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・・・薬剤師が知っておきたい、
アトピー性皮膚炎の基礎知識

アトピー性 皮 膚炎

アトピー性皮膚炎は、乳児期から青年期を中心に患者数が多く、

一般にもよく知られた皮膚疾患といえます。

近年には治療が標準化されるとともに、病態解明が進み、

新しい作用機序の治療薬も登場しています。

そこで今回は、病態理解をふまえて、急速に進化する

アトピー性皮膚炎治療の最新情報をご紹介いたします。



アトピー性皮膚炎治療のいま

図1   ADにおけるTh2細胞を中心とした炎症反応

▶  複数の要因が関与して増悪と軽快を繰り返すアトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎（AD）は、増悪と軽快を繰り返すかゆみのある湿疹
を主病変とする疾患であり、皮膚バリア機能の脆弱性やアトピー
素因などを背景として、様々な病因が複合的に関与して病態を形成
する多病因性の疾患と考えられています。つまり、皮膚バリア機能が
低下してアレルゲン（抗原）が侵入しやすい状態とアレルギー反応
などの炎症を起こしやすい体質によって皮膚が過敏になり、そこに
環境要因が加わることで炎症の増悪や慢性化がもたらされます1）。
現在では、皮膚バリアの脆弱性の原因の一つとして、バリア機能を
担うフィラグリンなどの角化関連分子の機能喪失型遺伝子変異や、
遺伝子変異がなくてもTh2炎症によってフィラグリンなどの角化
関連分子の発現の低下が注目されています。また、アトピー素因

として、家族歴・既往歴（気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎、
AD）またはIgE抗体を産生しやすい素因と定義され、遺伝的要因
がADに関与していることが知られています1）。
さらに、AD悪化にかかわる環境要因としては、唾液・汗・毛髪の接触
や衣類との摩擦といった日常生活での非特異的な刺激のほか、
接触アレルギー、食物・吸入アレルゲン、温度や湿度（高温高湿、
乾燥）、精神的ストレスなどが知られています。AD患者さんは自身の
悪化要因を把握して避けることが大切です。また、掻き壊し（掻破：
そうは）による刺激は悪化因子として特に重要です。かゆみと掻破
による悪循環を断ち切るため、かゆみを減らす治療に加えて、爪を
短く切るなど皮膚を傷つけないための対策も必要となります2)。

▶   ADにおけるTh2細胞とtype 2 サイトカインの役割
ADではヘルパーＴ細胞のうち、アレルギー反応に関与するTh2細胞
を中心とした炎症反応が起きていることが明らかになっています

（図1）1)。Th2細胞は抗原の刺激によって活性化すると、サイトカイン
であるIL-4、IL-13を放出してB細胞からIgE産生を促します。増加した
IgEが結合した肥満細胞（マスト細胞）は抗原に誘発されやすい状態
となり、ヒスタミンなどのケミカルメディエーターを放出して炎症反応
を引き起こします。Th2細胞は他にも、好酸球を誘導・活性化する
IL-5、かゆみを引き起こすIL-31などを産生しており、これらはIL-4、
IL-13とともにtype 2サイトカインと呼ばれています。
最近では、抗原刺激がなくても活性化する自然リンパ球と呼ばれる

免疫細胞（ILC2）もAD病変部でtype 2サイトカインを産生して
いることが明らかになり3)4）、ADの抗原に依存しない炎症反応との
関連が注目されています。ADの病変部では、type 2サイトカインや
ケモカインTARC（CCL17：Th2細胞を局所に遊走させる）などの
過剰産生が認められており、特にtype 2サイトカインであるIL-4、
IL-13、IL-31はフィラグリンなどの角化関連分子の発現を低下させ
ることによって、ADにおけるバリア機能の低下を引き起こしており、
これらtype 2サイトカインを抑制する治療は、バリア機能異常を
正常化させ、ADの悪化・再燃を抑制すると考えられています5)6)。
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図2   ADの診断・治療アルゴリズム

図3   ADの寛解維持療法

▶   速やかな寛解 導入と寛解 維 持 療法
『アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018』では、①薬物療法、②皮膚

の生理学的異常に対する外用療法・スキンケア、③悪化因子の検索
と除去の3つがAD治療の基本とされています（図2）7)。薬物療法と
しては、まずステロイド外用薬やタクロリムス軟膏（カルシニューリン
阻害外用薬）などの抗炎症外用薬を用いて速やかに寛解の導入を
目指します。ステロイド外用薬は、有効性と安全性からAD治療の
基本となる薬剤であり、個々の皮疹の重症度に応じて適切なランク

（強さ）を選択して使用します。タクロリムス軟膏は、局所副作用の
懸念などでステロイド外用薬が使用できない場合などに、2歳以上の
AD患者さんに対して用いられることがあります。最近では、2歳以上
のAD患者さんに対するJAK阻害外用薬も発売され、新しい抗炎
症外用薬として期待されています。ADでは強いかゆみによりQOL
が低下し、掻破行動が症状の増悪をもたらすため、抗炎症外用薬
の補助療法として、抗ヒスタミン薬が併用されることもあります。
抗炎症外用薬により寛解導入された後には、ステロイド外用薬など
は少しずつ減量していきます。ただしADは再燃を起こすことが多い

疾患であり、従来は症状が再燃するたびに抗炎症外用薬を用いて
再び寛解導入することが行われてきました（リアクティブ療法）。
これに対し、近年に行われるようになったのがプロアクティブ療法
と呼ばれる寛解維持療法です（図3）。これは、寛解後の保湿剤に
よるスキンケアに加えて、抗炎症外用薬を間欠的に（週2回など）
塗布して寛解を維持する方法です。プロアクティブ療法は、Th2炎症
を継続的に抑制し、皮膚バリア機能を正常に維持できることから、
再燃回数を減らし寛解維持に有用であることが示され8）、現在は
ADの寛解維持療法の主流となっています。
一方、抗炎症外用薬で寛解導入が期待できない場合には、シクロス
ポリンやステロイド内服薬による全身療法が検討されてきました。
シクロスポリンは強い炎症を伴う皮疹が体表面積の30%以上
の患者さんが適応となり、ステロイド内服薬と同様にできる限り
短期間にとどめることが重要です9)。最近では、抗炎症外用薬で
効果不十分な患者さんに対して、新しい作用機序の全身療法が
登場しています。
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ADにおいても、病態解明に伴い登場する新しい治療選択肢が、患者さんのアンメットニーズを解消する可能性に
期待が寄せられています。これらの新しい治療選択肢を効果的に用いることによってADで低下している皮膚バリア
機能を正常化そして維持することも、再燃を回避するために大切です。一方で、AD患者さんでは外用薬の
アドヒアランスや環境要因が治療効果や疾患活動性に及ぼす影響が大きいため、治療薬の有効性が十分に
発揮されるには、個々のAD患者さんの状況と安全性に配慮した患者指導・服薬指導がますます重要となって
いくのではないでしょうか。
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【 略 語 】
AD：atopic dermatitis
IgE：immunoglobulin E（免疫グロブリンE）
Th2細胞：type 2 T helper cell
IL：interleukin
ILC2：group 2 innate lymphoid cell（2型自然リンパ球）
TARC：thymus and activation-regulated chemokine(CCL17)
JAK：Janus kinase
STAT：signal transducer and activator of transcription
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▶  ADの新しい全身療法：生物学的製剤と経口JAK阻害薬
AD病態におけるtype 2サイトカインの重要な役割が明らかになる
とともに4)5)、それらを阻害する治療薬の開発も進展しました。IL-4
およびIL-13に共通の受容体サブユニットに結合してシグナル伝達を
阻害するIL-4/13阻害薬は、ADに対して最初に承認された生物学的
製剤です。また経口JAK阻害薬は、複数のtype 2サイトカインに
かかわるJAK-STAT経路を介した細胞内シグナル伝達を阻害する
ことで10)、抗炎症外用薬で効果不十分な中等症から重症のADに
おいて皮疹とかゆみの両方に有効性が示されています11)。なお、
新しい作用機序を有するIL-4/13阻害薬と経口JAK阻害薬については、
厚生労働省による最適使用推進ガイドラインが作成され、施設要件

のほか、既存治療で効果不十分な成人AD患者さんで皮疹が体表
面積の10%以上といった患者要件が定められています12)-14)。実臨床
での使用においては、既存治療と異なる感染症などのリスクを
考慮した適切な投与が必要と考えられます。
現在承認されている生物学的製剤やJAK阻害薬のほかにも、
ADの病態に関与するサイトカインやその伝達経路を標的とした
新たなAD治療薬の開発が続々と進行しています。近い将来、
これら新しい治療選択肢が、既存治療で難治のAD患者さんの
皮疹やかゆみを改善し、長年の課題であったQOL向上に寄与する
ことが期待されています。

12) 最適使用推進ガイドライン デュピルマブ（遺伝子組換え）～アトピー性皮膚炎～. 平成30年4月（令
和2年11月改訂）, 厚生労働省

13) 最適使用推進ガイドライン バリシチニブ～アトピー性皮膚炎～. 令和2年12月, 厚生労働省
14) 最適使用推進ガイドライン ウパダシチニブ水和物～アトピー性皮膚炎～. 令和3年8月, 厚生労働省


