
東京逓信病院副院長
江　藤　隆　史

（聞き手　池田志斈）

　老人の皮膚そう痒に対する治療についてご教示ください。
　保湿剤や抗アレルギー薬を投与しても布団の中で全身（体幹中心）のかゆみ
を訴える場合はどうしたらよいでしょうか。85歳以上の高齢者などの年齢別に
ご教示ください。

＜東京都開業医＞

老人の皮膚そう痒の対処法

　池田　江藤先生、老人の皮膚そう痒
に対して何か対処法はないのかという
質問が来ています。この先生は保湿剤
や抗アレルギー薬を投与してもかゆみ
が止まらない場合は、どうしたらいい
かということです。まずこの患者さん
はどういう状態なのでしょうか。
　江藤　皮膚症状があまりないのにと
てもかゆがる皮膚そう痒症という状態
か、もしくは老人性の乾皮症、乾燥肌
がひどくなってかゆくなっている状態
などを想像します。そういう方は多い
です。ある程度高齢になると、けっこ
うかゆがっている。ちょっとした治療
をしても、なかなか治らないので困っ
ている内科の先生も、たくさんいると
思います。

　池田　高齢者の症状だと思うのです
が、この場合、例えば保湿剤にはどの
ようなものがあって、どのように使い
分けるのでしょうか。
　江藤　保湿剤はいろいろな剤形があ
ります。また薬物としてもヘパリン類
似物質や尿素の入ったもの、何も入っ
ていない鉱物性の油であるワセリンな
どがあって、それを症状に合わせて使
い分けていくのが、我々の治療で用い
る方法です。ただ、使い分けがなかな
かわからない方も多くて、例えば尿素
軟膏などを、気軽にかさかさ肌で使う
ケースもあります。尿素軟膏は水分を
与えるものの、その後、水分を失うの
もけっこう早くて、どちらかというと、
本当にがさがさの、落屑がたくさんつ

いている皮膚をやわらかくするための
ものです。手足のささくれみたいなも
のをやわらかくするのにはいいのです
が、体の普通の皮膚が乾燥してかゆく
なっている状態だと、かえって塗った
後、かゆくなることもあります。こう
いう高齢者の乾燥でかゆいタイプでは、
肌に優しいヘパリン類似物質か、もし
くはしっかりこってりの油系のワセリ
ン、どちらかを選ばれるのがいいと思
います。
　池田　その場合、例えばヘパリン類
似物質を塗って、それからワセリンを
塗るなどもあるのでしょうか。
　江藤　ヘパリン類似物質は水分を与
えてくれます。それをさらに逃げない
ように上からワセリンで被覆する。本
当に乾燥がひどい場合はそういう塗り
方があってもいいと思います。
　池田　患者さんそれぞれ、あるいは
患者さんの部位によって使い分けてい
くのですね。
　江藤　そうですね。
　池田　もう一つは、抗アレルギー薬
を内服してもらったということですが、
抗アレルギー薬はいろいろ種類もあり
ます。どのように使い分けるのでしょ
うか。
　江藤　患者さんのかゆみに対する反
応はいろいろあって、僕らが「ああ、
これはいいな」と思っても、次の患者
さんではそうでもなかったりすること
もあります。そして抗アレルギー薬の

中にはいろいろな特性があって、１日
２回のタイプと１回のタイプ、それか
ら空腹時にのまなければいけないもの
もあります。高齢者では、副作用で眠
気が出たりすると、夜眠い状態でトイ
レに行こうとして転んでしまうことも
あるので、いろいろ考えながら投薬し
ます。個々の患者さんに合わせた効果
的な薬をうまく選んで使う、これが非
常に重要だと思います。
　池田　少しずつ試していかなければ
いけないこともあるのですね。
　江藤　そうですね。試して使いなが
ら、２種類ぐらいをうまく組み合わせ
ていく方法で、どれとどれがいいかと
いうのは、それぞれの医師の経験など
から、試して患者さんに合わせていく。
のんでいただくタイミングもそうです
ね。夜中にかゆいのなら、寝る前にし
っかりのんでいただく。そういうとき
には、かゆみ止めだけではなくて、よ
く眠れるような睡眠導入剤や、マイナ
ートランキライザーみたいなものも併
せて使われる医師もいると思います。
それもあまり使い過ぎると、夜中にも
うろうとしてしまう弊害もあるので、
よく考えて処方することが必要だと思
います。
　池田　作用ばかりではなくて、副作
用も考えないとQOLの低下につながる
のですね。この先生は試されていない
のですが、外用薬はどのようなものを
使われるのでしょうか。
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をしても、なかなか治らないので困っ
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ていない鉱物性の油であるワセリンな
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い分けていくのが、我々の治療で用い
る方法です。ただ、使い分けがなかな
かわからない方も多くて、例えば尿素
軟膏などを、気軽にかさかさ肌で使う
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のんでいただくタイミングもそうです
ね。夜中にかゆいのなら、寝る前にし
っかりのんでいただく。そういうとき
には、かゆみ止めだけではなくて、よ
く眠れるような睡眠導入剤や、マイナ
ートランキライザーみたいなものも併
せて使われる医師もいると思います。
それもあまり使い過ぎると、夜中にも
うろうとしてしまう弊害もあるので、
よく考えて処方することが必要だと思
います。
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　江藤　高齢者の場合は普通の人より
も、老化による皮膚の萎縮などが、す
でに始まっていますし、あまり強いス
テロイドは使えませんが、どうしても
かゆいときにはマイルドクラス、もし
くはストロングクラスのステロイドを
保湿剤と一緒に使って、ある程度ひど
いかゆみを抑える、これが重要だと思
います。
　その場合は、しっかり皮膚の局所副
作用を見ながら使うことが必要です。
よくステロイドは副作用があるからと、
ステロイドではないタイプのクロタミ
トン、ジフェンヒドラミンのたぐいの
薬を使う医師が多いです。我々も、ど
うしても困ったときにはそれを少し使
うこともありますが、非常に効果が乏
しくて塗っているわりにはあまり効果
が出ない。むしろ保湿剤だけのほうが
いいと思うこともあるので、効果は期
待しないほうがいいと思います。
　むしろ保湿剤の塗り方が大事で、ス
テロイドもそうですが、塗っていると
はいっても、患者さんはそんなにたく
さん塗ってくれていないことが多いの
です。我々皮膚科の中でもよく言われ
ていますが、finger tip unitといって、
指の第１関節にチューブを絞りだした
量を、しっかり手のひら２枚分の面積
に塗る。これがfinger tip unitの極意
です。ティッシュペーパーをくっつけ
ても落ちてこないようなべとつきぐあ
いです。なかなかそこまで塗る人はい

ないのですが、その程度の薬を塗って、
初めて保湿剤もステロイドも効くので、
外用指導もしっかりすることが重要だ
と思います。それによって、今まで塗
っていた薬が効かないと言っていたの
が、実は「きちんと塗ったら効いた」
とわかることがあります。せっかく薬
を出すのならば、内科医でも、塗る量
をしっかり指導することが重要だと思
います。
　池田　けっこうな量ですね。
　江藤　かなりの量を使います。
　池田　ジフェンヒドラミン軟膏とヘ
パリン類似物質を混ぜたりする医師が
いるとうかがったことがあるのですが、
先生はどう思われますか。
　江藤　皮膚科などでもヘパリン類似
物質の軟膏とステロイドを混ぜたり、
保湿剤とステロイドを両方塗るときに、
混ぜたほうが楽だということで、混ぜ
る医師もいます。しかし混ぜることに
よって薬の特性が少し変わって、ある
程度分解すると吸収が悪くなることが
知られています。特にジフェンヒドラ
ミン関連剤とヘパリン類似物質みたな
いものを混ぜることによって、ヘパリ
ン類似物質のせっかくの特性が落ちて
しまうこともあるので、あまりお勧め
はできません。むしろしっかり単味で
塗ったほうがいいと思います。
　池田　安易に混ぜるなということで
すね。先ほどステロイドを塗っている
と、高齢者の場合は皮膚の萎縮が起こ

りやすいとのことですが、そういうと
きに何かほかに使う薬はあるのでしょ
うか。
　江藤　昔は非ステロイド系の外用剤
がありましたが、これらの薬はかゆみ
を抑える効果も非常に乏しいのです。
ですから、ステロイドに代わるとした
ら、我々がよく用いるタクロリムスと
いうアトピー性皮膚炎の専用薬があり
ます。免疫抑制剤を外用剤にしたもの
ですが、これがステロイドのいわゆる
皮膚萎縮とか毛細血管拡張のような副
作用を全く出さない。そして、かゆみ
を抑える強さがある薬です。高齢者で、
特に皮膚の萎縮が進行してしまう前腕
で、ちょっとテープを貼っただけでも
ビリッと破けてしまうような、スキン
テアと呼ばれている皮膚の方には絶対
ステロイドは塗れないので、タクロリ
ムスを外用することになります。これ
は皮膚科の最後の手段というか、もっ
とポピュラーになっていいと思う方法
といえます。
　今後、タクロリムスの次の世代の外
用薬として、JAKインヒビターやプロ
スタグランディンE４阻害薬の外用剤
などがアトピー用に開発されています。
ゆくゆくは高齢者の弱い皮膚には、ス
テロイド以外の薬としてこのような新
しい外用剤が活用されることが期待さ
れます。
　池田　よく入浴の仕方はどうしたら
いいですかという質問があるのですが、

先生はどのように指導されていますか。
　江藤　入浴の仕方に関しては、高齢
者のかゆみを持った方に対し、まず最
初に質問したほうがいい事項だと思い
ます。というのは、日本人は欧米人に
比べると特にお風呂が好きで、高齢者
の場合、シャワーだけでなく、必ず湯
船につからなければ気が済まないでし
ょうし、お風呂に入れば、しっかり体
を洗わなければだめだと育てられてい
ると思うのです。週１回しかお風呂に
入らない昔はそのぐらいでよかったの
でしょうが、今は毎日のようにお風呂
に入れます。そこで毎日あかだしタオ
ルやヘチマでごしごし洗ってしまうと、
総革張りの皮膚はボロボロになります。
レザーなのですから、油で汚れを落と
すのが普通なのです。人間の皮膚も同
じ革張りなので、優しく洗うことが大
事。これを日本人はあまりわかってい
ません。
　特に高齢者は、「絶対にごしごし洗
っちゃだめ」と言っても信じてもらえ
ないので、まずそこから入って、これ
をやめていただくだけでもかゆみが止
まる。そういうことがよくあるのです。
ぜひ、ごしごし洗いをしていないか、
まずこれを最初に聞いていただきたい
と思います。そして入浴の指導は当然、
お風呂でごしごし洗わない。熱いお湯
には入らない。温泉は皮膚にいいと思
うのは大間違いで、温泉はむしろ皮膚
を乾燥させることが多いので、長く温
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　江藤　高齢者の場合は普通の人より
も、老化による皮膚の萎縮などが、す
でに始まっていますし、あまり強いス
テロイドは使えませんが、どうしても
かゆいときにはマイルドクラス、もし
くはストロングクラスのステロイドを
保湿剤と一緒に使って、ある程度ひど
いかゆみを抑える、これが重要だと思
います。
　その場合は、しっかり皮膚の局所副
作用を見ながら使うことが必要です。
よくステロイドは副作用があるからと、
ステロイドではないタイプのクロタミ
トン、ジフェンヒドラミンのたぐいの
薬を使う医師が多いです。我々も、ど
うしても困ったときにはそれを少し使
うこともありますが、非常に効果が乏
しくて塗っているわりにはあまり効果
が出ない。むしろ保湿剤だけのほうが
いいと思うこともあるので、効果は期
待しないほうがいいと思います。
　むしろ保湿剤の塗り方が大事で、ス
テロイドもそうですが、塗っていると
はいっても、患者さんはそんなにたく
さん塗ってくれていないことが多いの
です。我々皮膚科の中でもよく言われ
ていますが、finger tip unitといって、
指の第１関節にチューブを絞りだした
量を、しっかり手のひら２枚分の面積
に塗る。これがfinger tip unitの極意
です。ティッシュペーパーをくっつけ
ても落ちてこないようなべとつきぐあ
いです。なかなかそこまで塗る人はい

ないのですが、その程度の薬を塗って、
初めて保湿剤もステロイドも効くので、
外用指導もしっかりすることが重要だ
と思います。それによって、今まで塗
っていた薬が効かないと言っていたの
が、実は「きちんと塗ったら効いた」
とわかることがあります。せっかく薬
を出すのならば、内科医でも、塗る量
をしっかり指導することが重要だと思
います。
　池田　けっこうな量ですね。
　江藤　かなりの量を使います。
　池田　ジフェンヒドラミン軟膏とヘ
パリン類似物質を混ぜたりする医師が
いるとうかがったことがあるのですが、
先生はどう思われますか。
　江藤　皮膚科などでもヘパリン類似
物質の軟膏とステロイドを混ぜたり、
保湿剤とステロイドを両方塗るときに、
混ぜたほうが楽だということで、混ぜ
る医師もいます。しかし混ぜることに
よって薬の特性が少し変わって、ある
程度分解すると吸収が悪くなることが
知られています。特にジフェンヒドラ
ミン関連剤とヘパリン類似物質みたな
いものを混ぜることによって、ヘパリ
ン類似物質のせっかくの特性が落ちて
しまうこともあるので、あまりお勧め
はできません。むしろしっかり単味で
塗ったほうがいいと思います。
　池田　安易に混ぜるなということで
すね。先ほどステロイドを塗っている
と、高齢者の場合は皮膚の萎縮が起こ

りやすいとのことですが、そういうと
きに何かほかに使う薬はあるのでしょ
うか。
　江藤　昔は非ステロイド系の外用剤
がありましたが、これらの薬はかゆみ
を抑える効果も非常に乏しいのです。
ですから、ステロイドに代わるとした
ら、我々がよく用いるタクロリムスと
いうアトピー性皮膚炎の専用薬があり
ます。免疫抑制剤を外用剤にしたもの
ですが、これがステロイドのいわゆる
皮膚萎縮とか毛細血管拡張のような副
作用を全く出さない。そして、かゆみ
を抑える強さがある薬です。高齢者で、
特に皮膚の萎縮が進行してしまう前腕
で、ちょっとテープを貼っただけでも
ビリッと破けてしまうような、スキン
テアと呼ばれている皮膚の方には絶対
ステロイドは塗れないので、タクロリ
ムスを外用することになります。これ
は皮膚科の最後の手段というか、もっ
とポピュラーになっていいと思う方法
といえます。
　今後、タクロリムスの次の世代の外
用薬として、JAKインヒビターやプロ
スタグランディンE４阻害薬の外用剤
などがアトピー用に開発されています。
ゆくゆくは高齢者の弱い皮膚には、ス
テロイド以外の薬としてこのような新
しい外用剤が活用されることが期待さ
れます。
　池田　よく入浴の仕方はどうしたら
いいですかという質問があるのですが、

先生はどのように指導されていますか。
　江藤　入浴の仕方に関しては、高齢
者のかゆみを持った方に対し、まず最
初に質問したほうがいい事項だと思い
ます。というのは、日本人は欧米人に
比べると特にお風呂が好きで、高齢者
の場合、シャワーだけでなく、必ず湯
船につからなければ気が済まないでし
ょうし、お風呂に入れば、しっかり体
を洗わなければだめだと育てられてい
ると思うのです。週１回しかお風呂に
入らない昔はそのぐらいでよかったの
でしょうが、今は毎日のようにお風呂
に入れます。そこで毎日あかだしタオ
ルやヘチマでごしごし洗ってしまうと、
総革張りの皮膚はボロボロになります。
レザーなのですから、油で汚れを落と
すのが普通なのです。人間の皮膚も同
じ革張りなので、優しく洗うことが大
事。これを日本人はあまりわかってい
ません。
　特に高齢者は、「絶対にごしごし洗
っちゃだめ」と言っても信じてもらえ
ないので、まずそこから入って、これ
をやめていただくだけでもかゆみが止
まる。そういうことがよくあるのです。
ぜひ、ごしごし洗いをしていないか、
まずこれを最初に聞いていただきたい
と思います。そして入浴の指導は当然、
お風呂でごしごし洗わない。熱いお湯
には入らない。温泉は皮膚にいいと思
うのは大間違いで、温泉はむしろ皮膚
を乾燥させることが多いので、長く温

ドクターサロン63巻３月号（2 . 2019） （199）  3938 （198） ドクターサロン63巻３月号（2 . 2019）

1903本文.indd   38-39 2019/02/14   15:18



泉に入らないようにし、温泉に入った
後は必ずスキンケアをする、というこ
とを教えていただきたいと思います。
　池田　これがまず基本ですね。それ
に加えて入浴後にどのようなタイプの
保湿効果のあるものを塗っていくか。
また、適切な量をしっかり塗っていた
だく。そういった順番で、患者さんに
納得していただいて治療していくとい
うことですね。
　江藤　「薬をしっかり塗りましょう」

というと、特に高齢者には塗った薬が
体に残っているので、また薬を塗ると
きに、前の薬をきれいにリセットしよ
う、洗い落とそうとする方はけっこう
多いのです。そうすると、もともとご
しごし洗っていたのに、さらにごしご
し洗ってしまうようなこともあるので、
ぜひ入浴のときは、泡立てた石けんで
優しくならすように洗うという指導は
必須だと思います。
　池田　ありがとうございました。

日本医科大学耳鼻咽喉科教授
大久保　公　裕

（聞き手　池田志斈）

　抗アレルギー点鼻薬やステロイド点鼻薬の使い分けについてご教示ください。
近年数多くの点鼻薬が販売されていますが、どのように使い分けられているの
でしょうか。

＜栃木県開業医＞

点鼻薬の使い分け

　池田　大久保先生、点鼻薬は主に抗
ヒスタミン点鼻薬、ケミカルメディエ
ーター遊離抑制薬、ステロイド点鼻薬
に分けられますが、実際どのような種
類があるのでしょうか。
　大久保　抗ヒスタミン薬あるいはケ
ミカルメディエーター遊離抑制薬とい
う抗アレルギー作用メインの点鼻薬と、
アレルギー性鼻炎に伴う炎症をとる鼻
噴霧用ステロイド薬と、もう一つ、急
激な鼻づまりを抑える風邪薬OTCに含
まれる血管収縮薬の点鼻薬、この３つ
です。
　池田　３種類ですね。気になるのは、
どのように使い分けていくのかですが。
　大久保　一年中アレルギー性鼻炎が
ある方、鼻がつまったり、つまらなか
ったりする方で鼻粘膜炎症が強い方に

は、鼻噴霧用ステロイド薬をメインに、
医師に言われたとおりの用法・用量を
守って使っていただく。
　あるいは、一時的なアレルギー反応
があって、気になる症状をとりたい、
花粉症のような症状がちょっと出て、
のみ薬よりも点鼻薬がいいという場合
には、抗アレルギー薬の点鼻薬でもけ
っこうです。
　あとは風邪や鼻づまりがどうしても
ひどい、止まらない場合には血管収縮
薬を使用したりします。しかし血管収
縮薬は長く使っていると、回数が増え
たり、あるいは使っていくうちに徐々
に効かなくなってくる、医原性鼻炎と
いう病態を示してしまいます。そのた
め、血管収縮薬の噴霧薬はしっかりと
決められた期間、決められた回数だけ
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