
大路皮膚科医院院長
大　路　昌　孝

（聞き手　池田志斈）

　難治性じんましんの治療についてご教示ください。
　50代女性、エビやカニを食べると口唇を中心としたじんましんが出現。皮フ
科でアレルギー血液検査を行うも陰性。第２世代抗ヒスタミン剤を処方される
も、最近、エビやカニを食べなくてもじんましんが出現する場合があります。
このような場合、どのような治療を行えばよいでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

難治性じんましんの治療

　池田　大路先生、今回は、難治性じ
んましんについて質問が来ています。
質問のこの患者さんは本当にエビ、カ
ニで起こっているじんましんなのでし
ょうか。
　大路　違うと思います。じんましん
イコールアレルギーというイメージが
強いのですが、実際に患者さんをみて
いると、アレルギーと関係なく起こっ
ているじんましんが多い。特に毎日出
るような方がいますと、毎日変なもの
を食べているのかという話になります。
患者さんにまずアレルギーと関係なく
起こるじんましんもあるということか
らお話しするのが治療のうえで大事な
のです。じんましんイコールアレルギ

ーというイメージがあると、検査して
原因がわからないと「なんで？」と、
まず患者さんは不審に思います。さら
に、まずかゆみを止めてほしいという
のが患者さんのニーズなのです。です
から、まず患者さんにはアレルギーと
関係なく起こるじんましんもあること
を納得させる。それから、かゆみをそ
の日から、その晩から止めてあげるこ
とがポイントだと思います。
　池田　この場合、アレルギー検査で
も陰性ですので、まずエビ、カニは問
題ないということですね。
　大路　そうですね。
　池田　よく患者さんたちに「じゃあ
原因は何でしょうか」と言われること

も多いのですが、どういうわけなので
しょうか。
　大路　僕はほとんど検査しないです
ね。
　池田　問診でよくお聞きになるので
すか。
　大路　何十年もいろいろなものを食
べてきているのですから、ある程度そ
ういう食べ物が関係していれば、わか
るはずです。本人が知っていると思い
ます。患者さんには、何かそういうき
っかけになりそうな食べ物がもしある
のだったら、ちょっとチェックして、
それから検査するならしましょう。そ
うしないと、何十種類もあるから、お
金の無駄ですよみたいな、そういう話
からします。
　池田　最近ではアレルギーの検査セ
ットみたいなものがあって、かなりの
検査ができますが、それがすべて網羅
しているわけではないですものね。
　大路　そうですね。
　池田　第２世代抗ヒスタミン薬を出
しているのだけれども、この場合、止
まらないのでしょうか。そういったと
きに、どのような治療を行えばいいで
しょうかという質問です。
　大路　ドクターショッピングではな
いですけれども、じんましんの患者さ
んはいろいろな病院を回っていらっし
ゃることが多いですね。内科の先生の
処方を見ていると、だいたい抗ヒスタ
ミン剤１種類のケースが多いです。

　池田　第２世代と書いていますが、
１種類で効かない場合はどうしていく
のでしょうか。
　大路　第２世代でもいいのですが、
重ねることです。２種類もしくは３種
類のんでもらうのです。
　池田　タイプの違う抗ヒスタミン薬
を２種類、３種類、重ねていくのです
ね。
　大路　まず抗ヒスタミン剤は食事と
関係なくのめるものが多いです。そし
て、のんで１時間ぐらいで効いてきて、
７～８時間効果があるのです。だいた
い夕方から夜、患者さんはかゆみが出
てくることが多く、朝食後、夕食後と
のませていると、かゆみの出る時間に
間に合わないことも多いです。ですか
ら、のむ時間の工夫も考えるといいと
思います。僕は夕方の５時とか６時ご
ろのませます。そうすると、夕方から
寝るまでの間効いている。それから、
お風呂に入ると出るという人が多いで
すね。そういう方にはお風呂に入る２
時間ぐらい前にのみなさいと指導しま
す。のむ時間をちょっと考えてあげる
と、１種類でも効く場合が多いです。
　池田　その方のじんましんの質、パ
ターンをまず把握すると。
　大路　患者さんの話をよく聞くこと
ですかね。
　池田　その時間帯に、あるいは入浴
後などに出るとすれば、その前１時間
ぐらいでのみ始める。そういった使い
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大路皮膚科医院院長
大　路　昌　孝

（聞き手　池田志斈）

　難治性じんましんの治療についてご教示ください。
　50代女性、エビやカニを食べると口唇を中心としたじんましんが出現。皮フ
科でアレルギー血液検査を行うも陰性。第２世代抗ヒスタミン剤を処方される
も、最近、エビやカニを食べなくてもじんましんが出現する場合があります。
このような場合、どのような治療を行えばよいでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

難治性じんましんの治療

　池田　大路先生、今回は、難治性じ
んましんについて質問が来ています。
質問のこの患者さんは本当にエビ、カ
ニで起こっているじんましんなのでし
ょうか。
　大路　違うと思います。じんましん
イコールアレルギーというイメージが
強いのですが、実際に患者さんをみて
いると、アレルギーと関係なく起こっ
ているじんましんが多い。特に毎日出
るような方がいますと、毎日変なもの
を食べているのかという話になります。
患者さんにまずアレルギーと関係なく
起こるじんましんもあるということか
らお話しするのが治療のうえで大事な
のです。じんましんイコールアレルギ

ーというイメージがあると、検査して
原因がわからないと「なんで？」と、
まず患者さんは不審に思います。さら
に、まずかゆみを止めてほしいという
のが患者さんのニーズなのです。です
から、まず患者さんにはアレルギーと
関係なく起こるじんましんもあること
を納得させる。それから、かゆみをそ
の日から、その晩から止めてあげるこ
とがポイントだと思います。
　池田　この場合、アレルギー検査で
も陰性ですので、まずエビ、カニは問
題ないということですね。
　大路　そうですね。
　池田　よく患者さんたちに「じゃあ
原因は何でしょうか」と言われること

も多いのですが、どういうわけなので
しょうか。
　大路　僕はほとんど検査しないです
ね。
　池田　問診でよくお聞きになるので
すか。
　大路　何十年もいろいろなものを食
べてきているのですから、ある程度そ
ういう食べ物が関係していれば、わか
るはずです。本人が知っていると思い
ます。患者さんには、何かそういうき
っかけになりそうな食べ物がもしある
のだったら、ちょっとチェックして、
それから検査するならしましょう。そ
うしないと、何十種類もあるから、お
金の無駄ですよみたいな、そういう話
からします。
　池田　最近ではアレルギーの検査セ
ットみたいなものがあって、かなりの
検査ができますが、それがすべて網羅
しているわけではないですものね。
　大路　そうですね。
　池田　第２世代抗ヒスタミン薬を出
しているのだけれども、この場合、止
まらないのでしょうか。そういったと
きに、どのような治療を行えばいいで
しょうかという質問です。
　大路　ドクターショッピングではな
いですけれども、じんましんの患者さ
んはいろいろな病院を回っていらっし
ゃることが多いですね。内科の先生の
処方を見ていると、だいたい抗ヒスタ
ミン剤１種類のケースが多いです。

　池田　第２世代と書いていますが、
１種類で効かない場合はどうしていく
のでしょうか。
　大路　第２世代でもいいのですが、
重ねることです。２種類もしくは３種
類のんでもらうのです。
　池田　タイプの違う抗ヒスタミン薬
を２種類、３種類、重ねていくのです
ね。
　大路　まず抗ヒスタミン剤は食事と
関係なくのめるものが多いです。そし
て、のんで１時間ぐらいで効いてきて、
７～８時間効果があるのです。だいた
い夕方から夜、患者さんはかゆみが出
てくることが多く、朝食後、夕食後と
のませていると、かゆみの出る時間に
間に合わないことも多いです。ですか
ら、のむ時間の工夫も考えるといいと
思います。僕は夕方の５時とか６時ご
ろのませます。そうすると、夕方から
寝るまでの間効いている。それから、
お風呂に入ると出るという人が多いで
すね。そういう方にはお風呂に入る２
時間ぐらい前にのみなさいと指導しま
す。のむ時間をちょっと考えてあげる
と、１種類でも効く場合が多いです。
　池田　その方のじんましんの質、パ
ターンをまず把握すると。
　大路　患者さんの話をよく聞くこと
ですかね。
　池田　その時間帯に、あるいは入浴
後などに出るとすれば、その前１時間
ぐらいでのみ始める。そういった使い
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方ですね。先ほど２種類、３種類併用
するということですが、保険的には問
題ないのでしょうか。
　大路　欧米などでは同じ薬を倍量や
３倍量で勧められていて、大学病院の
先生もそうおっしゃるのですが、日本
の場合はちょっと保険の制約があり、
２倍までは大丈夫だと思います。３倍、
４倍になると削られる可能性が高いで
す。僕は２種類、別の抗ヒスタミン剤
を重ねる、そんな工夫でやっています。
　池田　最初に投与したものがあまり
効かないと、もう１種類重ねるのです
が、それも通常量なのでしょうか。
　大路　通常量でまず重ねます。
　池田　それでよければ、重ねた薬が
１日２回の場合は１回にしたり、そう
いう工夫もされるのでしょうか。
　大路　いつまでのめばいいのかとい
う話になってきますが、まずのんでい
れば出ない状態にすることを目標にし
ます。しばらく続けておかないと、結
局薬で抑えているだけの状態になって
いるので、のむのを止めるとたいてい
出てしまいます。だから、患者さんに
もそこら辺をよくお話ししておかない
といけません。次の段階としては、２
回のむ薬だったら、夕方だけにしてみ
ます。１日１回の薬はちょっと使いに
くいのです。のむか、のまないかにな
ってしまうので、その場合は１日おき
にしてみるとか、そういうふうに徐々
に減らしていきます。２種類のんで効

いたら、まず１種類にしてみる。１日
２回のところを１回にしてみる、みた
いな感じです。
　池田　徐々に徐々に減らしていくの
ですね。
　大路　徐々に減らしていくのがコツ
みたいですね。
　池田　急にぱっと切ってしまうと、
元の木阿弥になってしまうのですね。
　大路　はい。中途半端でのむのをや
めれば、だいたいまた出ます。最終的
には、アレルギーでなければじんまし
んの原因は何なのかという話ですが、
体調次第なのです。ですから、また体
調次第で出ることがあることも理解し
ておいていただかないと、また出たと
きに「やっぱり治らない」という患者
さんの不満が出てきます。
　池田　例えば、１種類でだめで、２
種類重ねて、かゆみが止まった。そう
すると、どのくらいの期間、それを続
けることになるのでしょうか。
　大路　最初の患者さんだと２週間出
します。まず２週間分の薬。それで、
今日、明日で効くから、３日ぐらいの
んで効かなかったら早めに来てくれれ
ば、そのときは増やすからという話を
します。１週間のんで、調子がよかっ
たら、やめないで、ちょっと減らすか
ら、１日１回にして、それでのんでみ
てくださいと。それでやめられる人も
います。ただ、慢性じんましんは１カ
月以上続きますので、徐々に減らして

ゼロにするのは難しい場合も多いです。
　池田　減量する目安はあるのでしょ
うか。
　大路　最初はメニューどおりのんで
もらいます。それで徐々に減らしてい
く。患者さんも、さらに減らすと「や
っぱり出てしまう」というポイントも
あると思います。最終的には、のまな
い状態で３日に一度出てしまうのなら、
１日１回はのんでおいたほうがいい。
１週間に一度ぐらいになったら、発症
しそうだなと思ったらのみなさいと。
　池田　なるほど、そういう目安なの
ですね。例えば、前に薬があまり効か
なくてひどい目にあった人たちは、恐
れもあって、やみくもにずっとのみ続
ける方がいらっしゃいますよね。
　大路　そうですね。ですから、そろ
そろ減らしてみましょう。ただ、減ら
し方があるということです。患者さん
とのコンタクトが難しいですね。よく
患者さんの容態と出やすい時間帯、そ
れからのみ方、そういうものをこちら
で指導していく。
　池田　患者さんもいつ出やすいかに
ついては、なかなか覚えていないこと
もありますね。
　大路　いや、だいたいわかります。
だいたい夕方かなとか、食後かなとか。
あとは、「風呂に入ると出るんです」
といってくる人も多いです。
　池田　やはり何かの刺激ですね。
　大路　風呂に入ると出るという場合

は、温熱じんましんということになる
のでしょうね。
　池田　あと、抗ヒスタミン薬以外に
追加で内服薬など何かありますか。
　大路　抗ヒスタミン薬で効けばベス
トなのですが、２種類、３種類重ねて
も抑えきれない場合もあります。そう
いう場合はちょっと困ってしまうので
すが、例えば試してみていいのは胃薬
でしょうか。
　池田　H2ブロッカーですか。
　大路　そうですね。H2ブロッカーと
いわれるような胃薬を併用してみると、
意外と効くこともあります。
　池田　もちろん、H1レセプターの阻
害薬、抗ヒスタミン薬は続けて、プラ
ス胃薬を加える。
　大路　そうですね。
　池田　それで効く方もいらっしゃる
ということですね。
　大路　なぜか効く場合があります。
　池田　H1とH2をどちらもですね。
　大路　理屈はよくわかりませんが。
　池田　最近、生物学的製剤が出たと
うかがったのですが。
　大路　これは僕は経験がないのでわ
かりません。使ったことがないのです。
　池田　やはり高いのでしょうか。
　大路　そうですね。維持量は１カ月
に一度ぐらい注射するのですが。
　池田　患者さんも、値段のこともあ
ってなかなか使いづらい。
　大路　理解が得にくいですね。それ
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方ですね。先ほど２種類、３種類併用
するということですが、保険的には問
題ないのでしょうか。
　大路　欧米などでは同じ薬を倍量や
３倍量で勧められていて、大学病院の
先生もそうおっしゃるのですが、日本
の場合はちょっと保険の制約があり、
２倍までは大丈夫だと思います。３倍、
４倍になると削られる可能性が高いで
す。僕は２種類、別の抗ヒスタミン剤
を重ねる、そんな工夫でやっています。
　池田　最初に投与したものがあまり
効かないと、もう１種類重ねるのです
が、それも通常量なのでしょうか。
　大路　通常量でまず重ねます。
　池田　それでよければ、重ねた薬が
１日２回の場合は１回にしたり、そう
いう工夫もされるのでしょうか。
　大路　いつまでのめばいいのかとい
う話になってきますが、まずのんでい
れば出ない状態にすることを目標にし
ます。しばらく続けておかないと、結
局薬で抑えているだけの状態になって
いるので、のむのを止めるとたいてい
出てしまいます。だから、患者さんに
もそこら辺をよくお話ししておかない
といけません。次の段階としては、２
回のむ薬だったら、夕方だけにしてみ
ます。１日１回の薬はちょっと使いに
くいのです。のむか、のまないかにな
ってしまうので、その場合は１日おき
にしてみるとか、そういうふうに徐々
に減らしていきます。２種類のんで効

いたら、まず１種類にしてみる。１日
２回のところを１回にしてみる、みた
いな感じです。
　池田　徐々に徐々に減らしていくの
ですね。
　大路　徐々に減らしていくのがコツ
みたいですね。
　池田　急にぱっと切ってしまうと、
元の木阿弥になってしまうのですね。
　大路　はい。中途半端でのむのをや
めれば、だいたいまた出ます。最終的
には、アレルギーでなければじんまし
んの原因は何なのかという話ですが、
体調次第なのです。ですから、また体
調次第で出ることがあることも理解し
ておいていただかないと、また出たと
きに「やっぱり治らない」という患者
さんの不満が出てきます。
　池田　例えば、１種類でだめで、２
種類重ねて、かゆみが止まった。そう
すると、どのくらいの期間、それを続
けることになるのでしょうか。
　大路　最初の患者さんだと２週間出
します。まず２週間分の薬。それで、
今日、明日で効くから、３日ぐらいの
んで効かなかったら早めに来てくれれ
ば、そのときは増やすからという話を
します。１週間のんで、調子がよかっ
たら、やめないで、ちょっと減らすか
ら、１日１回にして、それでのんでみ
てくださいと。それでやめられる人も
います。ただ、慢性じんましんは１カ
月以上続きますので、徐々に減らして

ゼロにするのは難しい場合も多いです。
　池田　減量する目安はあるのでしょ
うか。
　大路　最初はメニューどおりのんで
もらいます。それで徐々に減らしてい
く。患者さんも、さらに減らすと「や
っぱり出てしまう」というポイントも
あると思います。最終的には、のまな
い状態で３日に一度出てしまうのなら、
１日１回はのんでおいたほうがいい。
１週間に一度ぐらいになったら、発症
しそうだなと思ったらのみなさいと。
　池田　なるほど、そういう目安なの
ですね。例えば、前に薬があまり効か
なくてひどい目にあった人たちは、恐
れもあって、やみくもにずっとのみ続
ける方がいらっしゃいますよね。
　大路　そうですね。ですから、そろ
そろ減らしてみましょう。ただ、減ら
し方があるということです。患者さん
とのコンタクトが難しいですね。よく
患者さんの容態と出やすい時間帯、そ
れからのみ方、そういうものをこちら
で指導していく。
　池田　患者さんもいつ出やすいかに
ついては、なかなか覚えていないこと
もありますね。
　大路　いや、だいたいわかります。
だいたい夕方かなとか、食後かなとか。
あとは、「風呂に入ると出るんです」
といってくる人も多いです。
　池田　やはり何かの刺激ですね。
　大路　風呂に入ると出るという場合

は、温熱じんましんということになる
のでしょうね。
　池田　あと、抗ヒスタミン薬以外に
追加で内服薬など何かありますか。
　大路　抗ヒスタミン薬で効けばベス
トなのですが、２種類、３種類重ねて
も抑えきれない場合もあります。そう
いう場合はちょっと困ってしまうので
すが、例えば試してみていいのは胃薬
でしょうか。
　池田　H2ブロッカーですか。
　大路　そうですね。H2ブロッカーと
いわれるような胃薬を併用してみると、
意外と効くこともあります。
　池田　もちろん、H1レセプターの阻
害薬、抗ヒスタミン薬は続けて、プラ
ス胃薬を加える。
　大路　そうですね。
　池田　それで効く方もいらっしゃる
ということですね。
　大路　なぜか効く場合があります。
　池田　H1とH2をどちらもですね。
　大路　理屈はよくわかりませんが。
　池田　最近、生物学的製剤が出たと
うかがったのですが。
　大路　これは僕は経験がないのでわ
かりません。使ったことがないのです。
　池田　やはり高いのでしょうか。
　大路　そうですね。維持量は１カ月
に一度ぐらい注射するのですが。
　池田　患者さんも、値段のこともあ
ってなかなか使いづらい。
　大路　理解が得にくいですね。それ
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から、出たときに急に打つのかという
話になりますね。
　池田　高いから、なるべく定期的と
いうよりは期間を空けていきたいとい
うことになりますね。
　大路　出ないようにしておくのがじ
んましんの治療の目標ですから。
　池田　そういう意味ではちょっと使
いづらいですね。
　大路　出たときにさっとのめるよう

な薬があったほうがいいですね。注射
だと難しいかもしれません。
　池田　いろいろな薬が全く効かない、
あるいは２種類、３種類重ねても、胃
薬を使ってもよっぽど効かない場合と
か。
　大路　最終手段ですかね。
　池田　そういう方ですと、対象が少
なくなるかなというところですね。ど
うもありがとうございました。

北海道大学病院泌尿器科講師
橘　田　岳　也

（聞き手　山内俊一）

　高齢者の排尿障害についてご教示ください。
　高齢者で朝方の起床時頃、または起床直後１〜２時間ほどに頻尿になると訴
える人がいます。その機序と治療についてご教示ください。

＜新潟県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　脳梗塞による排尿障害についてご教示ください。
　脳梗塞後、尿が一日中出ている人の処方はどうしたらよいのでしょうか。
　ウリトスは効きますでしょうか。

＜群馬県開業医＞

高齢者の排尿障害

　山内　排尿障害といいますと、我々
は昔から、男ならば前立腺肥大、女性
は膀胱炎というイメージだったのです
が、最近は過活動膀胱といったものを
中心に、非常に概念が広がっています。
これらにはいろいろな種類のものもあ
って、また重なることも多いと思いま
すので、まずこのあたりを少し整理し
たいと思います。まず、おのおのに関
して少しご説明願いたいのですが。
　橘田　おしっこについてはほとんど
がためている時間です。蓄尿していて、
１日に数回、多くの場合、７回か８回

だけ排尿するということを我々は行っ
ています。それが歳を取ってくると、
いろいろな理由から、まずためられな
くなってしまうことで頻尿が起きてし
まいます。もう一つは、男性の加齢に
よる宿命ですが、先生がおっしゃった
ような前立腺肥大症、それによって尿
が出づらいということが起きてきます。
　ですから、ためる症状としては、非
常にトイレが近い、いわゆる頻尿と、
あるいは急に切迫するような尿意が蓄
尿するときに起きる症状が有名です。
それが夜に起きれば夜間頻尿として、
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