ヒスタミン薬も効きませんし、
何をしても治らない。そういう患者さ
んは生活の質も低下してしまって、う
つになってしまう場合も多いといわれ
ています。
　山内　皮膚のほうの変化といったも
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図　健常皮膚およびAD皮膚における
　　表皮内神経線維の分布

健常者（a）、AD患者（b）の皮膚に分布
する神経線維（白色）を抗PGP9.5抗体に
よる免疫組織化学法で視覚化した。

（a）健常皮膚

（b）AD皮膚

表皮

表皮

真皮

真皮
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