
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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２回、朝夕というパターンも難しいで
しょうし、それと患者さんの性格です
ね、なかなか２回のむのが難しいとい
う方もいらっしゃいます。それから食
事の影響を受ける患者さんに朝夕出し
たくても、朝ごはんは食べないという
方がいらっしゃると、お昼と夕食とい
うことになってしまいますので、その
ようなことから患者さんの性格あるい
は生活パターン、あるいはかゆみが出
てくる時間帯にもよります。１日に何
回もかゆみが出るタイプと、１日にま
とまって、ある一定の時間になると出
るという方もいらっしゃいます。そう
いう場合は１日１回の薬でもいいわけ
です。
　もう一つは、先ほど申し上げた患者
さんの性格で、１日１回の薬剤のほう
がアドヒアランスは高いということも
報告されていますので、患者さんと話
をしながら決めていくということです。
この辺はガイドラインの運用の仕方で、
患者さんと医師との関係で、いろいろ
なことを患者さんからお聞きして、相
談のうえで決めていくことになります。
　池田　１つ選んで始めた場合、どの
くらいの期間をもって効果があるとか
ないとか判断されるのでしょうか。
　幸野　蕁麻疹の場合も、急性蕁麻疹
と慢性蕁麻疹と２つあります。日本で
は急性蕁麻疹は１カ月以内の発症のも
ので、１カ月以上は慢性蕁麻疹。海外
では６～８週間以上続いているものを

もって慢性蕁麻疹といっています。
　急性蕁麻疹の場合は、患者さんは、
特に初めて蕁麻疹を経験された方は、
自分の体に様々な模様が浮かび上がる
ということ自体が非常に気持ちが悪い
ものですから、早く治してあげないと、
患者さんの悩みはますます大きくなっ
てくるわけです。ですから、これはガ
イドラインには書いていませんけれど
も、私の場合は、翌日に診察、あるい
は２～３日以内に診察するようにして
いますので、薬の判定はそのぐらい短
くなります。
　ただ、皮膚科領域でも一番困る患者
さんは慢性蕁麻疹で、何カ月も続いて
いるという方の場合は、できるだけ短
期間で薬の効果を見たほうがいいので
すけれども、３日、５日、あるいは１
週間以内に判定をしてあげるほうがい
いと思います。ガイドラインには何日
以内で判定せよというのは、一部指針
としては書いてありますけれども、エ
ビデンスを持って書いているわけでは
ありません。
　池田　それで有効であるなら続けれ
ばいいのですけれども、無効と判断さ
れたときはどのようにされるのでしょ
うか。
　幸野　我々から見て無効であるか、
有効であるかというのは、蕁麻疹の場
合、なかなか決めにくいです。患者さ
ん自身がどのように考えているかとい
うことで、ひどいときの写真を撮って

す。そういうエビデンスがあまりあり
ませんので、次の改訂でも、また今後
の問題ということになりがちなのです。
　池田　オマリズマブというものはけ
っこう欧米で使われているとうかがっ
たのですけれども。
　幸野　海外では非常によく使われて
います。日本でも承認がおりています
ので、我々の施設でも使い始めていま
す。非常に有効性は高いです。危険性
もそれほど高くありません。ただ、非
常に高価であり、患者さんがなかなか
続けづらいという問題はあるかもしれ
ません。
　池田　値段の問題ですね。蕁麻疹と
いうのは非常によくある疾患ですので、
あまり高いものをずっと続けるという
のは難しいですね。
　幸野　ただ、慢性蕁麻疹で非常に苦
しんでおられる方のQOLに与える影響
というのは、心臓疾患の患者さんと同
じぐらいというデータもありますので、
そういう難治の患者さんの場合には使
うということも一つの大きな選択肢に
はなると思います。
　池田　そういう意味では、将来的に
はガイドラインを改訂しなければいけ
ないことになりますね。
　幸野　そうですね。
　池田　現在のガイドラインに戻るの
ですけれども、抗ヒスタミン薬を含め
て、いろいろな薬が蕁麻疹に使われま
すが、まず最初に使われる薬はどんな

ものでしょうか。
　幸野　ガイドラインで一番お勧めし
ているのは第二世代の非鎮静性の抗ヒ
スタミン薬です。第一世代の抗ヒスタ
ミン薬というのは、脳の中のH1レセプ
ターの占拠率が非常に高くて鎮静性が
高い。ですから、眠いですし、インペ
アード・パフォーマンスと申しまして、
眠気とは関係のない様々な能力が下が
ることが報告されています。つまり、
運転能力も下がりますし、あるいは学
生さんであれば学習能力も下がります
し、いろいろな問題を起こしますので、
第一世代、古い世代の鎮静性の抗ヒス
タミン薬はできるだけ避けて、第二世
代の非鎮静性の抗ヒスタミン薬、脳内
のH1レセプター占拠率が低くて、脳に
あまり影響を与えずに、抗アレルギー
作用のほうを強く出すような薬剤を使
うことを推奨しています。ただし、抗
ヒスタミン薬の場合は様々な種類があ
ります。
　池田　どれから始めるというのは具
体的には書いていないわけですね。
　幸野　それは決めていません。
　池田　よく１日２回のむタイプのも
のとか、１日１回でいいもの、それか
ら食事の影響を受けるもの、受けない
ものがありますが、それはどのように
選択されるのでしょうか。
　幸野　患者さんの生活パターンを考
えるということが一番大事だと思いま
す。例えば、夜勤の方であれば、１日
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２回、朝夕というパターンも難しいで
しょうし、それと患者さんの性格です
ね、なかなか２回のむのが難しいとい
う方もいらっしゃいます。それから食
事の影響を受ける患者さんに朝夕出し
たくても、朝ごはんは食べないという
方がいらっしゃると、お昼と夕食とい
うことになってしまいますので、その
ようなことから患者さんの性格あるい
は生活パターン、あるいはかゆみが出
てくる時間帯にもよります。１日に何
回もかゆみが出るタイプと、１日にま
とまって、ある一定の時間になると出
るという方もいらっしゃいます。そう
いう場合は１日１回の薬でもいいわけ
です。
　もう一つは、先ほど申し上げた患者
さんの性格で、１日１回の薬剤のほう
がアドヒアランスは高いということも
報告されていますので、患者さんと話
をしながら決めていくということです。
この辺はガイドラインの運用の仕方で、
患者さんと医師との関係で、いろいろ
なことを患者さんからお聞きして、相
談のうえで決めていくことになります。
　池田　１つ選んで始めた場合、どの
くらいの期間をもって効果があるとか
ないとか判断されるのでしょうか。
　幸野　蕁麻疹の場合も、急性蕁麻疹
と慢性蕁麻疹と２つあります。日本で
は急性蕁麻疹は１カ月以内の発症のも
ので、１カ月以上は慢性蕁麻疹。海外
では６～８週間以上続いているものを

もって慢性蕁麻疹といっています。
　急性蕁麻疹の場合は、患者さんは、
特に初めて蕁麻疹を経験された方は、
自分の体に様々な模様が浮かび上がる
ということ自体が非常に気持ちが悪い
ものですから、早く治してあげないと、
患者さんの悩みはますます大きくなっ
てくるわけです。ですから、これはガ
イドラインには書いていませんけれど
も、私の場合は、翌日に診察、あるい
は２～３日以内に診察するようにして
いますので、薬の判定はそのぐらい短
くなります。
　ただ、皮膚科領域でも一番困る患者
さんは慢性蕁麻疹で、何カ月も続いて
いるという方の場合は、できるだけ短
期間で薬の効果を見たほうがいいので
すけれども、３日、５日、あるいは１
週間以内に判定をしてあげるほうがい
いと思います。ガイドラインには何日
以内で判定せよというのは、一部指針
としては書いてありますけれども、エ
ビデンスを持って書いているわけでは
ありません。
　池田　それで有効であるなら続けれ
ばいいのですけれども、無効と判断さ
れたときはどのようにされるのでしょ
うか。
　幸野　我々から見て無効であるか、
有効であるかというのは、蕁麻疹の場
合、なかなか決めにくいです。患者さ
ん自身がどのように考えているかとい
うことで、ひどいときの写真を撮って

す。そういうエビデンスがあまりあり
ませんので、次の改訂でも、また今後
の問題ということになりがちなのです。
　池田　オマリズマブというものはけ
っこう欧米で使われているとうかがっ
たのですけれども。
　幸野　海外では非常によく使われて
います。日本でも承認がおりています
ので、我々の施設でも使い始めていま
す。非常に有効性は高いです。危険性
もそれほど高くありません。ただ、非
常に高価であり、患者さんがなかなか
続けづらいという問題はあるかもしれ
ません。
　池田　値段の問題ですね。蕁麻疹と
いうのは非常によくある疾患ですので、
あまり高いものをずっと続けるという
のは難しいですね。
　幸野　ただ、慢性蕁麻疹で非常に苦
しんでおられる方のQOLに与える影響
というのは、心臓疾患の患者さんと同
じぐらいというデータもありますので、
そういう難治の患者さんの場合には使
うということも一つの大きな選択肢に
はなると思います。
　池田　そういう意味では、将来的に
はガイドラインを改訂しなければいけ
ないことになりますね。
　幸野　そうですね。
　池田　現在のガイドラインに戻るの
ですけれども、抗ヒスタミン薬を含め
て、いろいろな薬が蕁麻疹に使われま
すが、まず最初に使われる薬はどんな

ものでしょうか。
　幸野　ガイドラインで一番お勧めし
ているのは第二世代の非鎮静性の抗ヒ
スタミン薬です。第一世代の抗ヒスタ
ミン薬というのは、脳の中のH1レセプ
ターの占拠率が非常に高くて鎮静性が
高い。ですから、眠いですし、インペ
アード・パフォーマンスと申しまして、
眠気とは関係のない様々な能力が下が
ることが報告されています。つまり、
運転能力も下がりますし、あるいは学
生さんであれば学習能力も下がります
し、いろいろな問題を起こしますので、
第一世代、古い世代の鎮静性の抗ヒス
タミン薬はできるだけ避けて、第二世
代の非鎮静性の抗ヒスタミン薬、脳内
のH1レセプター占拠率が低くて、脳に
あまり影響を与えずに、抗アレルギー
作用のほうを強く出すような薬剤を使
うことを推奨しています。ただし、抗
ヒスタミン薬の場合は様々な種類があ
ります。
　池田　どれから始めるというのは具
体的には書いていないわけですね。
　幸野　それは決めていません。
　池田　よく１日２回のむタイプのも
のとか、１日１回でいいもの、それか
ら食事の影響を受けるもの、受けない
ものがありますが、それはどのように
選択されるのでしょうか。
　幸野　患者さんの生活パターンを考
えるということが一番大事だと思いま
す。例えば、夜勤の方であれば、１日
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で、患者さんと相談のうえで、初期に
はプレドニゾロン10～15㎎程度、これ
でだめなときには場合によっては、患
者さんに十分感染に注意させながら、
プレドニゾロン20㎎以上投与すること
もあります。ガイドラインにもそのこ
とは記載されています。
　池田　最終的にシクロスポリンと書
いてありますけれども、これもステロ
イドがだめか、使えない場合でしょう
か。
　幸野　そうですね。ステロイドが使
えない患者さん、あるいはステロイド
は絶対使いたくないという患者さん、
あるいは逆にプレドニゾロンが効かな
い患者さんの場合には、シクロスポリ
ンを内服してもらうこともあります。
　池田　やはりこれもやめ方が難しい
と思うのですけれども。
　幸野　感染という副作用もあります

し、いつまで続けるかというエビデン
スがないのです。抗ヒスタミン薬の場
合は、慢性蕁麻疹では少なくとも２～
３カ月続けてから、膨疹が出なくても、
そのぐらい続けてからやめるのがよい
というエビデンスはあるのですけれど
も、プレドニゾロンやシクロスポリン
についてはそういうエビデンスがない
のです。
　池田　今後改訂されてオマリズマブ
が入ったとしても、いつどのようにや
めるかというのはなかなか決められな
いということでしょうか。
　幸野　今後とも難しい問題かなと思
います。
　池田　そういう面では、またさらに
エビデンスをためて、やめる時期まで
考えていくということですね。
　幸野　はい。
　池田　ありがとうございました。

きてもらったりすることもありますけ
れども、相談しながら「どうですか」
と聞いて、効いていないなということ
であれば変更もしくは次のパターンに
入るというのが一番いいのではないか
と思っています。
　池田　変更はほかの非鎮静性のもの
に変えていくということですね。
　幸野　はい。第二世代の抗ヒスタミ
ン薬の中で変更していくということで
す。
　池田　第二世代で変えていくという
ことですね。
　幸野　一部エビデンスが出かかって
はいるのですけれども、今までのガイ
ドラインではまだ明確に書けていない
のですが、ピペラジン-ピペリジン系
から三環系、あるいは逆に違う系統の
ものに変えたほうがいいのではないか
というのが、島根大学皮膚科の森田教
授からの提案で、そのような方法を使
っている方もいらっしゃいます。私自
身もそのような方法を使っています。
　池田　系統の異なるものに変えてい
くということですね。量を増やすこと
はないのですか。
　幸野　海外のガイドラインでは患者
さんの薬剤の吸収あるいは分解、ある
いは病気の強さということを考えて、
４倍量ぐらいまでは認める方向になっ
ています。あくまで第二世代の非鎮静
性のものにかぎってではありますが、
４倍ぐらいまで増やすことが有効であ

るというエビデンスも出ています。た
だ、日本の場合は保険診療の縛りがあ
りますから、増量としても２倍程度が
いいのではないかと思います。
　池田　それでももう一つかなという
場合に、よくほかのものを追加します
が、どのようなものがどのようなタイ
ミングで追加されるのでしょうか。
　幸野　抗ヒスタミン薬の血中濃度を
高く維持させるというエビデンスも出
ているH2ブロッカーの追加が推奨され
ます。H2ブロッカーを追加することに
よって、現実に蕁麻疹が軽快したとい
うたくさんのエビデンスがありますの
で、H2ブロッカーの追加をまずされる
のがいいと思います。
　池田　H2ブロッカーもいまいちかな
ということになると、また違うものに
なるのでしょうか。
　幸野　そうですね。ヒスタミン以外
のものも関係しているということで、
アレルギー性鼻炎とか喘息などと同じ
ように、ロイコトリエン受容体拮抗薬
を追加することも勧められます。
　池田　時々ステロイド、プレドニゾ
ロン等を使うことがあるのですけれど
も、これはそういったものが効かない
場合に併用するということですね。
　幸野　そうですね。プレドニゾロン
はなかなかやめられなくなりますし、
いろいろな副作用があるのですけれど
も、患者さんにとっては蕁麻疹という
のは非常に大きな悩みのもとであるの
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