
日本医科大学皮膚科大学院教授
佐　伯　秀　久

（聞き手　池田志斈）

　アトピー性皮膚炎に生物学的製剤が認可され、また幾つかの治験も行われて
いるとうかがいました。最新の治療についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

アトピー性皮膚炎の最新治療

　池田　アトピー性皮膚炎の最新治療、
特に生物学的製剤のお話ということで
す。その前に診療ガイドラインについ
てうかがいたいのですが、現時点で公
表されている診療ガイドラインではど
ういった治療法が一般的になっている
のでしょうか。
　佐伯　現在公表されている一番新し
いものは2018年版になります。その中
に治療の手順というのが明記されてい
るのですが、一番大事なのは、今ある
皮膚の炎症をできるだけ速やかに完全
に抑える、いわゆる寛解導入療法です。
ステロイドとかタクロリムスなどの抗
炎症外用薬をうまく組み合わせて、で
きるだけ早くよくする。よくなった皮
疹を、今度はできるだけいい状態で長
持ちさせてあげるということで、寛解
維持療法があります。これは、よくな

っても、例えば週１回や２回は抗炎症
外用薬を塗って、あとは毎日、保湿剤
によるスキンケアをしていただく。そ
れによって、いい状態を長く続けるの
が寛解維持療法です。
　池田　一度よくなった場合も、タク
ロリムスだと皆さん塗りやすいと思う
のですが、ステロイドも悪化を予防す
るために使われるのでしょうか。
　佐伯　タクロリムスは皮膚萎縮や毛
細血管拡張のような副作用がないので、
プロアクティブ療法に非常に使いやす
い、適した薬だと思いますが、ステロ
イドも週１回や２回だと、あまり副作
用も出ずに、いい状態を維持できると
いう報告が、海外、それから国内から
も出ています。
　池田　保湿剤と抗炎症の薬物外用で
反応すればいいのですが、それでも反

応しづらい例がありますね。そういう
ものはどのようにされるのでしょうか。
　佐伯　いわゆる重症難治例に対して
は、シクロスポリンという免疫抑制薬
を短期間内服してみるとか、光線治療
（ナローバンドUVBなど）を使います。
ナローバンドUVBは311nmくらいの狭
い波長のUVBだけを照射する光線治療
です。
　池田　光線療法といいますと、ある
程度大きな病院でないと難しいのでし
ょうか。
　佐伯　クリニックで持っている医師
もいます。ただ、一度に全身に当てよ
うとすると、やはり大きな病院などで
用意されていることが多い全身照射型
が便利です。
　池田　その場合、入院は必要ないの
でしょうか。
　佐伯　必ずしも入院は必要なくて、
外来通院でも可能ですが、週１回か２
回ぐらい通っていただくのがいいと思
うので、忙しい方は少し光線治療はし
づらい面があるかもしれません。
　池田　週１回か２回は必要なのです
ね。
　佐伯　そうですね。
　池田　もう一つ、かゆみが強い方に
は抗ヒスタミン薬が投与されるのでし
ょうか。
　佐伯　抗ヒスタミン薬の位置づけと
しては、かゆみを抑える補助として使
われているのが現状かと思います。治

療の基本はあくまで抗炎症外用薬、ス
テロイドやタクロリムスで、外用によ
り皮疹がよくなると、それに付随して
かゆみもある程度抑えられると思いま
す。ただ、補助として抗ヒスタミン薬
を使うとかゆみが緩和するというエビ
デンスは出ています。
　池田　そのほかに、よく黄色ブドウ
球菌がついているとか、それによって
悪化するという報告もありますが、環
境要因への対処は何か行われるのでし
ょうか。
　佐伯　いわゆる悪化因子がはっきり
する場合は、そういうものを避けるの
が大切です。基本的には清潔と保湿、
きちんと洗って、かつ保湿剤を使う。
そういうスキンケアが非常に大事だと
思っています。
　池田　基本的にドライスキンのよう
なものがあると考えられているのでし
ょうか。
　佐伯　おっしゃるとおりです。アト
ピー性皮膚炎の病因は、アレルギー的
な側面だけではなくて、いわゆるバリ
ア機能異常というか、非常に肌が乾燥
しやすいのが特徴ということが再認識
されています。保湿剤を使ったスキン
ケアは非常に重要だと考えています。
　池田　まとめますと、治療の際には
スキンケアを行いつつ抗炎症薬を外用
する。それでよくなるとスキンケアを
しつつ、間欠的にステロイドとかタク
ロリムスを塗っていく、ということで
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いるとうかがいました。最新の治療についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

アトピー性皮膚炎の最新治療

　池田　アトピー性皮膚炎の最新治療、
特に生物学的製剤のお話ということで
す。その前に診療ガイドラインについ
てうかがいたいのですが、現時点で公
表されている診療ガイドラインではど
ういった治療法が一般的になっている
のでしょうか。
　佐伯　現在公表されている一番新し
いものは2018年版になります。その中
に治療の手順というのが明記されてい
るのですが、一番大事なのは、今ある
皮膚の炎症をできるだけ速やかに完全
に抑える、いわゆる寛解導入療法です。
ステロイドとかタクロリムスなどの抗
炎症外用薬をうまく組み合わせて、で
きるだけ早くよくする。よくなった皮
疹を、今度はできるだけいい状態で長
持ちさせてあげるということで、寛解
維持療法があります。これは、よくな

っても、例えば週１回や２回は抗炎症
外用薬を塗って、あとは毎日、保湿剤
によるスキンケアをしていただく。そ
れによって、いい状態を長く続けるの
が寛解維持療法です。
　池田　一度よくなった場合も、タク
ロリムスだと皆さん塗りやすいと思う
のですが、ステロイドも悪化を予防す
るために使われるのでしょうか。
　佐伯　タクロリムスは皮膚萎縮や毛
細血管拡張のような副作用がないので、
プロアクティブ療法に非常に使いやす
い、適した薬だと思いますが、ステロ
イドも週１回や２回だと、あまり副作
用も出ずに、いい状態を維持できると
いう報告が、海外、それから国内から
も出ています。
　池田　保湿剤と抗炎症の薬物外用で
反応すればいいのですが、それでも反

応しづらい例がありますね。そういう
ものはどのようにされるのでしょうか。
　佐伯　いわゆる重症難治例に対して
は、シクロスポリンという免疫抑制薬
を短期間内服してみるとか、光線治療
（ナローバンドUVBなど）を使います。
ナローバンドUVBは311nmくらいの狭
い波長のUVBだけを照射する光線治療
です。
　池田　光線療法といいますと、ある
程度大きな病院でないと難しいのでし
ょうか。
　佐伯　クリニックで持っている医師
もいます。ただ、一度に全身に当てよ
うとすると、やはり大きな病院などで
用意されていることが多い全身照射型
が便利です。
　池田　その場合、入院は必要ないの
でしょうか。
　佐伯　必ずしも入院は必要なくて、
外来通院でも可能ですが、週１回か２
回ぐらい通っていただくのがいいと思
うので、忙しい方は少し光線治療はし
づらい面があるかもしれません。
　池田　週１回か２回は必要なのです
ね。
　佐伯　そうですね。
　池田　もう一つ、かゆみが強い方に
は抗ヒスタミン薬が投与されるのでし
ょうか。
　佐伯　抗ヒスタミン薬の位置づけと
しては、かゆみを抑える補助として使
われているのが現状かと思います。治

療の基本はあくまで抗炎症外用薬、ス
テロイドやタクロリムスで、外用によ
り皮疹がよくなると、それに付随して
かゆみもある程度抑えられると思いま
す。ただ、補助として抗ヒスタミン薬
を使うとかゆみが緩和するというエビ
デンスは出ています。
　池田　そのほかに、よく黄色ブドウ
球菌がついているとか、それによって
悪化するという報告もありますが、環
境要因への対処は何か行われるのでし
ょうか。
　佐伯　いわゆる悪化因子がはっきり
する場合は、そういうものを避けるの
が大切です。基本的には清潔と保湿、
きちんと洗って、かつ保湿剤を使う。
そういうスキンケアが非常に大事だと
思っています。
　池田　基本的にドライスキンのよう
なものがあると考えられているのでし
ょうか。
　佐伯　おっしゃるとおりです。アト
ピー性皮膚炎の病因は、アレルギー的
な側面だけではなくて、いわゆるバリ
ア機能異常というか、非常に肌が乾燥
しやすいのが特徴ということが再認識
されています。保湿剤を使ったスキン
ケアは非常に重要だと考えています。
　池田　まとめますと、治療の際には
スキンケアを行いつつ抗炎症薬を外用
する。それでよくなるとスキンケアを
しつつ、間欠的にステロイドとかタク
ロリムスを塗っていく、ということで
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すね。
　佐伯　おっしゃるとおりです。
　池田　以前はよくアレルゲンを調べ
たりしていたのですが、現在はどのよ
うにされているのでしょうか。
　佐伯　明らかなかぶれがある場合は、
そういったものをきちんと調べて避け
る必要があると思うのですが、血液検
査（特異的抗原検査）などで反応して
いても、必ずしもそれが原因とは限り
ません。その辺は参考程度でいいので
はないかと思います。
　池田　不安な方は一応調べてみると
いうことでよいでしょうか。以前だと、
ほこりやダニとか見つかって、それに
対処しようとしていた時期がありまし
たね。
　佐伯　確かに防ダニグッズなどでダ
ニの量は減るのですが、それによって
臨床効果があるかというと、必ずしも
そうでもないという報告も出ています。
あまり神経質になりすぎなくてもいい
のかなと思います。
　池田　ほこりやダニは除去できない
ものですしね。
　佐伯　完全に除去するのは難しいと
思います。
　池田　次に新しい薬、生物学的製剤
ですが、どのような薬なのでしょうか。
　佐伯　2018年４月から使えるように
なった薬がデュピルマブという薬です
が、これはIL-４とIL-13、アトピー性
皮膚炎にすごく関係しているといわれ

ているサイトカインを抑える、少し下
げる薬です。これを使うと、まずかゆ
みがかなり取れ、皮膚の炎症も抑えら
れ、バリア機能が回復します。かさか
さした肌から、少しもちもちしたよう
な肌になるとおっしゃる患者さんもい
ます。
　池田　バリア機能も回復するのです
ね。先ほどのIL-４やIL-13というお話
ですが、両方の分子に対して効果があ
る薬なのでしょうか。
　佐伯　おっしゃるとおりで、IL-４
の受容体抗体（レセプターの抗体）な
のです。ですから、IL-４もIL-13もレ
セプターにつくので、結果的にどちら
の作用も抑える薬になります。
　池田　受容体に対する抗体というこ
とですね。
　佐伯　そうです。
　池田　実際どのような使われ方をす
るのでしょうか。
　佐伯　これは通常の治療（標準治療）
でなかなかうまくコントロールできな
い、中等症～重症の難治例に対する治
療が基本です。例えば抗炎症外用薬で
あるステロイド（ストロング以上）を
半年以上塗っても一定の疾患活動性が
ある、うまくコントロールできない方
に、外用をしながら、この注射を打っ
ていただくというのが基本的な使い方
です。
　池田　外用に上乗せをしていくので
すね。

　佐伯　おっしゃるとおりです。
　池田　投与スケジュールはどういう
かたちですか。
　佐伯　最初に２本打ちます。その後
は２週間に１本ずつ打っていきます。
市販後１年間は２週に１回、患者さん
には通っていただいたのですが、１年
たってから（2019年５月から）いわゆ
る長期処方が可能になりました。２カ
月とか３カ月分処方できるようになっ
たので、少しまとめて出して、自宅で
患者さんに自分で打っていただくこと
もしています。
　池田　患者さんが自分で打つのです
ね。
　佐伯　そうです。最初の１回か２回
ぐらい、打ち方を説明して、「大丈夫」
ということになると、今度はこちらで
処方して、自宅で打っていただくかた
ちにしています。
　池田　効果の判定はどのようにされ
るのでしょうか。
　佐伯　いわゆる重症度をスコア化し
た、EASIスコアがあります。Eczema 
area and severity indexの略で、アト
ピー性皮膚炎の症状が部位別にどのぐ
らいあるかを計算するのですが、これ
が16以上がデュピルマブを使える一つ
の基準です。通常の外用治療をしても、
EASIスコアが16以上ある方に使うの
が原則になっています。
　池田　実際に先生がこの注射を導入
されて、どのくらいの患者さんが反応

するのでしょうか。
　佐伯　私の経験ではほぼ全員と言っ
ていいかと思います。全く効かない方
は経験していないです。もちろん、効
き方には少し差がありますが、打って
２週間後に来ていただいたときに、特
に体のかゆみが楽になったとおっしゃ
る方が多いです。かかなくなるので、
皮疹もよくなりますし、生活の質もよ
くなります。効果を患者さん自身も実
感されるので、続けて使われる方が多
いという印象を持っています。
　池田　よくなってくると、だんだん
ステロイドの外用はしなくなりますが。
　佐伯　基本的にはステロイドを塗り
ながら使う薬なのですが、よくなって
くると、塗る量や塗る回数が減って、
先ほどのプロアクティブ療法のような
塗り方になってもいいと思っています。
　池田　それは患者さん自身で決めら
れるのですね。
　佐伯　基本的には、患者さんと相談
しながら、少しランクを下げましょう
とか、ちょっと塗る間隔を空けましょ
うと申し上げることが多いです。
　池田　乾癬等だと、例えば皮膚症状
スコアが75％以上よくなった方で何％
という表現ですが、EASIスコアもそ
ういった評価があるのでしょうか。
　佐伯　EASI75というのがあって、
EASIスコアが75％以上改善した患者
さんの割合を指します。クロノス試験
という、ステロイドの外用にデュピル
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すね。
　佐伯　おっしゃるとおりです。
　池田　以前はよくアレルゲンを調べ
たりしていたのですが、現在はどのよ
うにされているのでしょうか。
　佐伯　明らかなかぶれがある場合は、
そういったものをきちんと調べて避け
る必要があると思うのですが、血液検
査（特異的抗原検査）などで反応して
いても、必ずしもそれが原因とは限り
ません。その辺は参考程度でいいので
はないかと思います。
　池田　不安な方は一応調べてみると
いうことでよいでしょうか。以前だと、
ほこりやダニとか見つかって、それに
対処しようとしていた時期がありまし
たね。
　佐伯　確かに防ダニグッズなどでダ
ニの量は減るのですが、それによって
臨床効果があるかというと、必ずしも
そうでもないという報告も出ています。
あまり神経質になりすぎなくてもいい
のかなと思います。
　池田　ほこりやダニは除去できない
ものですしね。
　佐伯　完全に除去するのは難しいと
思います。
　池田　次に新しい薬、生物学的製剤
ですが、どのような薬なのでしょうか。
　佐伯　2018年４月から使えるように
なった薬がデュピルマブという薬です
が、これはIL-４とIL-13、アトピー性
皮膚炎にすごく関係しているといわれ

ているサイトカインを抑える、少し下
げる薬です。これを使うと、まずかゆ
みがかなり取れ、皮膚の炎症も抑えら
れ、バリア機能が回復します。かさか
さした肌から、少しもちもちしたよう
な肌になるとおっしゃる患者さんもい
ます。
　池田　バリア機能も回復するのです
ね。先ほどのIL-４やIL-13というお話
ですが、両方の分子に対して効果があ
る薬なのでしょうか。
　佐伯　おっしゃるとおりで、IL-４
の受容体抗体（レセプターの抗体）な
のです。ですから、IL-４もIL-13もレ
セプターにつくので、結果的にどちら
の作用も抑える薬になります。
　池田　受容体に対する抗体というこ
とですね。
　佐伯　そうです。
　池田　実際どのような使われ方をす
るのでしょうか。
　佐伯　これは通常の治療（標準治療）
でなかなかうまくコントロールできな
い、中等症～重症の難治例に対する治
療が基本です。例えば抗炎症外用薬で
あるステロイド（ストロング以上）を
半年以上塗っても一定の疾患活動性が
ある、うまくコントロールできない方
に、外用をしながら、この注射を打っ
ていただくというのが基本的な使い方
です。
　池田　外用に上乗せをしていくので
すね。

　佐伯　おっしゃるとおりです。
　池田　投与スケジュールはどういう
かたちですか。
　佐伯　最初に２本打ちます。その後
は２週間に１本ずつ打っていきます。
市販後１年間は２週に１回、患者さん
には通っていただいたのですが、１年
たってから（2019年５月から）いわゆ
る長期処方が可能になりました。２カ
月とか３カ月分処方できるようになっ
たので、少しまとめて出して、自宅で
患者さんに自分で打っていただくこと
もしています。
　池田　患者さんが自分で打つのです
ね。
　佐伯　そうです。最初の１回か２回
ぐらい、打ち方を説明して、「大丈夫」
ということになると、今度はこちらで
処方して、自宅で打っていただくかた
ちにしています。
　池田　効果の判定はどのようにされ
るのでしょうか。
　佐伯　いわゆる重症度をスコア化し
た、EASIスコアがあります。Eczema 
area and severity indexの略で、アト
ピー性皮膚炎の症状が部位別にどのぐ
らいあるかを計算するのですが、これ
が16以上がデュピルマブを使える一つ
の基準です。通常の外用治療をしても、
EASIスコアが16以上ある方に使うの
が原則になっています。
　池田　実際に先生がこの注射を導入
されて、どのくらいの患者さんが反応

するのでしょうか。
　佐伯　私の経験ではほぼ全員と言っ
ていいかと思います。全く効かない方
は経験していないです。もちろん、効
き方には少し差がありますが、打って
２週間後に来ていただいたときに、特
に体のかゆみが楽になったとおっしゃ
る方が多いです。かかなくなるので、
皮疹もよくなりますし、生活の質もよ
くなります。効果を患者さん自身も実
感されるので、続けて使われる方が多
いという印象を持っています。
　池田　よくなってくると、だんだん
ステロイドの外用はしなくなりますが。
　佐伯　基本的にはステロイドを塗り
ながら使う薬なのですが、よくなって
くると、塗る量や塗る回数が減って、
先ほどのプロアクティブ療法のような
塗り方になってもいいと思っています。
　池田　それは患者さん自身で決めら
れるのですね。
　佐伯　基本的には、患者さんと相談
しながら、少しランクを下げましょう
とか、ちょっと塗る間隔を空けましょ
うと申し上げることが多いです。
　池田　乾癬等だと、例えば皮膚症状
スコアが75％以上よくなった方で何％
という表現ですが、EASIスコアもそ
ういった評価があるのでしょうか。
　佐伯　EASI75というのがあって、
EASIスコアが75％以上改善した患者
さんの割合を指します。クロノス試験
という、ステロイドの外用にデュピル
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マブの注射を併用した試験では、プラ
セボという偽薬では４カ月後のEASI75
が23％に対して、実薬だと69％ですの
で、明らかに有意差がついています。
　池田　すごい差ですね。
　佐伯　かなりよく効く薬と言ってい
いと思います。
　池田　まだ市販されて時間がたって
いないのですが、気になるところは副
作用ですね。どのような副作用が出て
いるのでしょうか。
　佐伯　大きな副作用はあまりないと
言っていいと思います。特に注意しな
ければいけないのは、アレルギー性結
膜炎や眼瞼炎など、目の回りに少し炎
症が起きる方がいます。ただ、程度は
軽症から中等症が多く、経過を見る、
あるいは抗アレルギー薬の点眼液でう
まく対処できる方が多いと思います。
　池田　結膜炎が起こっても、そのく
らいの治療法で様子を見ていると、ま
た消えてしまうのでしょうか。
　佐伯　そういう方が多いと思います。
　池田　おもしろいのは、結膜炎とい
うとアレルギー症状のようなのですが、

なんで起こるのでしょうか。
　佐伯　なかなか難しくてよくわかっ
ていません。この薬は喘息にも保険が
通っていますが、アレルギー性結膜炎
には効かない、あるいは症状が増悪す
る方もいます。アトピー性皮膚炎の方
は涙液が減っているような報告もあっ
て、デュピルマブを投与すると、より
涙液が減りやすいとか、そういうこと
を指摘する眼科医もいます。アレルギ
ー性結膜炎の詳しい発症機序はまだよ
くわかっていないというのが実際のと
ころかと思います。
　池田　何か複雑な反応なのですね。
　佐伯　実は喘息の方にはこの薬の治
験でアレルギー性結膜炎は出ていない
のです。
　池田　アレルギー疾患であるけれど
も、アトピー性皮膚炎と喘息単身の方
とはちょっと違うのですね。
　佐伯　そういうことです。同じ薬を
使っても副作用に違いが出てきたりし
ます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学病理学講座教授
鷹　橋　浩　幸

（聞き手　池田志斈）

　前立腺がんのグリソンスコア（Gleason score）についてご教示ください。84
歳男性、高血圧にて定期的に通院中、尿閉にて定期外に受診されました。緊急
で泌尿器科を紹介、受診され、後日生検で上記スコア４＋５にて、男性ホルモ
ン除去療法が開始されました。
 ＜大阪府開業医＞

前立腺がんのグリソンスコア

　池田　グリソンスコアの質問が来て
います。これはいつごろから使われて
いるのでしょうか。
　鷹橋　グリソンスコアというのは、
その名のとおり、1966年にアメリカの
病理医のDr. Gleasonという方が考案し
た、前立腺がんに特化した悪性度の評
価法です。
　池田　66年に初めて提案されて、随
分時間がたっていますが、世界的な広
がりはどのようになっているのでしょ
うか。
　鷹橋　当初はアメリカを中心に広が
っていたのですが、だんだんと世界的
に認知されるようになり、日本では
1990年以降、主にこの分類が使われる
ようになっています。

　池田　その間、世界で使われるため
には改訂がされていると思うのですが、
どのようなスピードで改訂されている
のでしょうか。
　鷹橋　1977年と1979年にDr. Gleason
自身によって２度改訂が行われました。
その後2005年、そして直近では2014年
に国際泌尿器病理学会という学会のコ
ンセンサス会議を経て改訂されて現在
に至っています。
　池田　広がりつつ改訂もされている
のですね。
　鷹橋　はい。
　池田　質問の患者さんでは、スコア
４＋５とあるのですが、この表現も含
めて、どのようなスコアリングシステ
ムなのでしょうか。
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