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1．ガイドライン作成の背景

接触皮膚炎は皮膚科医が診療する頻度の高い疾患で
あり，原因を確定し，その原因との接触を断つことが
できれば根治できる疾患である．しかしながら，原因
が明らかにされていない場合や，適切な防御方法がと
られていない場合には難治となり治療に苦慮すること
が多い．診断には原因を確定する有力な手段である
パッチテストが有用であるが，その施行方法，判定方
法，結果の考察，患者への生活指導，社会へ結果を還
元する一連の診療技術はある一定期間の修練が必要で
ある．接触皮膚炎の原因を見逃し，対症療法に終始す
ることは，長期ステロイド外用による皮膚萎縮などの
副作用を発生させ，治療期間の長期化による医療費の
不必要な支出を余儀なくする点で行うべき診療では
ない．

原因を明らかにする有力な検査方法であるパッチテ
ストは手間と時間がかかり，保険点数も低く一般皮膚
科診療でパッチテストは活用されているとは言えない
状況である．しかしながら，パッチテストより確実か
つ有用な原因を解明する検査方法はいまも存在しない．

以上の理由から，接触皮膚炎の的確な診断，検査，

治療，そして生活指導はどう行うべきか，わかりやす
い診療ガイドラインを作成することは重要なことであ
り，現時点で標準的と考えられるガイドラインを作成
して，標準的で正しい診療を普及させたいと考えこの
接触皮膚炎診療ガイドラインを策定することとした．
今後は，必要に応じて然るべき時期に改定を予定して
いる．

2．ガイドラインの位置づけ

本委員会は日本皮膚科学会，日本皮膚アレルギー・
接触皮膚炎学会から委嘱された委員らにより構成さ
れ，2007 年から委員会および書面審議を行い，日本皮
膚アレルギー・接触皮膚炎学会との共同研究として本
ガイドラインを作成した．本ガイドラインは現時点に
おける我が国の接触皮膚炎の基本的，標準的治療の目
安を示すものである．

3．免責条項

本ガイドラインは本報告書作成の時点で入手可能な
データをもとに，ガイドライン作成委員の意見を集約
的にまとめたものであるが，今後の研究の結果によっ
ては本報告書中の結論または勧告の変更を余儀なくさ
れる可能性がある．また特定の患者および特定の状況
によっては本ガイドラインから逸脱することも容認さ
れ，むしろ逸脱が望ましいことさえある．従って治療
を施した医師は，本ガイドラインを遵守したというだ
けでは過失責任を免れることはできないし，本ガイド
ラインからの逸脱を必ずしも過失と見なすこともでき
ない．

4．エビデンスのレベルと推奨度の決定

本ガイドラインのなかで記載されたエビデンスのレ
ベルと推奨度は，皮膚悪性腫瘍グループが作成した「エ
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ビデンスのレベルと推奨度の決定基準」（付表 1）に基
づいて決定した．

5．概 念

接触皮膚炎とは外来性の刺激物質や抗原（ハプテン）
が皮膚に接触することによって発症する湿疹性の炎症
反応をさす．湿疹とは，外的，内的刺激に対する表皮・
真皮上層を場とし，かゆみ，ヒリヒリ感を伴う可逆性
の炎症反応で，組織学的に表皮細胞間浮腫，海綿状態
から水疱形成に至る特徴をもち，臨床的に湿疹三角に
示されるように，紅斑，丘疹，小水疱から苔癬化に至
る可変性を有する皮疹から成り立つ皮膚疾患の総称で
ある．接触皮膚炎の原因物質が慢性に皮膚に作用する
と慢性接触皮膚炎となり皮膚の肥厚が起こり苔癬化局
面を形成し，その中に急性の症状が混在した形態をと
る．急性期の組織反応は真皮上層から T リンパ球が表
皮に浸潤し表皮細胞を障害し海綿状態（spongiosis）と
呼ばれる組織変化を起こす．この反応がさらにすすみ
表皮内水疱が形成される．これらの皮膚症状の形成機
序は外界よりの異物（接触アレルゲン）に対する生体
の異物排除機構の作動にともない形成されるものである．

6．分 類

接触皮膚炎は大きく刺激性とアレルギー性に分類さ
れる．さらに，光線の関与したタイプを加えて，（1）刺
激性接触皮膚炎，（2）アレルギー性接触皮膚炎，（3）光
接触皮膚炎（光毒性接触皮膚炎，光アレルギー性接触
皮膚炎），（4）全身性接触皮膚炎・接触皮膚炎症候群

（付）接触蕁麻疹，に分類できる．

7．病 態

（1）刺激性接触皮膚炎
角層はバリアの役割を果たしており，正常な皮膚で

は分子量 1,000 以上の物質が角層を通過することはな
いと考えられている．しかし，現在の生活環境におい
ては角層の障害がおこる機会が多くなっているため，
皮膚に接触した刺激物質が障害部位より侵入して角化
細胞を刺激してサイトカイン，ケモカインの産生を誘
導すると考えられている．表皮細胞から産生されたサ
イトカイン，ケモカインが炎症細胞の局所への浸潤を
引き起こし炎症が起こると考えられている1）．

（2）アレルギー性接触皮膚炎
アレルギー性接触皮膚炎は刺激性接触皮膚炎と異な

り，微量のハプテンで皮膚炎を起こしえる．アレルギー
性 接 触 皮 膚 炎 の 発 症 に は 感 作 相（sensitization
phase）と惹起相（elicitation phase）の 2 つがあるとさ
れている2）．
（A）感作相
接触アレルゲンはほとんどが分子量 1,000 以下の化

学物質でハプテンと呼ばれる．ハプテンが皮膚表面か
ら表皮内を通過して蛋白と結合しハプテン蛋白結合物
を形成する．このハプテン蛋白結合物を抗原提示細胞
である皮膚樹状細胞（Langerhans 細胞，真皮樹状細
胞）が捕獲して所属リンパ節に遊走し抗原情報を T
リンパ球に伝え，感作リンパ球が誘導されることによ
り感作が成立すると考えられている．アレルギー性接
触皮膚炎では主に Th1�Tc1 細胞である CD8 陽性細胞
が重要な役割を果たすと考えられているが CD4 陽性
細胞も関与する．
（B）惹起相
惹起相はまだ明らかにされていないところが多い．

感作が成立した個体に再び接触アレルゲンが接触後，
表皮細胞より種々の化学伝達物質，サイトカイン，ケ
モカインの産生が見られる．さらには，肥満細胞の脱
顆粒，血管の拡張と内皮細胞の活性化，好中球，好酸
球が浸潤する．これらの顆粒球の浸潤に続いて T リン
パ球も浸潤してくる．T リンパ球の活性化において皮
膚樹状細胞などの抗原提示細胞が T リンパ球に情報
を伝える．活性化されたエフェクター T リンパ球が表
皮に向かい遊走し再び皮膚，特に表皮内に集まり種々
のサイトカインを局所に放出し，活性化された T リン
パ球が表皮細胞を障害，もしくは TNF-α により直接
表皮細胞が障害され海綿状態を主とした湿疹性の組織
反応が形成されアレルギー性接触皮膚炎が発症すると
考えられている．

（3）光接触皮膚炎（光毒性接触皮膚炎，光アレルギー
性接触皮膚炎）

接触皮膚炎が惹起されるのに，光を必要とする型の
ものがあり，光接触皮膚炎と呼ぶ．ある物質が塗られ
た皮膚に太陽などの紫外線（UV）が照射され，皮膚炎
が生ずる．皮膚炎を起こす光線の波長（作用波長）は，
通常，長波長紫外線（UVA）である．一般の接触皮膚
炎に一次刺激性とアレルギー性があるように，光接触
皮膚炎にも 2 つの型，すなわち光毒性と光アレルギー
性機序がある．頻度的には後者が多い．光毒性とは物
質に紫外線が当たり，それによって活性酸素が発生し
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組織・細胞傷害をもたらすものである．細胞の構成成
分別には，DNA への損傷あるいは結合，脂質過酸化反
応，蛋白への結合あるいは変性を起こす．したがって
炎症は起こるが，特異的免疫反応によるものではなく，
感作も必要としない．一方，光アレルギー性接触皮膚
炎は，光抗原特異的な免疫反応機序によって起こった
ものであり，感作を必要とし，T 細胞が媒介する．そ
の根幹部分においては通常のアレルギー性接触皮膚炎
と同様で感作相と惹起相が存在するが，UVA 照射と
いう操作が加わらなければ発症しない．感作物質は光
ハプテンであり，UV 照射がなされるとその一部が光
分解され，近傍の蛋白と共有結合する．皮膚に感作物
質が接触し UVA が照射されると，皮膚樹状細胞

（Langerhans 細胞，真皮樹状細胞）が光ハプテン修飾
を受け，光抗原を担った樹状細胞は，リンパ節に移動
しナイーブ T 細胞を感作する．この際，光抗原が樹状
細胞上の MHC クラス II 分子に直接光結合するのか，
クラス II 分子によって表出された自己ペプチドに光
結合するのかは明確にされていない．また光ハプテン
修飾は MHC クラス II 分子と共刺激分子の発現増強
を引き起こす．通常の接触皮膚炎と同様に CD4 陽性 T
細胞も CD8 陽性 T 細胞も皮膚炎の惹起に関わってい
ると考えられる3）4）．

（4）全身性接触皮膚炎・接触皮膚炎症候群
接触感作の成立後，同一の抗原が繰り返し経皮的に

接触し，強いかゆみを伴う皮膚病変が接触範囲を超え
て全身に出現する場合を接触皮膚炎症候群と呼ぶ5）．
典型的なものは自家感作性皮膚炎様の症状となるが，
これは湿疹反応が引き起こされた接触部位から経皮的
に抗原が吸収されて血行性に散布されて生じるものと
推測されている6）．

接触感作成立後に同一抗原が経口・吸入・注射など
非経皮的なルートで生体に侵入することによって全身
に皮膚炎を生じたものを全身性接触皮膚炎と呼ぶ6）．
金属が原因の例は全身型金属アレルギーと呼ばれるこ
ともある7）．この場合の機序として，先に述べたアレル
ギー性接触皮膚炎反応と同様の機序のほか，金属が関
与する場合には金属イオンが抗原提示細胞内における
抗原プロセッシングの過程に作用し，自己抗原を提示
させるように変化させ，その結果自己反応性の T 細胞
の誘導を促すなどの機序が言われている8）．

（付）接触蕁麻疹
接触蕁麻疹は経皮的な物質の接触により起こる蕁麻

疹反応のことで，多くの場合，物質が接触した部位に
即時に膨疹が出現する．まれに数時間後の膨疹の出現
や，他の部位に症状が拡大する場合がある．さらに，
直接的および搔破などにより遅延型湿疹反応を伴うこ
とがある．

反応形式から非アレルギー型，アレルギー型，未定
型の 3 型に分類される．非アレルギー型は症状が接触
した部位にとどまることが多く，症状の程度は原因物
質の量や濃度に依存する．保存料，香料や化粧品に含
まれる安息香酸，ソルビン酸，桂皮アルデヒド（シン
ナムアルデヒド），などが原因となる9）．これらの物質
がヒスタミンや他の血管作動性物質を放出し起こる反
応である．アレルギー型は経皮的にアレルゲンが侵入
し，I 型アレルギー反応を起こす．原因物質が接触した
局所以外にも蕁麻疹が現れ，喘息・鼻炎などの呼吸器
症状や腹痛・嘔吐といった消化器症状などを引き起こ
し，ついにはアナフィラキシーショックへと至る場合
もある．この病態を接触蕁麻疹症候群と呼ぶ．手湿疹
合併者に多いことから皮膚のバリア機能の低下がアレ
ルゲンの侵入を容易にし，侵入した物質が抗原となり
蕁麻疹が生じると考えられる10）．未定型は前者二つと
も区別しにくい反応を起こすもので，局所症状だけで
はなく全身症状を引き起こすこともあり，アレルギー
型の反応に似るが，抗体をはっきりと検出できない．
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8．疫 学

生活様式の変化に伴い，日用品，化粧品，外用薬，
などによる接触皮膚炎の報告が注目されている．そこ
で，これら障害のもととなる製品をすばやく把握し，
その原因物質を確認し，それによって皮膚障害を予防
し，かつ諸種製品の安全に寄与することがわれわれの
重要な努めのひとつでもある．しかし，この種の疫学
調査は諸施設から個別にときおり報告されてはいる
が，本邦における現状を把握するに十分なデータはな
い．このたび接触皮膚炎診療ガイドライン作成にあた
り接触皮膚炎の統計的観察を文献的に考察したので，
その結果について述べる．

接触皮膚炎は，皮膚科外来患者の 4～30％ を占める
ポピュラーな皮膚疾患の一つである．その頻度は医療
機関によって異なる．

石原1）は 3 施設の接触皮膚炎患者の実数および 5 年
ごとの定点調査を行っているが，それによると新患患
者数に対する接触皮膚炎患者の割合は，昭和 35 年の
5.3％，40 年の 4.9％，45 年の 5.5％ で 10 年間に大きな
変動はない．

昭和 46 年から 50 年の 5 年間についての清水2）の報
告では，新患患者数に対する接触皮膚炎患者の割合は，
それぞれ 8.2％，8.99％，6.26％，5.90％，6.58％ で，昭
和 47 年をピークに以降やや減少している．

名古屋大学分院では昭和 54 年 1 月から 58 年まで
は，新患患者数に対する接触皮膚炎患者の割合はおよ
そ 23％ 前後で変動はない3）4）．

東邦大学医療センター大森病院皮膚科の 11 回にわ
たる集計では，昭和 45 年度以降 30 年間は平成元年～
3 年の 3 年間の平均の 5.99％，平成 6 年の 8.01％，平成
12 年の 6.24％ を除き 5％ 前後を上下しているものの，
とくに大きな変動はない．

東京医科歯科大学皮膚科外来では，新患患者数に対

する接触皮膚炎患者の割合は 14.4％ を占めているが，
一般皮膚科診療所では外来患者の 20％ を超えてい
る5）．

したがって各施設により，新患患者数に対する接触
皮膚炎患者の割合は異なるものの，一貫して，過去 37
年間にわたり，新患数および比率に大きな変化はみら
れない．

接触皮膚炎の原因となる主たる製品は外用薬と化粧
品が他をぬいて頻度の高いものとなっている．すなわ
ち，昭和 35 年からの 10 年間では，外用薬が第 1 位を
占めているが，その絶対数および接触皮膚炎に占める
割合も漸次減少傾向を示している．これに対して，化
粧品は昭和 45 年までは常に第 2 位を占めていたが，45
年以降は外用薬をぬいて第 1 位となり，しかも 60 年前
半ではその比率が急増している．とくに昭和 61 年～62
年頃より顔の化粧品，頭髪用品の台頭が著しい．なか
でも化粧品は過去の基礎化粧品に変り，アイシャドー
などメーク製品が目立っている．頭髪用品も同時期の
数年，染毛剤，コールドパーマ液の増加が著明である．
昭和 59 年以降，金属装身具が目立つが，その流行を反
映したものといえる．過去に多かったホルマリンによ
る衣料皮膚炎は，昭和 50 年の規制以降減少をみてい
る．また，昭和 55 年以降数年間の植物皮膚炎（とくに
トキワザクラ）の急激な増加は，園芸ブームの反映と
考えられる．

接触皮膚炎のなかでの刺激性接触皮膚炎とアレル
ギー性接触皮膚炎の比率は，かつてはアレルギー性接
触皮膚炎の方が多い傾向がみられたが，最近では，刺
激性接触皮膚炎の方が多くなる傾向がみられる．

皮膚障害の防止，諸種製品の安全に寄与の観点から，
現状の変化をモニターし迅速な対応を行うために，多
数の施設が参加した定点調査を定期的に施行する必要
がある．

文 献
1）伊藤正俊：かぶれの原因別頻度とその変遷，皮膚

臨床，30 特 28 : 757―766, 1988.
2）清水正之：接触皮膚炎の中の化粧品皮膚炎，皮膚，

19 : 5―8, 1977.
3）請井智香子，大岩久美子，松永佳世子，早川律子：

日用家庭用品による接触皮膚炎，皮膚，25 : 645―
649, 1983.

4）辻 麻里，鈴木真理，大岩久美子，請井智香子，
松永佳世子，早川律子：日用家庭用品による皮膚
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障害，皮膚，26 : 881―887, 1984.
5）西岡 清：アレルギー性接触皮膚炎，玉置邦彦，

飯塚 一，清水 宏他編：最新皮膚科学大系 3，中
山書店，東京，2002, 13―18

9．検査 パッチテストについて

（1）検査の手順
接触皮膚炎の原因を明らかにする手順を図 1 にまと

めた．詳しい問診により時間的経過，部位より光線が
関与する接触皮膚炎が疑われるときは光パッチテスト
を，光線が関与しない接触皮膚炎の時にはパッチテス
トを施行する．全身性の時には使用試験，内服誘発試
験が必要である．また，詳細な問診より日用品，化粧
品，植物，食物，金属，医薬品，職業性などが疑われ
るときは図 2 のような物質を推定し表 7~20 に示され
た原因物質でパッチテストをする必要がある．

（2）パッチテストの EBM

イギリスの接触皮膚炎ガイドライン1）では，パッチテ
ストの感度と特異度が 70～80％ とされており，エビデ
ンスの質：II，推奨の強さ：A と記載されている．
パッチテストは接触皮膚炎の原因検索を行う際に必須
の試験であり，「行うことが強く推奨される」と判断さ
れるべきものである．

ただし，パッチテストは治療法ではなく診断技術で
あるため，EBM という表現よりも EBD（evidence-
based diagnosis）という表現が適切と考えられる2）．診
断技術の場合，感度と特異度が問題となる．仮にパッ
チテストの感度，特異度が 90％ とし，一般人の感作が
10％ の頻度で成立している物質 X に対して 100 名を
対象にパッチテストを施行したとすると真の陽性は 9
名（真の感作が 10 名，感度 90％ のため 9 名が陽性）で
あり，偽陽性も 9 名（真の陰性が 90 名で特異度が 90％
のため 10％ は偽の陽性）となる．すなわち，陽性反応
を認めた 18 名のうち，半数が不正確な結果を示すこと
になる3）．そのため，感度，特異度が 80％ 程度であれ
ばさらに偽陽性，偽陰性が多くなる可能性があること
を念頭に置いてテストを行わねばならない．

パッチテストには種々のピットフォールが存在す
る4）．すなわち，患者の体や皮膚の状態，貼布する物質
の濃度設定，テストを行う実施者の技量，判定のタイ
ミングなどによって結果がばらつくのである．また，
テストサンプルの設定や得られた結果の解釈において

は，アレルゲンに対する深い知識が必要である．その
ため，正確なパッチテストを実施する上では充分な教
育と経験が重要である．

文 献
1）Bourke J, Coulson I, and English J : Guidelines for

care of contact dermatitis, Brit J Dermatol, 145 :
877―885, 2001.

2）Van der Valk PGM, Devos SA, Coenraads PJ :
Evidence-based diagnosis in patch testing, Con-

tact Dermatitis, 48 : 121―125, 2003.
3）Diepgen TL, Coenraads PJ : Sensitivity, specific-

ity and positive predictivevalue of patch testing :
the more you test, the more you get?, Contact Der-

matitis, 42 : 315―317, 2000.
4）Mowad CM : Patch testing : pitfalls and perform-

ance, Curr Opin Allergy Clin Immunol, 6 : 340―344,
2006.

（3）パッチテストの実際
パッチテストはアレルギー性接触皮膚炎の診断に最

も有用な検査法である．パッチテストにより原因とな
る接触アレルゲンを明らかにすることにより，難治
性・再発性のアレルギー性接触皮膚炎の根治が可能と
なり患者の QOL を著しく向上させることができる．
パッチテストは，十分な量のハプテン（アレルゲン）を
強制的に経皮吸収させ，アレルギー反応を惹起させる．
従って，貼布されるアレルゲンの量・濃度および溶媒
となる基剤，貼布に用いるパッチテストユニット・貼
布時間などが結果に影響を及ぼすため，訓練された医
療従事者（皮膚科医）により行われなくてはならない．
（A）パッチテストの準備

I）パッチテストユニット
現在，利用可能なパッチテストユニットには，1）

Finn chamber（Epitest，Finland）（8mm，12mm）
（チャンバーの形：丸），2）IQ chambers（Chemotech-
nique Diagnostic，Sweden）（チャンバーの形：四角），
3）T.R.U.E. TEST（Mekos Laboratories AS，Den-
mark）（チャンバーの形：四角），4）Haye’s Test Cham-
berⓇ（HAL Allergie GmbH in Germany and HAL Al-
lergenen Laboratorium B.V. in the Netherlands）（チャ
ンバーの形：四角），5）鳥居パッチテスト用絆創膏（鳥
居薬品，東京）（チャンバーの形：丸）などがある．
現在，Finn ChamberⓇon Scanpor tapeⓇ（Alpharma A�
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図2 疑うべきアレルゲン問診からの推定

図1 診断手順

S，Norway）が International Contact Dermatitis Re-
search Group（ICDRG）より推奨され，本邦でも主に
使用されている．Finn ChamberⓇは大正富山医薬品株
式会社より入手できる．但し，Finn Chamber は反応の
信頼性は高いが，アルミと水銀が反応するので水銀製
剤の検査には適さない．T.R.U.E. TEST はユニットに
あらかじめアレルゲンが付着されており，より簡易に

パッチテストを実施できるが日本ではまだ承認されて
いない．チャンバーの形が丸や四角であったり大きさ
が異なるものが発売されているが，四角いチャンバー
はアレルギー反応と刺激反応を見分けやすい（刺激反
応は四角い反応を呈し，アレルギー性の反応は円形を
呈する傾向がある）．また，より大きなチャンバーは弱
陽性を検出することに優れている1）．
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II）アレルゲン（表 11），2）
1994 年に日本接触皮膚炎学会によりジャパニーズ

スタンダードアレルゲンが決定され学会員にアレルゲ
ン試料が提供されてきたが，現在は薬事法の問題によ
りパッチテスト試料の提供が合法的に行えない状況で
ある．25 種類のスタンダードアレルゲン（2008 年度）
のうち 20 種類は海外技術交易株式会社（東京都中央区
日本橋 2―16―3 十八山京ビル 9F 石渡良幸 TEL : 03―
3275―3461 FAX : 03―3275―3463）より個人輸入できる

（学会員でなくても可）．これらのアレルゲンは，ドイ
ツの Brial 社が日本接触皮膚炎学会のスタンダードア
レルゲン規格で試薬として作成し販売している．残り
5 種類のアレルゲンのうち 4 種は鳥居薬品から購入で
きる．残り 1 種のパラフェニレンジアミンについては，
日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会事務局へ問い合
わせれば作製方法などを入手できる（連絡先：FAX
0562―95―2915）．このほかのアレルゲンは，Brial，Che-
motechnique Diagnostics や Trolab から各自が試薬と
して購入し，適切な基剤で調整し濃度を合わせ貼布す
る．これらの試薬会社からは約 400 種類の試薬が市販
されている．

III）アレルゲンの濃度・基剤（表 33）～5））
ジャパニーズスタンダードアレルゲン 25 種類に関

しては，日本接触皮膚炎学会で至適濃度および基剤が
決定されているがその他のアレルゲンの濃度や基剤に
ついては接触皮膚炎のテキストブックや過去の文献を
参照する．基剤は白色ワセリンが最も広く使用されて
いる．しかし，症例によっては刺激反応やアレルギー
反応が誘発されることがあるため，精製水や溶剤（ア
セトン，エタノール，メチルエチルケトン）などが推
奨される場合もある．

参考となるテキストブックを以下に記載する．
・Wahlberg JE, Lindberg M. Patch testing. Frosch

P.J, Menne. T, Lepoittevin J.P. EDS. Contact Der-
matitis 4th Edition, Springer, Germany, 366―386,
2005（参考文献 1）．

・Cronin, E : Contact Dermatitis, Churchill Living-
stone, 1980.

・De Groot, A.C : Patch Testing, Elsevier, 1986.
・須貝哲郎：アトラス接触皮膚炎，金原出版，1986.
IV）その他
・アレルゲンの保存：アレルゲンの変質を最小限に

するため冷暗所で保管する．水溶性の基剤で溶解
されている物質は暗色のボトルに詰める．また，

アレルゲンは有効期限内に使用する．
・アレルゲンの貼布部位：強い反応や交叉反応を呈

するアレルゲンは隣接しないように貼布する．後
述する Excited-skin syndrome を回避することが
できる．

・妊婦にはパッチテストを実施しない．
・併用内服薬：プレドニゾロンを 1 日 15mg 以上経

口内服している患者にはパッチテストを実施しな
い．必要であれば，経口ヒスタミン薬をパッチテ
スト期間に使用してもよい．

（B）パッチテストの手順（単純閉鎖試験）
I）パッチテストユニットの準備
あらかじめ被験物質をパッチテストユニットに付け

ておく．軟膏や固形物はそのまま Finn Chamber（8
mm 径）に約 5mm（チューブに保存されているアレル
ゲンの場合）のせる．水溶液の場合は，付属のろ紙を
白色ワセリンで Chamber に固定しその上に滴下す
る．Finn Chamber の場合は 15µl 滴下することが推奨
されている．具体的なアレルゲンの調整方法を表 3 に
示す．

II）貼布方法
通常，背部（傍脊椎部）の外見上正常な場所に 48

時間貼布する．アレルゲンは上背部や上腕外側に貼布
することが推奨されており，下背部や前腕に貼布した
場合は偽陰性を生じる可能性があるため避ける．パッ
チテストユニットがはがれやすい場合は，絆創膏で補
強する（日本接触皮膚炎学会では，3M Micropore Sur-
gical tape スキントーンポア，アルケア株式会社
Fixomall stretch などの絆創膏が推奨されている）．貼
布後，シャワー，入浴，スポーツ，発汗の多い労働は
控えるように指示する．時に，貼布期間内に強い痒み
や痛みを生じる症例がある．そのような場合は除去，
または来院するように事前に指示をしておくとよい．

III）パッチテストユニットの除去
ユニットを除去してから判定までの間（1 時間 30

分～2 時間），パッチテスト貼布部位に圧力をかけない
よう患者に指示する．

色素や油剤，ファンデーションなど，パッチテスト
判定に障害となるものはオリーブ油などで拭いた後，
微温湯で拭く．水溶液などは上からガーゼでおさえる
だけでもよい．乾綿で拭くだけの施設もある．

IV）判定時間
パッチテストの判定は複数回実施することが推奨さ

れている1）．貼布した 48 時間後にパッチテストユニッ
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表1 ジャパニーズスタンダードアレルゲン

入手先用途Con/vehTest materials

Brialセメント，合金，毛染剤，陶磁器，色素，絵具，
エナメルなど

金属% pet.1Coblalt chloride1

Brial工業用黒ゴム製品，タイヤの黒ゴムゴム老化防止剤% pet.0.6PPD black rubber mix2

Brialピアスなどの装身具，歯科金属，リウマチ治療
薬

金属% pet.0.5Gold sodium thiosulfate3

Brialゴム製品の加硫促進剤ゴム硬化剤% pet.1.25Thiuram mix4

Brialニッケルメッキ，ニッケル合金，歯科用合金，
陶磁器，塗料，媒染剤，オフセット印刷，ガラ
ス，エナメル

金属% pet.2.5Nickel sulfate5

Brialゴム製品の加流促進剤ゴム硬化剤% pet.2Mercapto mix6

Brialゴム製品の加硫促進剤ゴム硬化剤% pet.2Dithiocarbamate mix7

Brial局所麻酔剤局所麻酔剤% pet.7Caine mix8

Brial外用剤抗生物質% pet.20Fradiomycin sulfate（Neomycin 
sulfate）

9

Brial医薬外用剤？，坐薬，ヘアトニック，化粧品，
香料，歯科用材料，陶器用塗料，油絵具など

樹脂% pet.25Balsam of Peru10

Brial塗料，接着剤，滑り止め樹脂% pet20Rosin（Colophony）11

Brial香料香料% pet.8Fragrance mix12

Brial化粧品，薬品，食品など防腐剤% pet.15Paraben mix13

（注）毛染め剤，毛皮/皮革の染料染料% pet.1p-Phenylenediamine14

Brial化粧品，外用剤，家具のつや出しなど油脂% pet.30Lanolin alcohols（Wool wax 
alcohols）

15

Brial靴，テーピングテープ，スニーカー，膝装具，
マーカーペン，ウエットスーツなどの接着剤と
して使用される．

樹脂% pet.1p-tert-Buthylphenol formaldehyde 
resin

16

Brial接着剤，塗料，樹脂% pet.1Epoxy resin17

Brialサクラソウに含まれる植物% pet.0.01Primin18

トリイ漆科の植物に含まれる．漆製品植物% pet.0.002Urushiol19

Brial菊に含まれる．菊の香料としても使用される．植物% pet.0.1Sesquiterpene lactone mix20

トリイクロムメッキ，皮革製品，セメント，塗料金属%aq.0.5Potassium dichromate21

トリイ保存剤，防腐剤水銀化合物% aq.0.05Thirmerosal22

Brialフェノール・尿素・メラミン樹脂，タンニン加
工，医薬品（ホルマリン），衣料品仕上げ剤，家
具，化粧品（日本製には含有されない）

防腐剤% aq.1Formaldehyde23

Brial化粧品やトイレタリー製品の防腐剤防腐剤% aq.0.01Kathon CG24

トリイ外用殺菌消毒薬，歯科金属，水銀血圧計，水銀
体温計

消毒液，防腐剤% aq.0.05Mercuric chloride25

as isDistilled water

as isPetrolatum

（注）作製方法などは日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会事務局へお問い合わせください．
問合せ先：FAX 0562-95-2915
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表2 アレルゲン入手先一覧

備考海外からの個人輸入入手先

輸入元を介して下記の海
外アレルゲンメーカーか
ら試薬としてアレルゲン
を個人輸入できる

東京都中央区日本橋2 ― 16 ― 3十八山京ビル9F 
石渡良幸　TEL：03-3275-3461　FAX：03-3275-3463

輸入元：海外技術交易株式会社

海外アレルゲン製造メーカー

Bovemannstr．8 D-48268 Greven，
Tel：＋49-25 71/93 97-0，fax：＋49-25 71/93 970-20
e-mail：info@brial.com，http://www.brial.com
P.O．Box 12 28 D-2057 Reinbek/Hamburg west Germany，
Trolab Patch test allergens
http://www/hermal.de/her/pages/untemehmen/english/trolab.php
Ringugnsg，7 S-216 16 Malmo，Sweden Chemotechnique
Diagnostics AB Patch test allergens
Http://www.chemotechnique.se/

Brial allergen GmbH

Hermal Kurt Hermann

Chemotechnique Diagnostics

国内入手先

ウルシオールをはじめ40
品目のアレルゲンを市販
している．

東京都中央区日本橋本町3 ― 4 ― 1
http://www.torii.co.jp/ivakuDB/

鳥居薬品株式会社

日本接触皮膚炎学会ウエブサイトより引用
http://www.fujita-hu.ac.jp/JSCD/all_folder/text_folder/contents_06/pachi_04.html

表3 具体的なアレルゲンの調整方法

洗浄剤は1％aqでパッチテスト．染毛剤，パーマ液はas is でオープンテスト．揮発性の製品はオープンテストな
いしは十分揮発後パッチテスト3）．1）化粧品

ゲル製品は刺激反応あり，オープンテストが必要．他の製品は as is でパッチテスト．2）外用剤

そのまま貼布．3）点眼液

葉と花びらはすりつぶし，茎と厚い葉は薄切り．Primula obconica など強感作物質は短時間貼布する．刺激性のあ
る植物は10％水またはエタノール抽出液を用いる4）．4）植物

そのまま貼布．5）食品

使用濃度ないしは10倍希釈のワセリン，水ないしは親水ワセリン．おおむね 0.1％～1％濃度5）．6）農薬

ヤスリですりパッチテスト．7）金属

布を細かく切りFinn Chamberにつめてパッチテストする．8）衣類

1％aqでパッチテスト．9）洗浄剤

日本接触皮膚炎学会ウエブサイトより引用
http://www.fujita-hu.ac.jp/JSCD/all_folder/text_folder/contents_06/pachi_04.html

トを除去し，テープ除去に伴う刺激反応が消退する約
1 時間 30 分～2 時間後に 1 回目の判定を実施し，貼布
後 72 時間後，又は 96 時間後，そして 1 週間後に判定
を行う．

複数回判定する理由としては，金属抗原（特にスズ，
亜鉛，白金，イリジウム）は刺激反応が出現しやすい
こと2），硫酸フラジオマイシンなどの分子量の大きい
抗生物質やステロイド外用薬などの抗炎症作用のある
物質は陽性反応が 4 日，もしくはそれ以上遅れて誘発

されること，また，高齢者は若年者に比べ陽性反応が
遅れて出現する傾向があることなどが挙げられる．

V）その他のパッチテスト方法
a）オープンテスト：
染毛剤，パーマ液，脱毛クリーム揮発性製品などに

用いる．試料（原液）を直径 20mm の円に直接単純塗
布し，20 分から 30 分後に膨疹反応の有無を判定し，そ
の後，48 時間，72 時間後に判定する．
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b）光パッチテスト：
光アレルギーを誘発する代表的な薬剤として，アリ

ルプロピオン酸系 NSAIDs のケトプロフェンが挙げ
られる．まず，患者の最小紅斑量（minimal erythema
dose : MED）を測定する．通常のパッチテストと同じ
方法で，被疑薬を背部 2 カ所に貼布する．24 時間後に
被疑薬を貼布した部位の半分に MED の 2�3 程度の
UVA を照射し，照射後 48 時間に判定を行う．照射側
と遮光側ともに反応のある場合は接触アレルギーと診
断し，照射側のみ反応が強い場合で光毒性を否定でき
る場合に光接触アレルギーと診断する．

c）Repeated open application test（ROAT）：
1）アトピー性皮膚炎などにおいて背部に湿疹病変が

ありパッチテストが困難な場合，2）使用可能な製品の
スクリーニング，3）パッチテストの反応が偽陽性で診
断がつかない場合に ROAT を実施する．被疑物質を肘
に 1 日 2 回反応が出現するまで，あるいは反応が出現
しなくても 7 日間は連続して塗布し，紅斑，浮腫，丘
疹がないか判定する．もし，反応がなければ接触皮膚
炎を起こした部位に同様の方法で被疑物質を塗布す
る．
（C）パッチテストの判定

I）判定基準（表 4）
現在，アレルギー反応を判定・評価するためのパッ

チテスト判定基準には本邦基準7）と ICDRG 基準があ
る．本邦基準では刺激反応とアレルギー反応の区別の
記載がないため，アレルギー反応の判定基準としては
ICDRG 基準が適している．アレルギー反応はパッチ除
去後も反応が長く持続し，刺激反応は時間とともに反
応が弱まっていく傾向がある1）．

II）パッチテストの解釈
判定結果と臨床症状の関連性を確認する．陽性反応

が得られた場合は，1）接触または使用歴を確認し，現
在の皮膚炎の原因か，増悪因子かを明らかにする．2）
今回接触した物質でなければ過去の皮膚炎の既往を十
分に問診し，以前の皮膚炎の原因か，増悪因子かを明
らかにする．3）さらに，これまでの皮膚炎とは関係の
ない交叉反応である可能性を考慮するなどを検討す
る．一方，パッチテストが陰性であっても，即座にア
レルギー反応ではないと判断せず，アレルゲンを正し
い濃度で適切に貼布したかなどを検証する．

a）多数の陽性反応が得られた場合：
非常に強い陽性反応は，その反応の近傍にも陽性反

応を出現させることがある．これを excited skin syn-

drome もしくは angry back syndrome という．このよ
うな場合は，非特異的反応を排除するためにより少な
い抗原数で再検査を行う1）．

b）結果と臨床症状が一致しない場合：
適切な濃度・基材で検査を行ったか検証し，可能な

限り再検査を行う．また，パッチテストを実施する中
で偽陽性，偽陰性反応が生ずる場合があるため考慮す
る（表 5）．

c）患者への結果報告：
陽性反応が現在の皮膚炎の原因であると確認できた

場合，原因物質の性質，それが含まれる製品などの情
報を伝える．また，それらの抗原が交叉反応を呈する
ものであれば，その情報についても伝える．
（D）パッチテストの危険性・インフォームドコンセ
ント

パッチテストにより，強刺激物質や腐食性化学物質
は強い反応を生じることがある．また，色素沈着や色
素脱失を起こしたり，瘢痕を形成することがあり，強
感作物質はパッチテストにより新たな感作を起こすこ
とがある．よって未知の物質については，腐食性，刺
激性，感作性，経皮吸収後の身体への影響などを確認
し，安全性を明らかにしてから適切な濃度・基剤を設
定した上でパッチテストを実施する．検査を実施する
前には，上記のパッチテストの危険性を十分説明し，
患者が同意した上で検査を行う．
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表4 判定基準

反応ICDRG基準反応本邦基準6）

反応なし－反応なし－

紅斑のみ＋？軽度の紅斑±

紅斑＋浸潤，丘疹＋紅斑＋

紅斑＋浸潤＋丘疹＋小水疱＋＋紅斑＋浮腫，丘疹＋＋

大水疱＋＋＋紅斑＋浮腫＋丘疹＋小水疱＋＋＋

刺激反応IR大水疱＋＋＋＋

施行せずNT　

＋＋以上を陽性反応とする
＋以上を陽性反応とする

表5 パッチテストの解釈1）

偽陰性反応偽陽性反応

1）十分に被疑物質が浸透しなかった場合1）貼布濃度が高すぎた場合

a）貼布濃度が低すぎた場合2）被疑物質に不純物が混ざっていた場合

b）被疑物質が基剤から遊離されなかった，もしくはフィルター
ペーパーに残っていた場合

3）基剤による刺激反応（主に溶剤，時に白色ワセリンなどによる）

c）貼布量が少なかった場合4）被疑物質の過剰貼布

d）不十分な密閉5）被疑物質が基剤に不均一に混ざっていた場合（特に結晶成分）

e）密閉時間が短かった場合6）貼布部位の問題（Excited-skin syndrome)

f）推奨された部位に貼布していなかった場合7）貼布部位の現在，または過去の皮疹

2）ネオマイシンやコルチコステロイドなど反応が遅く出現する
物質を貼布した場合

8）離れた部位の現在の皮疹

3）貼布部位がコルチコステロイド薬や紫外線，グレンツ線で治
療されていた場合

9）テープによる圧迫，基剤や家具，衣類などの機械的刺激

4）コルチコステロイド薬や免疫抑制剤で全身治療を受けている
場合

10）粘着テープの影響

5）アレルゲンが活性型ではない，もしくは不十分に酸化されて
いる場合（テルビン油，ロジン化合物，D- リモネンなど）

11）貼布したこと自体の影響

6）コンパウンドアレルギー（製品では陽性反応が出現するが，
個々の成分では反応が出現しない）

12）人為的な影響

炎会誌，80 : 310―314, 1970

10．接触皮膚炎の原因・症状 各論

（1）部位別の原因・症状（表 6）
（A）概説
接触皮膚炎の臨床像は湿疹・皮膚炎の形状をとるこ

とが多いため，皮疹部位が原因を推測する重要な手が
かりとなる．よって，接触皮膚炎の診療では部位別の
症状や接触原を知っておくことは診断と原因物質の同

定に必須である．部位による原因物質を推定するアル
ゴリズムは図 3 にまとめている．
（B）部位別の症状
臨床像は部位によって特徴的な症状を呈する場合が

ある．眼瞼は結合織が疎であり腫脹を来しやすい一方，
肉眼的に皮疹の程度が弱くても刺激感や灼熱感が強い
場合もある．さらにマスカラやアイシャドーによる物
理的刺激や化粧品の溶媒，石けんの乳化剤などの化学
的刺激により結膜炎を合併することがある．顔面は光
接触皮膚炎を生ずることがあり，日光暴露による惹
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表6 部位とおもな接触源

概説主な接触源部位

ヘアダイ（主な原因物質はパラフェニレンジアミン）で
は接触皮膚炎症候群を惹起することがある．

ヘアダイ，シャンプー，育毛剤，ヘアピン被髪頭部

化粧品，外用薬，空気伝搬性アレルゲン，花粉，サンス
クリーン剤，めがね

顔面

原因物質としては，点眼薬中の塩化ベンザルコニウム，
チメロサール，眼軟膏中の硫酸フラジオマイシンが多
い．アトピー素因がある場合，摩擦皮膚炎も考慮する．

点眼薬，眼軟膏，手に付着したマニキュアなどの物質，
頭部・顔面に付着した物質，化粧品

眼周囲

化粧品，食物口唇

食物による接触蕁麻疹の場合，原因食物を摂取した後，
数秒から数分以内に口唇および口周囲に刺激感，灼熱
感，痒みが起こる．口腔内に同様の症状が生じる場合も
ある．

食物口周囲

ピアスによってニッケルをはじめとする金属アレルギー
を生じることがある．したがって，耳介の皮膚炎をみた
場合は，それだけでニッケルアレルギーの可能性を示唆
する．

ピアス，頭部，毛髪に使用したもの，補聴器耳

粉塵では襟の下に固着してより激しい炎症を生じる．ネックレス，ペンダント，聴診器，空気伝搬性アレルゲン頸部

剃毛による刺激皮膚炎も生じうる．デオドラント，香水腋窩

その他，ストーマ周囲皮膚炎，灯油皮膚炎，外用薬，ボ
ディーソープなど多彩な接触源があり得る.近年，若い
女性の腹部にベルトバックルによる皮膚炎の例がしばし
ばみられる．

下着，ゴム，ベルトバックル，柔軟仕上げ剤体幹

密封される部位で，かつ皮膚が薄く，刺激を受けやすい
部位である．男性が使用したコンドームでゴム成分に過
敏な女性が皮膚炎を生じることもある．受診前に自己治
療を行っている場合が多いので，外用薬による接触皮膚
炎も考慮する．

コンドーム，外用薬，避妊用薬品外陰部

手袋で遮断できず前腕に暴露した物質，ブレスレット，
抗菌デスクマット

前腕

動物や食物による接触蕁麻疹がわかりづらいことがあ
る．パッチテストとともにプリックテストも考慮する．

接触したすべてのもの（職業性のものが多い．）手

ポケットに入れたもので皮膚炎を生じることがある．切削油，硬貨，鍵大腿

下腿に生じた潰瘍の周囲に湿疹を生じる，もしくは，潰
瘍が治癒傾向を示さない場合に，消毒液や外用薬による
接触皮膚炎も考慮される．

消毒液，外用薬下腿

靴下のゴム，靴の接着剤，抗真菌外用薬足

起・悪化を示す．また明らかな皮疹を欠くにも関わら
ずあらゆる化粧品で刺激感・灼熱感を訴える化粧品不
耐症（cosmetic intolerance または status cosmeti-
cus）も顔面に特徴的である．本邦ではリール黒皮症と
呼ばれた顔面の色素沈着性接触皮膚炎が多発していた
が，1-phenylazo-2-naphthol が強い惹起物質であること
が判明した後，メーカーの対応により現在は稀な疾患
となった．頭皮は接触皮膚炎を生じにくく頭皮に使用
した接触原が顔面，耳，頸部，手に皮膚炎を生じるこ
とがある．耳介の接触皮膚炎では，囊腫，肉芽腫，ケ
ロイドを特徴的に生じやすい．頸部ではバイオリン奏

者に楽器の物理的刺激による苔癬化を生じ，Fiddler’s
neck と呼ばれる．外陰部では色素のために紅斑がわか
りにくく，皮疹の程度に比して患者の自覚症状が強い
ことがある．下腿では，少年サッカー選手のシンガー
ド接触部に皮膚炎が生じることが報告されているが，
汗・摩擦による刺激皮膚炎と考えられている．他方，
部位によるパッチテスト陽性率の差について，10～80
歳の 1,016 名の患者に行ったパッチテストの統計では
下腿，手で陽性率が高いと報告されている一方，500
名の小児におけるパッチテスト結果の解析では有意な
差はないとの報告がある．
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図3 疑うべきアレルゲン部位からの推定

（C）部位別の原因（接触源）
1,016 名の患者に行ったパッチテスト結果について，

皮膚炎の部位と陽性反応を生じた物質との相関を統計
的に解析した報告がある．その結果，ニッケル・コバ
ルトと手指・手掌，クロムと上背部，ラノリンと下腿，
fragrance mix と腋窩，ペルーバルサムと顔面・下腿，
ネオマイシンと下腿，caine mix と下腿に有意な相関が
あり，皮疹の部位と原因物質の相関性が示されている．
実地診療で部位から原因物質までを推定できるとは限
らないが，部位から推定すべき接触源を知ることは重
要である．部位と主な接触源については表 6 参照．

（2）職業性皮膚炎
（A）概説
職業と密接に関連した疾病は職業性皮膚疾患と呼ば

れる．職業性皮膚疾患は多彩であり，発生頻度では職
業性疾患全体の首位を占め，接触皮膚炎，光接触皮膚
炎，ざ瘡，色素異常，紫外線障害，慢性放射線皮膚炎，
タール・ピッチ皮膚症，砒素皮膚症，熱傷，凍傷，皮
膚癌，皮膚循環障害，感染症がある．ここでは頻度の
高い化学物質による接触皮膚炎を中心に，腫瘍以外の
病変を職業性皮膚炎として網羅する．

職業性皮膚炎の原因となるものは化学物質が多い．
現在までに，わが国の産業分野において使用されたこ
とのある化学物質は 57,000 種類以上あり，毎年新たに
500 種類以上の化学物質が労働の現場に導入されてい
る．化学物質が原因による業務上疾病者数は，行政が
把握しているだけでも平成 17 年には 311 名であり，こ
れは職業性疾患全体の 38％ にあたる．職業性疾患にお
いては，休業 4 日以上のものは，事業主が労働基準監
督署への届け出をするようになっているが，休業 4 日
未満のものや疾病者本人が職業性と考えなかったもの
などは，その数や疾患を把握することは困難であり，
特に皮膚疾患はこれにあたる．

国内では，職場における化学物質等の危険有害性等
情報を提供する仕組みとして，化学物質等を製造し提
供する側は，その有害性や発火性・爆発性等必要な情
報を調査し，使用者へ提供することが義務付けられて
いる．また，決められた物質に関しては化学物質等安
全 デ ー タ シ ー ト（Material Safety Data Sheets，
MSDS）を作成し，これを添付して販売しなければなら
ない．一方，事業者は提供された化学物質に関する情
報を，労働者に周知させなければならない．

化学物質における皮膚障害は，1）接触皮膚炎・湿疹
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群，2）角化異常症，3）色素異常症，4）皮膚付属器障
害，5）皮膚腫瘍，に分けられ，このうち 9 割は接触皮
膚炎・湿疹群と言われる．

接触皮膚炎は職業性皮膚疾患では最も高頻度であ
る．刺激性接触皮膚炎とアレルギー性接触皮膚炎の 2
つがある．職業性皮膚炎において，刺激性とアレルギー
性のどちらが多いかは，報告によってあるいは職種に
よってさまざまである．例えば，貼布試験をした職業
性皮膚疾患の患者において，60％ がアレルギー性，
34％ が刺激性であったとする調査がある．
（B）症状・部位・原因（表 7）
職業性接触皮膚炎の原因となる可能性の高い物質と

それによる症状，注意の必要な職業について表にまと
めた．
（C）その他の職業性皮膚炎（表 8）
接触皮膚炎以外で問題となる皮膚症状について表に

まとめた．
（D）産業現場で接触皮膚炎が起こった時の対処
刺激性，アレルギー性接触皮膚炎のいずれであって

も発症原因と業務との因果関係（業務起因性）がはっ
きりしている場合は，必ず患者の所属している事業所
の産業医ないし安全衛生担当者に連絡すべきである．
被疑物質が分からない場合には MSDS を送ってもら
うように依頼する．まず，刺激性接触皮膚炎の場合は
当該物質を使用する全ての作業者に皮膚炎発症の危険
性がある．刺激性接触皮膚炎が起こった場合には当該
物質の使用を控え，刺激の少ない代替物質への変更を
促すことが最も良い対策である．しかし，変更が困難
な場合は手袋，防護衣など保護具を厳密にすることに
ついても助言すべきである．また，アレルギー性接触
皮膚炎の場合も，刺激性接触皮膚炎と対策はほぼ同じ
である．特に，アトピー素因を持つ者などに対しては，
皮疹の悪化防止を念頭に置き作業内容の変更など適正
配置の必要性についても助言すべきである．

労災認定は業務起因性，そして業務中の作業によっ
て発症したこと（業務遂行性）が明確であることが認
定の必須要件であり，皮膚炎の場合，これらを証明す
ることが困難であることが多いことも事実である．

（3）日用品による接触皮膚炎
（A）概説
日常生活の中で「皮膚」は化学物質と接触する頻度

が高く，日用品として使用される製品が接触皮膚炎を
誘発することもあり，それらの製品の種類は幅広い．

洗剤などに広く使用される界面活性剤，クリーニング
溶剤などは刺激性接触皮膚炎を，ゴム製品に使用され
るゴム用薬品や接着剤成分，繊維製品・プラスチック
製品に使用されるホルムアルデヒド・着色剤・紫外線
吸収剤・抗菌剤などはアレルギー性接触皮膚炎を誘発
する．

日用品の中には患者が原因製品だと気づかずに使用
し続け湿疹病変が慢性化していることも少なくない．

I）刺激性接触皮膚炎
界面活性剤：
界面活性剤は家庭用洗剤，シャンプーの他，食品や

化粧品の乳化剤・保湿剤，農薬・染物などに幅広く利
用されている．石油系のものと天然のものがあるが石
油系の合成界面活性剤が主流となり，洗浄成分の原料
の 1 つとして含まれている．

現在では，より刺激性の少ないアニオン系界面活性
剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩）や
両面活性剤，非イオン性界面活性剤が台所洗剤やシャ
ンプーに使用されている．
ドライクリーニング：
ドライクリーニングによる溶剤が気化して刺激性皮

膚炎を生じるとされる．皮膚科領域での報告例は少な
いが消費者センター等への被害の届け出は多い．ク
リーニング技術部会は，事故が発生しやすい衣類とし
て，合成皮革，人工皮革などの皮革製品，透湿防水加
工布使用製品，中綿入り製品，ダウン製品，肩パット
入り製品などを挙げている．発症予防には，クリーニ
ング後の衣類の乾燥の徹底化が必要である．

II）アレルギー性接触皮膚炎
抗菌製品：
さまざまな種類の抗菌製品も日常生活において幅広

く利用されている．主な抗菌製品としては，衣類等の
繊維製品，家具，洗面器具，プラスチック製の台所用
品，浴室用品，文房具，壁紙などの内装材，塗装材が
挙げられ，腐敗，カビや雑菌の繁殖等による悪臭，汚
れの発生防止や防臭，殺菌衛生を目的に使用されてい
る．また，手指の殺菌剤などは皮膚・患部への菌の侵
入を防止する．さらに，人体，機械・器具の殺菌洗浄
剤，機械切削液の腐敗等の防止などの用途にも用いら
れている．

特に近年では，塩化ビニル樹脂性の抗菌デスクマッ
トを使用し両前腕に皮膚炎を生じた症例報告が相次い
だ．そこで，独立行政法人製品評価技術基盤機構が医
療機関から事故品の提供を受け，原因物質の特定を実
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表7 職業性接触皮膚炎　部位・症状・原因

症状･概説原因物質病型

金属を含むもの（皮革・塗料など）に触れて生じることが多い．
接触部位をこえて接触皮膚炎症候群や全身型金属アレルギーを生
じることがある．

金属（ニッケル・コバルト・クロム）アレルギー性接触皮膚炎

手だけではなく顔面にも生じる．
微細な粉として空気中に浮遊して症状を起こす．工場現場以外に
歯科衛生士に発症する

樹脂（レジン）

エポキシレジン

アクリル樹脂

職業の場では手袋や長靴のゴムが問題となることが多い．ゴム（MBT，TMTD）

ざ瘡を生じることもある．
切削油の中には種々の物質が含まれていて，原因の特定は困難．

切削油･機械油

手や露出している顔面・頸部などに紅斑や苔癬化，亀裂を生じ
る．原因が反復して接触し慢性化することが多い．農薬（除草剤・抗生剤）アレルギー性接触皮膚炎

光接触皮膚炎
植物の項参照．植物

接触蕁麻疹・喘息発作を生じる．
ラテックス・フルーツ症候群の合併に注意．

ゴム（ラテックス）接触蕁麻疹

表8 その他の職業性皮膚炎

症状・概説原因病型

オイルアクネ
クロールアクネ
タールアクネ

油（機械油，食用油）
有機ハロゲン化合物（PCDD【TCDD】，PCDF【TDF】など）痤瘡

ハイドロキノン（ゴム製品・写真工業）
脱失

色素異常
アルキルフェノール
フェニルフェノール

タール
沈着

砒素

手背・前腕を中心に汚い色素沈着，
痤瘡，皮膚癌（扁平上皮癌）タール，ピッチ（タールを蒸留したもの）タール・ピッチ皮膚症

施した．その結果，原因物質が有機系抗菌剤である．
TCMSP であることが明らかとなった．本件は，重大製
品事故として認定され，経済産業省による公表・注意
喚起とともに，製造メーカーによる対象製品の社告な
どでの公表，製造・出荷の停止，製品の回収などが実
施された．TCMSP は，家庭用塗料などの抗菌剤として
も使用されているため，感作を受けた患者はそれらの
製品を使用する際には製品情報を確認し，同物質を含
む製品を避ける必要がある．また，TCMSP は，特にポ
リ塩化ビニル樹脂の抗菌性を高めるために開発されて
きたため，ポリ塩化ビニル製（PVC）の抗菌加工製品
には注意が必要である．

ゴム製品：
アレルギー性接触皮膚炎を誘発するゴム製品として

は，医療用，工業用ゴム手袋，ゴムの履き物，農作業
用ゴム長靴，膝装具としてのゴムベルトやコルセット，
ゴムの耳栓などが挙げられる．

ゴム製品によるアレルギー性接触皮膚炎が疑われた
場合は，まず患者への問診より症状や発症部位を確認
し，原因として疑われる製品の商品名，メーカー名，
製品表示を確認し，原因製品を患者より提供してもら
い確保する．また，メーカーへ問い合わせて商品パン
フレットやマテリアル セイフティ データシート

（MSDS），製造フローシートを入手する．同時に，原因
製品および市販アレルゲンシリーズの既知のアレルゲ
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ン（ゴム添加剤の老化防止剤，加硫促進剤，抗菌剤等）
を用いて患者にパッチテストを実施する．ゴム製品が
原因のアレルギー性接触皮膚炎と確定した場合，分析
化学者，毒性学者などに化学分析（抽出→分離→定性・
定量）を依頼する．原因化学物質と考えられる成分が
得られた場合は成分パッチテストを実施する．これら
一連の検索で得られたデータ，パッチテスト結果を用
いて原因製品と原因化学物質の関連性を確認する．一
連の検討により原因化学物質が明らかになった場合は
代替製品の開発が可能となる．
衣類：
衣類による接触皮膚炎は樹脂加工剤（ホルムアルデ

ヒド）や染料によるものが挙げられる．歴史的には，
1920 年代にはパラフェニレンジアミン（PPD）や誘導
体により染色された毛皮製品が，1940 年代には染色さ
れたナイロンストッキングが，1980 年代には黒色のベ
ルベットの衣類やブラウスによる接触皮膚炎が流行し
た．しかしながら，衣類によるアレルギー性接触皮膚
炎は，個々の患者がそれぞれのアレルゲンに感作され
るに止まるため疫学調査が難しいとされる．最近の報
告でも，1,012 人の患者中 31 名（3％）が少なくとも 1
種類の衣類の染料に陽性反応を示したが臨床症状との
因果関係が一致した反応は 10 件のみであった．
プラスチック製品：
プラスチックに含まれる着色剤，紫外線吸収剤，抗

菌剤が問題となるが，近年では眼鏡の先セルに使用さ
れた着色剤による症例が報告されている．
（B）症状・部位・原因（表 9）
上記にあげた各々の物質について接触皮膚炎の原因

物質や症状や発症部位について表にまとめた．

（4）化粧品，毛染めによる接触皮膚炎
（A）概説
化粧品は，薬事法では，人の身体を清潔にし，美化

し，魅力を増し，容貌を変え，又皮膚もしくは毛髪を
すこやかに保つために，身体に塗擦，散布その他これ
らに類似する方法で使用されることが目的とされてい
るもので，人体に対する作用が緩和なものと定義づけ
られているが，一般用語としては，それに，染毛剤，
コールドパーマ液，薬用歯磨きといった医薬部外品の
一部も含んでいる．これらが，皮膚に直接触れること
で生じる皮膚炎を化粧品関連接触皮膚炎，略して化粧
品皮膚炎と総称する．化粧品皮膚炎は，一般の接触皮
膚炎同様に，臨床的に，アレルギー性接触皮膚炎，刺

激性接触皮膚炎，光アレルギー性接触皮膚炎，pig-
mented contact dermatitis などに分類される．

I）化粧品皮膚炎の頻度
化粧品皮膚炎の頻度に関しては，以下の 3 つの論文

が，限られた数の皮膚科医の経験に基づく観察である
が，おおよその頻度を示している．米国の 11 人の皮膚
科医が 4 年間に診察したのべ 179,800 人の患者の内，
接触皮膚炎患者が 8,093 人，さらに，その内，化粧品関
連の接触皮膚炎患者が 480 人存在したとの報告があ
る．この結果に基づくと，おおよそ皮膚科患者の約
0.3％，また，接触皮膚炎患者の約 6％ が化粧品皮膚炎
患者と推定される．また，同様の研究が，12 人の皮膚
科医で 5 年間にわたり行われ，全皮膚科患者の内，約
0.3％，また，接触皮膚炎患者の内，5.4％ が化粧品皮膚
炎と報告されている．オランダで行われた同様の研究
でも，接触皮膚炎患者の約 4.2％ が化粧品皮膚炎と報
告されている．

II）製品別の頻度
製品別では，保湿剤，ローション，乳液などの skin

care products による頻度が最も高く，26％～52％ と
報告されている．それ以外には，報告により頻度は異
なるが，毛染めを含む hair care 製品，メーク関連，デ
オドラント，制汗剤，ひげそり関連，nail care 関連な
どが原因となる．
（B）症状・部位・原因（表 10）
化粧品のなかで接触皮膚炎の原因となる可能性の高

い物質について表にまとめた．

（5）食物による接触皮膚炎
（A）概説
食物による接触皮膚炎の多くは調理人や農業従事

者，または主婦など頻繁に手を使う人に生じる．原因
として多種多様の食物によるものが知られているが植
物性食物によるものが多い．しかし近年健康ブームに
よって健康食品の使用が増え，副作用の報告も増えて
きている．

食物の接触皮膚炎は食物のとげなどによる非アレル
ギー性刺激性接触皮膚炎，感作物質を触ることによる
遅延型アレルギー性接触皮膚炎，触った直後に蕁麻疹
を誘発する接触蕁麻疹，感作物質がついた後に日光照
射によって誘発される光接触皮膚炎にわけられる．
（B）症状，部位，原因（表 11）
食物による接触皮膚炎の原因となる代表的な物質と

症状などについて表にまとめた．
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表9 日用品による接触皮膚炎　部位・症状・原因

概説･症状原因病型

皮膚のバリア機能が低下するため，手指，手掌に紅
斑，小水疱，落屑，亀裂を伴うようになり，慢性に
経過すると角質肥厚へと移行し，進行性指掌角皮症
の状態になる．

界面活性剤（主にアニオン系界面活性剤など）

刺激性接触皮膚炎
溶剤の残留状態や着用時間などにより影響を受ける
が，紅斑，腫脹，水疱，膿疱，びらんなどさまざま
である．

ドライクリーニング（特に合成皮革，人工皮革など
の皮革製品，透湿防水加工布使用製品，中綿入り製
品，ダウン製品，肩パット入り製品）

殺菌・消毒剤は，アレルギー性接触皮膚炎のみなら
ず，使用部位（指先，手背，陰茎などの末端部）に
よっては皮膚壊死を生じる刺激性接触皮膚炎の原因
となることがある．また，抗菌デスクマットに含ま
れる抗菌剤（ピリジン系有機抗菌剤）によるアレル
ギー性接触皮膚炎の場合，接触部位である両前腕伸
側に難治性，遷延性の激しい痒みを伴う紫紅色の苔
癬化病変を生じる．

抗菌製品（衣類等の繊維製品・家具・洗面器具・台
所製品・浴室用品・文房具，壁紙などの内装材・塗
装材など）
特に抗菌デスクマット（2，3，5，6- テトラクロロ-4-
（メチルスルホニル）ピリジン）（TCMSP）

アレルギー性接触皮膚炎

製品接触部位に紅斑，丘疹，小水疱，大水疱，滲出
液，落屑を生じる．ゴムベルトの場合は密着した部
位にこれらの症状が誘発される．靴の場合，しばし
ば新しい靴を使用した際に突然発症することがあ
る．

ゴム製品（加硫促進剤であるメルカプトベンゾチア
ゾール（MBT），テトラメチルチウラム　ジスル
フィド（TMTD），MBT系化合物としてMBT，ジ
ベンゾチアジル ジスルフィド（MBTS），シクロヘキ
シルベンゾチアジル スルフォナミド（CBS），モル
フォリニル メルカプトベンゾチアゾール
（MMBT））
MBT系化合物：ゴムの履き物（スニーカーやズッ
ク靴など）
TMTD：チウラム系化合物であり，ゴム加硫促進剤
として，主にゴム手袋（家庭用，手術用）に使用さ
れている．殺菌剤としても使用
ゴムの履き物：ゴム添加剤の他に，接着剤由来のホ
ルムアルデヒド，樹脂成分のパラ-タート ブチル
フェノール ホルムアルデヒド レジン（PTBP-FR）
などにも注意
PTBP-FR：靴用接着剤のほか，テーピングテープ，
スニーカー，膝装具，マーカーペン，ウエットスー
ツなどに含まれる

衣類による接触皮膚炎は典型的な湿疹病変を形成し
左右対称に症状が誘発される．原因アレルゲンを含
む衣類の装着を中止しなければ皮疹が全身へ拡大
し，慢性化を促すことになる．主な症状誘発部位と
しては，頸部，躯幹，大腿内側が挙げられる．衣類
のタイプ別の症状部位としては，ソックスは下肢，
足に，ストッキングは下腿，足，爪先に，ブラウス
は背中，胸，腋窩に，ワンピースは背中，頸部，肘，
前腕，手首に，ジャケットは手背，手首，前腕に，
ズボンは大腿，下腿に皮疹が出現する傾向がある．

衣類
樹脂加工剤：ホルムアルデヒド
繊維製品の染料：黄色染料分解生成物（塩素化ホス
ゲン化合物，綿セーターに使用）
ナフトール-AS，ナフトール-AS-D：綿ネルの寝間着
に含有
分散染料ブルー106，124：ワンピースに含有
チヌビンP：紫外線吸収剤としてTシャツ
ジブチルセバケートが防ダニ加工剤として布団側地
（綿）に含まれている

眼鏡の先セルによる場合は，接触する部位にかゆみ
と浸潤性紅斑を生じる．

プラスチック製品（着色剤として使用される分散染
料イエロー3，オレンジ3，分散染料レッド17，油
溶性染料オレンジ60，レッド179などが原因抗原
紫外線吸収剤（チヌビン P）
接着剤（アビエチン酸）

各々の当たる部位にかゆみと浸潤性紅斑を生じる．めがね
1）フレーム：金属（ニッケル，コバルト）
2）先セル，鼻パッド：プラスチック樹脂中の可塑
剤，紫外線吸収剤，エポキシ樹脂添加剤，染料．
3）染料：：アゾ系染料，アントラキノン系染料
最近ではペリノン系染料であるソルベント オレン
ジ60，ソルベント レッド179

貼付部位に一致した浸潤性紅斑絆創膏：粘着剤中のアクリル系粘着剤，エステルガム
使用される天然ゴムが原因のことは少ない．
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表10 化粧品による接触皮膚炎　部位･症状・原因

症状・概説原因物質病型

眼瞼：アイシャドー香料アレルギー性接触皮膚炎
口唇：口紅･リップクリーム保存料
頬部：頬紅●　Imidazolidinyl urea
顔全体：下地クリーム･乳液・ファンデーション・化粧水●　Quaternium-15
シャンプー･リンスが原因の場合，頭皮より前額・耳介・
項部に症状が強い．

●　ホルムアルデヒド溶液
●　Isotiazoline

化粧品の接触した部位にさまざまな程度の紅斑・漿液性丘
疹・丘疹・水疱をきたす．かゆみを伴う．

毛髪製品
●　PPD/PPD類縁化合物
保湿剤（基材）
●　ラノリン
●　Metyldibromo glutaronitrile

皮膚炎のある部位に使用すると感作性が強くなる．
パラベンパラドックス　ラノリンパラドックスに注意が必
要．

免疫学的機序は関与しない．全ての化粧品が原因となる刺激性接触皮膚炎
灼熱感，ヒリヒリ感，痒みなどの不快な皮膚感覚を訴える
もの，紅斑・鱗屑などの皮膚炎症状のあるものがある．

PABAは近年使用されない．紫外線吸収剤光アレルギー性接触皮膚炎
PABA
benzophenone
dibenzoylmethanes
cinamates

炎症症状を伴わない．香料・色素Pigmented　contact　dermatitis
色素沈着が主体．

（6）金属，歯科材料による接触皮膚炎（全身性接触
皮膚炎含む）
（A）概説

I）アレルギー性接触皮膚炎
金属はアクセサリー，コイン，時計，革製品，セメ

ント，ステンレス，塗料など多くのものに含まれ接触
皮膚炎を起こす．日本接触皮膚炎学会（JCDRG）が 1994
年度に施行した JCDRG スタンダードパッチテストシ
リーズ陽性率本邦集計で，上位 5 項目中に 1 位塩化コ
バルト（陽性率 17.3％），2 位硫酸ニッケル（同 13.5％），
4 位重クロム酸カリウム（同 9.2％），5 位塩化水銀アン
モニウム（同 7.3％）と 4 種の金属が占めた．その後の
2003 年までの調査結果でも同等の結果が得られてい
る．本邦ではまだ金属に感作されることによる不利益
についての社会的認識は低い．金属ピアスをしている
人の割合は増加の一途をたどり，臍だしルックなど金
属ボタンやバックルが素肌に触れるような着衣習慣も
根付くばかりで，素肌に触れるものをニッケルフリー
とする必要性についての知識は皆無に等しい．今後金
属の感作の予防についての正しい知識が一般市民に拡
がるような啓発活動が必要で，皮膚科医の大切な仕事
の一つである．一方，近年骨接合金属や血管内ステン

トより溶出する金属に対するアレルギーもあまり多く
はないが報告されている．

II）全身性接触皮膚炎・接触皮膚炎症候群
ニッケル，クロム，コバルトなどはチョコレート，

ココア，豆類，香辛料，貝類，胚芽などに多く含まれ
る．一方歯科金属はパラジウム，金，水銀，錫などを
含有することが多く，時にニッケル，クロム，コバル
トなども含む．これらの金属は経皮，経粘膜，経腸管
あるいは経気道経路で吸収され，汗，乳汁，涙，尿そ
して糞便中に排泄される．その金属が生体内に吸収さ
れることにより，掌蹠膿疱症，汗疱状湿疹，扁平苔癬，
貨幣状湿疹，亜急性痒疹，多形慢性痒疹，紅皮症など
を発症もしくは増悪し，その摂取の制限により軽快す
ることがある．

B）症状・部位・原因（表 12）
金属によるアレルギー性接触皮膚炎，接触皮膚炎症

候群，扁平苔癬，異汗性湿疹などの病型と原因物質，
症状は表にまとめている．

（7）植物による接触皮膚炎
（A）概説
植物による接触皮膚炎には主に刺激性接触皮膚炎と
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表11 食物による接触皮膚炎　部位･症状・原因

概説症状原因物質病型

含有されるシュウ酸カルシウムが原
因．

食べた時に口の周りにかゆみを伴う
紅斑．接触部位に生じる．

イモ類（ヤマイモ，サトイモ，こん
にゃくなど），アロエ，パイナップル，
キウイフルーツなど

刺激性接触皮膚炎 表面の毛が皮膚につき生じる．機械性刺激性接触皮膚炎を生じる．モモ，タケノコなど

生のものを刻むときにでるアシニン
が原因．

化学熱傷に相当するびらん・潰瘍が生
じる．

ニンニク

マンゴー，カシューナッツオイルに
はウルシオールを含む．ギンナンに
はウルシオール類似の抗原．

マンゴーは口周囲皮膚炎を生じる．
ギンナンは接触部位をこえて全身性
接触皮膚炎を起こす．

マンゴー，カシューナッツオイル，ギ
ンナンなど

アレルギー性接触
皮膚炎

キク科の植物ではsesquiterpene lac
toneが原因とされる．

栽培者や花屋などの接触する手に生
ずる．

キク科植物（キク，レタス，サラダ菜）
ユリ科植物（タマネギ，長ネギ，ニン
ニク）
セリ科（セロリ，みつば）
アカザ科（ホウレンソウ）
アブラナ科（ダイコン，ブロッコ
リー）
香辛料（カラシ，ショウガ，トウガラ
シ）
ハーブ（乾燥スペアミント，バニラ）
など

プロポリスはbalsam of peruやrose 
oilなどの香料と交叉性がある．

民間療法としてアトピー性皮膚炎な
どに用いて，外用部位に接触皮膚炎
を生ずる．

健康食品（プロポリス，キチンキトサ
ンなど）

アナフィラキシーを生じることもあ
る．

接触直後に蕁麻疹が生じる．魚介類（エビ，カニ），タマネギ，レ
タス，アボガド，イチゴなど

接触蕁麻疹

含有されるフロクマリンが原因．ソ
ラレン類似物質．

果汁や葉汁などに接触し，その部位
に日光があたると生じる．

セリ科（セロリ，パセリ），ミカン科
（ライム，レモン），クワ科

光接触皮膚炎

アレルギー性接触皮膚炎がある．刺激性接触皮膚炎に
は植物の棘や刺毛，針状結晶などによる物理的（機械
的）な刺激によるものと，葉や茎，樹液などに含まれ
る物質の化学的な刺激によるものがある．アレルギー
性接触皮膚炎は花や葉，茎，樹液などに含まれる物質
が抗原となって感作が成立し，主に遅延型アレルギー
反応の機序によって接触部に皮膚炎を生じるものであ
る．また，一部の植物では光接触皮膚炎（光毒性，光
アレルギー性）を生じる場合がある．特殊な皮膚炎と
しては，空中の花粉類との接触で生じる空気伝播性接
触皮膚炎 airborne contact dermatitis がある．

植物と接触する機会は，伐採や草刈りなどの農林作
業を始め，各種の植物を扱う職業，庭木や鉢植え植物
の手入れなどの園芸活動，山菜取りやハイキング，キャ
ンプなどの野外レジャーなど，日常生活の中できわめ
て多い．

診断には問診で植物との接触を確認する必要があ
る．刺激性接触皮膚炎では植物との接触の機会を患者

自身が認識している場合が多いが，遅延型アレルギー
反応を生じた場合は原因物質との接触から症状出現ま
でに 1～2 日以上の時間差があることから，患者に植物
との接触の記憶がない場合が多い．そのため，職業（花
屋，葬儀屋，造園業，農林業など）や趣味の活動（野
外活動，ガーデニングなど），および生活環境などにつ
いて詳細に病歴を聴取することが重要である．
（B）症状・部位・原因（表 13）
接触皮膚炎の原因となる代表的な植物とその原因物

質について表にまとめた．

（8）医薬品による接触皮膚炎（湿疹型薬疹含む）
（A）概説
接触皮膚炎の原因アレルゲンの中では医薬品の頻度

が高く，その中では抗菌薬や非ステロイド系消炎薬
（non-steroidal anti-inflammatory drugs ; NSAIDs）の
外用薬によるものの頻度が高い．ステロイド外用薬に
よるものも稀に見られる．これらの外用薬が湿疹や潰
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表12 種々の金属による病型・病状とその感作源

感作源症状原因物質病型

メッキ，合金工業，塗料（エナメル，ラッカー），染着色（青色系），
顔料，陶器うわぐすり，乾湿指示薬，ハエ取紙，粘土，セメント，
ガラス工業，乾燥剤

接触部の痒みと湿疹病
変，時に広範囲に拡大
する

コバルトアレルギー性接触皮膚炎，
接触皮膚炎症候群

ニッケルを含む種々の合金製装身具（バックル，ガーター，腕時計，
時計バンド，イヤリング，ネックレスなど），ニッケルメッキ，ニッ
ケル触媒，媒染剤，塗料（ペンキ，ニス），陶磁器，セメント，電気
製版，乾電池，磁石，ビューラー

ニッケル

クロムメッキ工業，印刷業（青色），試薬，塗料（ペンキ，ニス），
媒染剤，陶磁器うわぐすり，皮なめし

クロム

錫亜鉛合金，治金，漂白クリーム，化粧用クリーム剤（保存剤とし
てまれに含有），消毒剤，農薬（水銀製剤），防腐剤，分析試薬，イ
レズミ（赤色），金属うわぐすり，染料，皮革，皮なめし，フェル
ト，木材防腐（亜鉛，錫），有機合成触媒（塩化ビニールなど），乾
電池および鏡の製造，写真工業，アルミニウム電気

水銀

メッキ，治金（合金製造），顔料，農薬（稲，麦，果樹），媒染剤，
皮革，皮なめし，人絹染料，人絹工業（銅アンモニア法），乾電池，木
材防腐剤

銅

特殊合金，ステンレス，医薬品，肥料，塗料，染料，ほうろう，織
物，マッチ

マンガン

歯科用セメント，化粧品，医薬品（亜鉛華デンプン，亜鉛華絆創膏，
亜鉛華軟膏），医薬部外品（脱臭剤，アストリンゼン，脱水剤），塗
料，印刷インキ，絵具，顔料，錆止め顔料，陶磁器うわぐすり，ガ
ラス，アクリル系合成繊維

亜鉛

貴金属装飾品，貴金属回収作業，メッキ金

眼鏡フレーム，腕時計，電気製品パラジウム

貴金属装飾品，貴金属回収作業，メッキ白金

化粧品，香料，医薬品，農薬，歯磨き，絵具，クレヨン，顔料，塗
料，皮なめし，ガラス，エナメル，陶磁器，セメント混合剤，焼き
みょうばん，ベーキングパウダー，写真，メッキ，灯油，軽油，繊
維

アルミニウム

合金，医薬品，顔料，感光紙，缶製品，衣類スズ

装身具，メッキ，貨幣，飾り物，鏡，医薬品，食器銀

歯科用口腔内のびらん，全身
の紫紅色斑の多発

水銀歯科金属疹（扁平苔癬）

金

パラジウム

白金

アルミニウム

スズ

銀

インジウム

イリジウム

歯科用掌蹠の水疱ないし膿疱水銀歯科金属疹（異汗状湿疹・
掌蹠膿疱症）

金

パラジウム

白金

スズ

銀

インジウム

イリジウム
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瘍病変に使用された場合，症状の悪化・難治化といっ
た形をとるため，接触皮膚炎と分かりにくいことがあ
る．また複数の外用薬による接触皮膚炎の場合，主剤
である薬剤の交叉反応によるだけでなく，含有されて
いる基剤・防腐剤などが原因のこともあり，注意が必
要である．最近増加している市販薬（over the counter
drug : OTC）は，複数の抗菌薬，消炎鎮痛薬，鎮痒薬，
消毒薬などを含有しているため，原因究明のため，詳
細な問診が必要である．また医薬品による接触皮膚炎
は，同系の内服薬や注射薬が広く使用されているため，
これら薬剤との交叉反応を含めて全身性接触皮膚炎と
しての薬疹がしばしば誘発される．原因薬同定のため
のパッチテスト実施に際しては，外用薬の場合基本的
に as is でパッチテストを実施し，成分パッチテストの
場合外用薬の主剤やそれに配合されている副剤の濃度
を参考にして実施する．ゲル製品は刺激反応があるた
め，オープンテストが推奨される．またポピドンヨー
ドなどの消毒薬は，乾燥させずにそのまま長時間閉鎖
貼付すると刺激性接触皮膚炎を惹起する可能性が高い
ため，まずオープンテストで塗布後乾燥させてから閉
鎖貼付する必要がある．
（B）症状・部位・原因
接触皮膚炎の報告がみられる主な医薬品について種

類別にその特徴を解説し，外用薬による全身性接触皮
膚炎に多い湿疹型薬疹を起こし易い主な内服薬や注射
薬についても簡単に言及する．

I）抗菌外用薬（表 14）
接触皮膚炎を起こすことが報告されている抗菌薬の

外用薬をアミノグリコシド系と非アミノグリコシド系
に分けて表示した．

II）抗真菌外用薬（表 14）
1980 年代後半よりイミダゾール系抗真菌薬が頻用

されるようになってその接触皮膚炎が増加している．
同じ系統の抗真菌薬の間では交叉感作が多く報告され
ているため，外用を変更する場合は系統の異なる外用
薬に変更した方が良い．

III）消炎鎮痛外用薬（局所麻酔薬や鎮痒薬も含む）
（表 15）

接触皮膚炎を起こすと報告されている消炎鎮痛外用
薬とその OTC によく配合されている局所麻酔薬や鎮
痒外用薬を示す．

プロピオン酸系 NSAIDs の外用薬や内服薬・注射
薬における剤型と商品名を示す（付表 2）．これら外用
薬や内服薬の OTC の間で顕著な交叉反応が認められ

るため，ケトプロフェン外用薬に感作されると，交叉
反応の認められる同じ系統の広範な各種外用薬・内服
薬の外用・内服により光接触皮膚炎や光線過敏型薬疹
が誘発されるので注意する必要がある．

IV）ステロイド外用薬（表 16）
接触皮膚炎を起こすと報告されているステロイド外

用薬を Coopman らの考えにしたがって立体構造式を
もとに A から D まで 4 つのグループに分類し，参考
までに商品名も併せて記述した．

V）点眼薬（表 17）
接触皮膚炎を起こすと報告されている点眼薬を薬効

別に表示した．感作成立までの期間が 1 年以上に及ぶ
こともあり，接触皮膚炎を起こす頻度は，外用薬と同
様にアミノグリコシド系抗菌薬の点眼薬が高いとされ
ている．

VI）消毒薬・潰瘍治療薬（表 18）
接触皮膚炎を起こすと報告されている消毒薬・潰瘍

治療薬をそれぞれ表示した．
VII）坐薬・腟錠（表 19）
坐薬と腟錠には主剤が複数配合されているものもあ

るため，製品名を中心に接触皮膚炎を起こす含有成分
をカッコ内に示した．感作され易い抗菌薬や局所麻酔
薬が配合されているため，これらの配合薬が原因薬剤
となり全身型接触皮膚炎としての湿疹型薬疹がしばし
ば誘発される．

VIII）その他の外用薬；乾癬治療外用薬など
タカルシトール，カルシポトリオール，マキサカル

シトールなどのビタミン D3 軟膏による接触皮膚炎や
オクソラレンの光接触皮膚炎の報告は稀であるが報告
されている．

IX）基剤，保湿剤，防腐剤
基剤では，ラノリン，セタノール，亜硫酸ナトリウ

ム，防腐剤ではパラベンが多数の外用薬に含まれてお
り，接触皮膚炎の頻度も高い．また保湿成分であるプ
ロピレングリコールや 1，3 ブチレングリコールも稀
ではあるが接触皮膚炎の報告が増えている．点眼薬で
は，基剤の ε‐アミノカプロン酸や防腐剤の塩化ベン
ザルコニウムの報告が多い．

X）湿疹型薬疹の原因薬として報告されている主な
医薬品（表 20）

湿疹型薬疹は，全身に強いそう痒を伴うびまん性潮
紅や紅色丘疹・漿液性丘疹の汎発を認め，組織も湿疹
とほぼ同じような形をとる．機序としては，全身性接
触皮膚炎と同様 T 細胞伝達性の遅延型アレルギー反
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表13 植物による接触皮膚炎　代表的な植物とその主な原因物質

症状・概説主な原因物質代表的な植物病型

棘自体の物理的刺激
針状結晶が機械的刺激となる．アロエ類に
よる皮膚炎はアレルギー反応を思わせる所
見を示すが，刺激性炎症反応とされる．

―
シュウ酸カルシウム（針状結晶）

バラ，タラノキ，サボテンの棘
キダチアロエ，キウイフルー
ツ，パイナップル，サトイモ科
植物

刺激性接触皮膚炎
（機械的刺激）

イラクサ科植物の茎や葉に多数の刺毛が密
生し，触れると蕁麻疹を生じる．
乾燥すると無刺激のアネモニンに変わる．

ヒスタミン，アセチルコリン，セ
ロトニン
プロトアネモニン

イラクサ

キツネノボタン，センニンソウ

刺激性接触皮膚炎
（化学的刺激）

ウルシ科植物は野山に多く自生する．接触
すると2～3日後から強い痒み，浮腫性紅
斑や水疱を生じ，線状に配列．

ギンナンの外種皮に抗原性物質があり，イ
チョウの葉にも少ないながら含まれる．
最近はプリミンフリーのトキワザクラが出
回っている．
キク科植物は種類が多い．

球根に含まれる．
シソの精油成分に抗原性物質が含まれる．

ウルシオール
（マンゴーやカシューナッツオイ
ルにも含まれる）
ギンゴール酸，ビロボール

プリミン

セスキテルペンラクトン類（アラ
ントラクトン，アルテグラシン
A）
ファルカリノール

チュリパリンA
ペリルアルデヒド，ペリルアル
コール

ウルシ科植物（ウルシ，ツタウ
ルシ，ヤマウルシ，ヤマハゼ，
ハゼノキ

ギンナン（外種皮），イチョウ

トキワザクラ，オトメザクラ

キク科（キク，マーガレット，
ヒマワリ，ダリア，ヨモギ，レ
タスなど）
ウコギ科（カクレミノ，ヤツデ，
キヅタ）
ユリ科（チューリップ）
シソ科（シソ）

アレルギー性
接触皮膚炎

表14 接触皮膚炎を起こすと報告されている抗菌・抗真菌外用薬

部位・特徴原因物質病型

創部（切創，びらん，潰瘍）に
好発．
アミノグリコシド系抗菌薬は基
本構造骨格が類似しており，交
叉感作を起こしやすい．交叉反
応により，同系統の注射薬など
で全身性接触皮膚炎としての薬
疹が誘発されることがある．

硫酸フラジオマイシン（ソフラチュールⓇ，クロ
マイⓇP軟膏，フラジオ軟膏Ⓡ，バラマイシン軟
膏Ⓡ，ゲンタマイシン（ゲンタシンⓇ軟膏），カ
ナマイシン（カナマイシン軟膏Ⓡ）

アミノグリコシド系抗菌薬

アレルギー性
接触皮膚炎

クロラムフェニコール（クロマイⓇP軟膏，クロ
ロマイセチンⓇ軟膏），バシトラシン（バラマイ
シンⓇ軟膏），フシジン酸ナトリウム（フシジン
レオⓇ軟膏）ナジフロキサシン（アクアチムⓇク
リーム），スルファジアジン銀（ゲーベンⓇク
リーム），塩酸オキシテトラサイクリン（テラ
コートリルⓇ軟膏，テラマイシンⓇ軟膏）リン酸
クリンダマイシン（ダラシンTⓇゲル）硫酸ポ
リミキシンB（テラマイシンⓇ軟膏，硫酸ポリミ
キシンB末Ⓡ）エリスロマイシン（エリスロマ
イシンⓇ軟膏）

アミノグリコシド系以外の抗菌薬

足，股部，臀部などの外用部位
に好発．
イミダゾール系抗菌薬間では，
交叉反応を起こしやすいため，
起こした場合は別系統の外用に
変更したほうがよい．

クロトリマゾール（エンペシドⓇ），ケトコナ
ゾール（ニゾラールⓇ）塩酸ネチコナゾール（ア
トラントⓇ），ルリコナゾール（ルリコンⓇ），硝
酸スルコナゾール（エクセルダームⓇ），ビホナ
ゾール（マイコスポールⓇ），ラノコナゾール（ア
スタットⓇ）

イミダゾール系抗真菌薬

塩酸アモロルフィン（ペキロンⓇ），塩酸テルビ
ナフィン（ラミシールⓇ），塩酸ブテナフィン（メ
ンタックスⓇ，ボレーⓇ），トルナフテート（ハ
イアラージンⓇ）

イミダゾール系以外の
抗真菌薬

特に頻度の高いとされるものを太字で記した．
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表15 接触皮膚炎を起こすと報告されている消炎鎮痛外用薬（局所麻酔薬や鎮痒薬を含む）

部位・特徴原因物質病型

患部（湿疹・疼痛部位）に好発．
接触感作原性が高い．交叉反応によ
り，同系統の内服薬などで全身性接触
皮膚炎としての薬疹が誘発されること
がある．
OTCにも多く含まれる．

ブフェキサマク（アンダームⓇ，OTCにも頻用），イ
ブプロフェンピコノール（スタデルムⓇ），ウフェナ
マート（フェナゾールⓇ），ジクロフェナクナトリウム
（ボルタレンゲルⓇ），インドメタシン（インテバンⓇ）

NSAIDsの外用薬
・貼付薬

アレルギー性
接触皮膚炎

ケトプロフェン（モーラステープⓇ，OTC），ピロキシ
カム（フェルデンⓇ，バキソⓇ）

光接触皮膚炎

同系統の薬剤間で高頻度に交叉反応が
認められる．強い反応をおこし，接触
皮膚炎症候群の頻度も高い．
OTCにも多く含まれる．

エステル型局所麻酔薬：塩酸プロカイン，アミノ安息
香酸エチルアミド型局所麻酔薬：塩酸ジブカイン
セトアニリド誘導体局所麻酔薬：塩酸リドカイン（キ
シロカインⓇ）

局所麻酔薬
アレルギー性
接触皮膚炎

頻度は多くないが，多くの鎮痒外用薬の
OTCに含まれるため，注意が必要．

塩酸ジフェンヒドラミン（レスタミンⓇコーワ軟膏），
クロタミトン（オイラックスⓇ），L-メントール，サリ
チル酸グリコール，サリチル酸メチル

抗ヒスタミンン薬な
どの鎮痒外用薬

特に頻度の高いとされるものを太字で記した．

表16 接触皮膚炎を起こすと報告されているステロイド外用薬の分類

部位・特徴原因物質病型

既存の湿疹病変など
に塗布することが多
いため，患部の増
悪，皮疹の遷延化と
いった形で症状が現
れるので，接触皮膚
炎とわかりにくいこ
とが多い．
左記に示す，同じグ
ループ内では交叉感
作をおこしやすい．
グループ間でも特に
BとDは交叉反応が
多い．
パッチテストでは
72時間判定だけで
なく，96時間後から
1週間までの判定が
重要とされる．

酢酸ヒドロコルチゾン（コルテスⓇ），ヒドロコルチゾン（エキザル
ベⓇ），プレドニゾロン（ネオメドロールⓇ）クラスA：

ヒドロコルチゾンタイプ

アレルギー性
接触皮膚炎

トリアムシノロンアセトニド（レダコートⓇ，ケナコルトⓇA），ハ
ルシノニド（アドコルチンⓇ），フルシノニド（トプシムⓇ），アムシ
ノニド（ビスダームⓇ），フルシノロンアセトニド（フルコートⓇ），ブ
デソニド（ブテソンⓇ；高頻度に接触皮膚炎を起こし，販売中止と
なる）

クラスB：
トリアムシノロンタイプ

デキサメタゾン（グリメサゾンⓇ，オイラゾンⓇ）
クラスC：
ベタメタゾンタイプ

酪酸ヒドロコルチゾン（ロコイドⓇ），酪酸プロピオン酸ヒドロコル
チゾン（パンデルⓇ），プロピオン酸デプロドン（エクラーⓇ），吉草
酸酢酸プレドニゾロン（リドメックスⓇ），プロピオン酸クロベタ
ゾール（デルモベートⓇ），酪酸クロベタゾン（キンダーベートⓇ），吉
草酸ベタメタゾン（リンデロンⓇ），吉草酸デキサメサゾン（ボア 
ラⓇ，ザルックスⓇ），吉草酸ジフルコルトン（ネリゾナⓇ），ジプロ
ピオン酸ベタメサゾン（リンデロンⓇDP），酪酸プロピオン酸ベタメ
サゾン（アンテベートⓇ），プロピオン酸ベクロメタゾン（プロパデ
ルムⓇ），ジプロピオン酸デキサメサゾン（メサデルムⓇ），ピバル酸
フルメタゾン（ロコルテンⓇ），アルクロメタゾン（アルメタⓇ），フ
ランカルボン酸モメタゾン（フルメタⓇ），ジフルプレドナート（マ
イザーⓇ），酢酸ジフロラゾン（ダイアコートⓇ）

クラスD：
ヒドロコルチゾン－
17ブチレンタイプ

特に頻度の高いとされるものを太字で記した．

応の関与が考えられている．

（9）光線の関与した接触皮膚炎
（A）概説
皮膚炎が起こるために，光を必要とする型の接触皮

膚炎があり，これを光接触皮膚炎と呼ぶ．さらに発生
機序により，光毒性接触皮膚炎と光アレルギー性接触

皮膚炎とに分かれる．作用波長は紫外線（UV）領域，
特に UVA である．
（B）症状・部位・原因（表 21）
一般に光線過敏症は，顔面，項部，上胸部 V 領域，

手背などの露光部位に限局して皮疹がみられる．しか
し光接触皮膚炎の場合，原因物質が塗布された部位に
のみ症状が起こるため，こうした露光部位全般に皮疹
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表17 接触皮膚炎を起こすと報告されている点眼薬

部位・特徴原因物質病型

眼周囲に起こす．
感作成立までの期間が
1年以上に及ぶことが
ある．
外用薬同様，アミノグ
リコシド系抗菌薬の頻
度がたかい．

塩酸フェニレフリン（ネオシネジンⓇ，ミドリンⓇP），塩酸ビバ
レフリン（べフリンⓇ），硫酸アトロピン（ミニムスⓇ）緑内障治療点眼薬

アレルギー性
接触皮膚炎

フマル酸ケトチフェン（ザジテンⓇ），クロモグリク酸ナトリウム
（インタールⓇ），アンレキサノックス（エリックスⓇ）抗アレルギー点眼薬

トブラマイシン（トブラシンⓇ点眼），硫酸ジベカシン（パニマイ
シンⓇ点眼），硫酸シソマイシン（シセプチンⓇ点眼）抗菌薬含有点眼薬

マレイン酸チモロール（チモプトールⓇ），ニプラジロール（ハイ
パジールⓇ），塩酸ベフノロール（ベントスⓇ）β- ブロッカー点眼薬

特に頻度の高いとされるものを太字で記した．

表18 接触皮膚炎を起こすと報告されている消毒薬・潰瘍治療薬

部位・特徴原因物質病型

創部（切創，びらん，潰瘍）
の増悪という形で現れるので
分かりにくい．
＊水銀系消毒薬（マーキュロ
クロム，チメロサール）は，
消毒薬としては使用されなく
なったが，一部の絆創膏に今
でも含有されている．

ポピドンヨード（イソジンⓇ，ユーパスタコーワⓇ，
カデックスⓇ），塩化ベンザルコニウム（オスバンⓇ，
キズドライⓇ，新カットバンⓇ），グルコン酸クロル
ヘキシジン（ヒビテンⓇ，オロナインⓇH），アクリ
ノール（リバノールⓇ），アズノール，＊マーキュロ
クロム（マーキュロバンⓇ）

消毒薬アレルギー性接触皮膚炎
または
刺激性接触皮膚炎

塩化リゾチーム（リフラップⓇ），ポピドンヨード（カ
デックスⓇユーパスタⓇ）,トラフェルミン（フィブ
ラストスプレーⓇ）16）

潰瘍治療薬

特に頻度の高いとされるものを太字で記した．

が見られることは少ない．むしろこれらの一部にのみ
皮疹が生ずる．病型，原因物質，症状は表にまとめた．

11．治療法と予後

（1）概 説
接触皮膚炎の治療指針のアルゴリズムを図 4 にまと

めている．診断においては，湿疹性病変を確認後，ア
トピー性皮膚炎などの他の湿疹性疾患を鑑別すること
が大切である．次に，接触皮膚炎の治療で最も大切な
ことは原因となるアレルゲン，接触刺激因子を見つけ
出し除去することである．そのためには詳細な問診が

必要で発症時期，発症部位，増悪や緩解の時期と自宅，
職場，発汗，日光との関連性，職業歴，趣味，化粧，
家事，家族歴，薬物の摂取歴などを詳しく聞く必要が
ある．病歴の聴取により推定された最も可能性の高い
原因物質を除去することが重要である．また，全身に
湿疹病変が認められるのか局所に限局するのかを確認
することも必要である．治療法は，全身性と局所性の
接触皮膚炎で異なる．全身性接触皮膚炎，接触皮膚炎
症候群ではステロイド外用（推奨度 A）とともに抗ヒ
スタミン薬（推奨度 B），ステロイド内服薬（プレドニ
ゾロン 20mg�日）（推奨度 A）なども第一選択の一つと
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表19 接触皮膚炎を起こすと報告されている坐薬・膣錠

部位・特徴原因物質病型

肛門・腟周囲だけでなく，
粘膜部より吸収されるた
め，全身性接触皮膚炎と
しての湿疹型薬疹を起こ
すこともある．
感作されやすい抗菌薬，
局所麻酔薬などの複数の
薬剤が配合されているこ
とも多い．

プロクトセディルⓇ軟膏（ヒドロコルチゾン，塩酸
ジブカイン，フラジオマイシン配合），強力ポステ
リザンⓇ軟膏（大腸菌死菌，ヒドロコルチゾン），
ベノスタンジンⓇ軟膏（西洋トチノキエキス），ボ
ラザGⓇ（リドカイン配合）

痔疾用薬アレルギー性接触皮膚炎

ボラギノールⓇ痔疾用薬
（OTC）

全身性接触皮膚炎
（湿疹型薬疹）

クロマイⓇ腟錠（クロラムフェニコール）抗菌薬腟錠

特に頻度の高いとされるものを太字で記した．



表21 光接触皮膚炎

症状・概説原因物質病型

ソープ剤・シャンプーにふくまれる．　光毒性もつよい殺菌剤

光アレルギー性接触皮膚炎

現在使用されることはない香料
musk ambrette

現在使用されることは少ないサンスクリーン
benzophenone
（特に benzophenone-3=oxybenzone）

貼付後，数週間以上経てもUV照射により症状が誘発さ
れる．症状はつよく紅斑のほか水疱を生ずることもあ
り，接触皮膚炎症候群に移行することもある

治療用外用薬
非ステロイド外用薬
貼付薬：ケトプロフェン
塗布薬：スプロフェン

治療用外用薬
ソラレン

光毒性接触皮膚炎

表20 湿疹型薬疹の原因薬として報告されている医薬品

カルバマゼピン（テグレトールⓇ），フェノバルビタール（フェノバールⓇ），フェニトイン，エ
チゾラム（デパスⓇ），ニトラゼパム（ネルボンⓇ），イデベノン（アバンⓇ），塩酸ミアンセリ
ン（テトラミドⓇ）

抗痙攣薬などの中枢神経治療薬

抱水クローラル（エスクレⓇ），アスピリン，トルフェナム酸（フェナセチンⓇ，ブコローム
（パラミチジンⓇ）鎮痛解熱薬

塩酸メキシレチン（メキシチールⓇ），メシル酸ドキサゾシン（カルデナリンⓇ），ジピリダモー
ル（ペルサンチンⓇ），硝酸イソソルビド（ニトロールⓇ，フランドルⓇ）循環器治療薬

リン酸ジヒドロコデイン（リンコデ），テオドールⓇ呼吸器治療薬

塩酸チクロピジン（パナルジンⓇ），ベラプロストナトリウム（ドルナーⓇ，プロサイリンⓇ）
リマプロストアルファデクス（オパルモンⓇ）血液・体液疾患治療薬

塩酸ジブカイン（ペルカミンエスⓇ），アミノ安息香酸エチル（アネスタミンⓇ），塩酸トルペリ
ゾン（ムスカルムSⓇ）局麻剤などの末梢神経治療薬

アミノグリコシド系：ゲンタマイシン，カナマイシン，アミカシン，イセパマイシン，アルベ
カシン
β- ラクタム系：アンピシリン，セファクロル（ケフラールⓇ）
その他：ST合剤（バクタⓇ），セフタジジム（モダシンⓇ）レボフロキサシン（クラビットⓇ），
ホスホマイシン（ホスミシンⓇ）

抗菌薬

金チオリンゴ酸ナトリウム（シオゾールⓇ），リマチル，メキタジン（ニポラジンⓇ，ゼスラ  
ンⓇ），d- マレイン酸クロルフェニラミン（ポララミンⓇ），フマル酸クレマスチン（タベジー 
ルⓇ），アンレキサノックス（ソルファⓇ），

免疫・アレルギー疾患治療薬

ゲフィニチブ（イレッサⓇ），ヤマフール（カルモフールⓇ）抗腫瘍薬

チオプロニン（チオラⓇ）肝臓疾患治療薬

甘草，十全大補湯，柿の葉＋スギナ漢方薬

レボチロキシンナトリウム（チラージンⓇ）プレドニゾロン（プレドニンⓇ）ホルモン製剤

アルファロール（アルファカルシドールⓇ），活性型ビタミンD3（ワンアルファⓇ：），ビタミ
ンK2（メナテトレノンⓇ，ケイツーⓇ：），ビタミンB（ビタメジンⓇ），メコバラミン（メチ
コバールⓇ）

ビタミン剤

シアナマイド，アロプリノール（ザイロリックⓇ），エビプロスタットその他

なりうるが（注），限局性接触皮膚炎ではステロイド外
用，保湿剤の外用（推奨度 B）とともに日常品，化粧品
では代替品の推奨などが必要である．限局性のときは，

ステロイド内服薬は重症のときに限られ（注），抗ヒス
タミン薬は補助的療法となる．原因除去，排除とステ
ロイド外用薬を主体とした治療法で 2 週間以内に軽快
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しないときは，まだ原因物質が不明で除去されていな
い可能性，もしくは原因物質が生活環境，職場にある
可能性を考えパッチテストなどの原因特定の検査が必
要となる．検査により原因が特定できたときには原因
を含む物質，交叉性のある物質をできうるかぎり排
除・回避する．特定できないときには治療しているス
テロイド外用薬による接触皮膚炎の可能性も疑う必要
がある．石鹸，洗剤による手湿疹などでは原因に接触
しないようにゴム手袋，ビニール手袋，予防クリーム
で予防する必要がある（推奨度 B～C1）．原因物質の特
定ができないとき，もしくは特定されても職業性皮膚
炎など原因物質が職場にあり排除できないときは産業
医に連絡し場合によって職場の配置転換も考慮する
が，改善が見られないときにはステロイド内服療法，
免疫抑制薬（推奨度 C1），紫外線療法（推奨度 A，B）
が必要となる．歯科金属などの金属が原因と考えられ
る全身性接触皮膚炎では金属ダイエット，歯科金属除
去（推奨度 C1），クロモグリク酸ナトリウム内服（推奨
度 C1）が有効なことがある．接触皮膚炎の予防は非常
に困難である．詳細な現病歴の聴取とパッチテストな
どの皮膚アレルギー検査を施行することにより原因物
質を究明して，今後その抗原ならびに交差性のある物
質を含有した物を使用しないように指導する必要がある．

現在のところ，接触皮膚炎の予防は原因となるハプ
テン，接触刺激物質との接触をでき得るかぎり避ける
ことしかない．しかし，将来，接触皮膚炎の発症機序
の解明とともに発症機序に基づいた種々のサイトカイ
ン，シグナル伝達物質，接着分子などを効果的に阻害
する治療法が開発されることを期待する．

（2）EBMに基づいた治療法の検証
（A）ステロイド外用薬・内服薬
推奨の強さ：A
接触皮膚炎そのものでステロイド外用の効果を厳密

に解析した研究は，ニッケル皮膚炎に対する Hachem
ら1）による前後比較試験だけである（レベル III）．同じ
くニッケル皮膚炎に対し，Parneix-Spake ら2）は 2 種の
ステロイド外用薬の効果を非ランダム化試験で比較し
たが，両群ともベースラインとの前後比較において有
意な改善が示された（レベル III）．

一方，接触皮膚炎を含む手湿疹に対し，Veien ら3）の
非盲検ランダム化比較試験でステロイド外用薬の有効
性が示されている（レベル II）．また接触皮膚炎を含む
湿疹・皮膚炎群を対象として，ステロイド外用薬の種

類やレジメン，外用回数を比較したランダム化・非ラ
ンダム化比較試験が複数あり4）～6），いずれの試験で
も，ステロイド外用群におけるベースラインとの前後
比較において有意な改善が示されている（前後比較の
み評価したためレベル III）．英国ガイドライン7）でもス
テロイド外用は高く推奨されており，推奨度 A と考え
る．

Anveden ら8）は多施設共同プラセボ対照 2 重盲検ラ
ンダム化比較試験においてプレドニゾン 20mg 内服の
有効性を検討した．ラウリル硫酸ナトリウムによる刺
激性皮膚炎では有意差を認めなかったが（刺激が強す
ぎた可能性が否定できない），アレルギー性ニッケル皮
膚炎では有効性が認められた（レベル II）．ステロイド
内服の有効性は歴史的にも認められており，推奨度 A
としてよいと考える．

文 献
1）Hachem JP et al : Efficacy of topical corticoster-

oids in nickel-induced contact allergy, Clin Exp

Dermatol, 27 : 47―50, 2002.
2）Parneix-Spake A et al : Eumovate（clobetasone

butyrate）0.05％ cream with its moisturizing
emollient base has better healing properties than
hydrocortisone 1％ cream : a study in nickel-
induced contact dermatitis, J Dermatol Treat, 12 :
191―197, 2001.

3）Veien NK et al : Long-term, intermittent treat-
ment of chronic hand eczema with mometasone
furoate, Br J Dermatol, 140 : 882―886, 1999.

4）English JS et al : A double-blind comparison of
the efficacy of betamethasone dipropionate
cream twice daily versus once daily in the treat-
ment of steroid responsive dermatoses, Clin Exp

Dermatol, 14 : 32―34, 1989.
5）Granlund H et al : Comparison of cyclosporine

and topical betamethasone-17, 21-dipropionate in
the treatment of severe chronic hand eczema.
Acta Derm Venereol, 76 : 371―376, 1996.

6）Faghihi G et al : J Eur Acad Dermatol Venereol ; 22 :
531―536, 2008.

7）Bourke J et al : The efficacy of’0.05％ Clobeta-
sol＋2.5％ zinc sulphate’cream vs．’0.05％ Clobeta-
sol alone’cream in the treatment of the chronic
hand eczema : a double-blind study, Br J Dermatol,
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図4 接触皮膚炎治療アルゴリズム

145 : 875―885, 2001.
8）Anveden I et al : Oral prednisone suppresses al-

lergic but not irritant patch test reactions in indi-
viduals hypersensitive to nickel, Contact Dermati-

tis, 50 : 298―303, 2004.

（B）免疫抑制薬
推奨の強さ：（保険適用外につき条件付）C1
本邦において，接触皮膚炎を含む難治性の湿疹群に

対するシクロスポリンの保険適用はない．そのため，
対象となる患者は，職業性接触皮膚炎などで原因を取
り除くことが困難で，かつ一般的な治療では効果がな
く，QOL の低下のために日常生活に支障をきたしてい
るものに限るべきである．

海外での報告では重症の慢性化した手湿疹に 41 例
に対し，シクロスポリン 3mg�kg�日×6 週間使用した
場合とステロイド外用薬（Bethamethasone-17，21-
dipropionate）を使用した場合の QOL についての比較
試験を行い，6 週間の治療で，その後 1 年間にわたる
長期 follow up の結果，シクロスポリンの内服はステ
ロイド外用と同等の効果があることが示された1）（エ
ビデンスレベル II）．また，医学中央雑誌の検索では，
PVC ホースによる職業性アレルギー性接触皮膚炎の
1 例に対し，シクロスポリンを使用し無症状で経過し

ているという例を報告している（エビデンスレベル
V）2）．

また，再発性の異汗性湿疹 5 例に対し，低用量のメ
トトレキセート（15mg�週～20mg�）を投与し，副作用
なく症状が改善したとの報告がある2）（エビデンスレ
ベル V）．角化を伴うような手足の湿疹病変群 41 例に
エトレチネート 0.5～1mg�kg�日を投与したところ，長
期におよぶと副作用はあるものの，93％ に症状の改善
がみられたとの報告もある3）（エビデンスレベル III）．

以上のことから，効果の高い治療法と推測でき，英
国ガイドラインにおいては推奨度 A の取り扱いと
なっているが，本邦においては上述のごとく，保険適
用がなく，実地経験も少ないため推奨度は C1 とした．

文 献
1）Gradlund H, Erkko P. and Reitano. S : Comparison

of the Influence of Cyclosporine and Topical
Betamethason-17, 21-dipropionate Treatment on
Quality of Life in Chronic Hand Eczema Acta

Derm Venereol（Stockh）; 77 : 54―58, 1997.
2）Goo P, Cheol L, Kyu H, Jin S, Hyun S : A cace of

occupational allergic contact dermatitis due to
PVC hose J Occupational Health ; 50（2）: 197―200,
2008.
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3）Conleth A, Egan MB, MRCPI, et. al. : Low-dose
oral methotrexate treatment for recalcitrant pal-
moplantar pompholyx Am Acad Dermatol ; 40 :
612―614, 1999.

4）Christiansen JV, Holm. P, Reymann F, Therstrup-
Pedersen K : Patients’acceptance of etretinate
therapy. A retrospective survey of long-term
etretinate therapy in chronic keratotic and pustu-
lar skin diseases. Dermatologica ; 168（3）: 122―126.
1984.

（C）抗ヒスタミン薬
推奨の強さ：B
I）治療
接触皮膚炎の治療については，その発症機序より抗

原を避けることが第一義的である．そのため，抗ヒス
タミン薬の接触皮膚炎に対象を絞って効果を厳密に解
析した研究はほとんどない．

Frossard ら は，24 例 の 健 常 人 に ranndamized
double-blind crossover 法でヒスタミンのプリックテ
スト後の wheal と flare への効果を検討し，cetirizine
の有用性を報告している1）（レベル II）．同様な試験お
よ び 結 果 が，randamized double-blind placebo con-
trolled，three-way-cross-over 法でも報告されている2）

（レベル II）．
接触皮膚炎は自覚症状として，しばしば瘙痒を伴

う．その苦痛の軽減と痒みによる搔破のための悪化を
予防する目的で，抗ヒスタミン作用を有する薬剤いわ
ゆる抗ヒスタミン薬（第一世代抗ヒスタミン薬）また
は抗ヒスタミン作用を持つ抗アレルギー剤（第二世代
抗ヒスタミン薬））を使用する．皮疹の瘙痒に対して関
しては，ケースコントロールスタディの報告は少ない．
Katagiri らは，脱毛症患者 13 例に diphenylcyclopro-
penone 治療で生じた接触皮膚炎に fexofenadine の投
与方法を二つのグループに分けて内服させて，止痒性
に対する有効性を確認している3）（レベル III）．

接触皮膚炎やアトピー性皮膚炎の基本疹は湿疹であ
り，さらに多くに皮膚炎（群）も同様である．従って，
アトピー性皮膚炎の研究成果は接触皮膚炎の治療効果
をも包含するといってよい．抗ヒスタミン薬内服の併
用は，アトピー性皮膚炎の痒みを有意に抑制するこ
と4）5）（レベル II），さらに 12 週間の維持療法試験にお
いて連続投与法が間歇投与法よりも瘙痒抑制効果が高
いことが大規模調査により明らかとなっている4）6）．こ

の日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎診療ガイドライン
の抗ヒスタミン薬の記載は，概ね接触皮膚炎に該当す
ると判断してよい．また，眠気・倦怠感などの副作用
の発生率を考慮すると，蕁麻疹の治療ガイドライン6）に
準じ，第二世代抗ヒスタミン薬を第一選択薬とし，副
作用および瘙痒抑制効果などをみながら第一世代抗ヒ
スタミン薬の追加投与を検討するべきである．第二世
代抗ヒスタミン薬を含む抗アレルギー剤の有するケミ
カルメディエーター遊離抑制などの作用は，アトピー
性皮膚炎など湿疹皮膚炎群においても外用療法の補助
療法としての効果を期待するものであり，単独で炎症
反応を抑制しうるものではない．

以上の文献的考察，歴史的な臨床経験則，1－数例ま
での症例報告（レベル IV），抗ヒスタミン薬の瘙痒軽
減を認めた最近のいくつかの報告などを勘案して，推
奨度を B とした．

文 献
1）Frossard N, Melac M, Benabdesselam O, et al.

Consistency of the efficacy of cetirizine and
ebastine on skin reactivity. Ann Allergy Asthma
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2）Purohit A, Melac M, Pauli G, et al. Comparative

activity of cetirizine and mizolastine on histamine-
induced skin wheal and flare responses at 24h. Br

J Clin Pharmacol. 53 : 250―254, 2002.
3）Katagiri K, Arakawa S, Hatano Y, Fujiwara S. :

Fexofenadine, an H 1-receptor antagonist, par-
tially but rapidly inhibits the itch of contact der-
matitis induced by diphenylcyclopropenone in pa-
tients with alopecia areata. J Dermatol. 33 : 75―79,
2006.

4）古江増隆，佐伯秀久，古川福実，ほか：日本皮膚
科学会アトピー性皮膚炎診療ガイドライン，日皮
会誌，118 : 325―343, 2008.

5）Kawashima M, Tango T, Noguchi T, Inagi M,
Nakagawa H, Harada S : Addition of fexofenadine
to a topical corticosteroid reduces the pruritus as-
sociated with atopic dermatitis in a 1-week ran-
domized, multicentre, double-blind, placebo-
controlled, parallel-group study, Br J Dermatol,
148 : 1212―1221, 2003.

6）川島 眞，原田昭太郎：抗アレルギー薬を併用し
た標準的薬物療法がアトピー性皮膚炎患者の痒み
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と Quality of Life（QOL）に及ぼす影響に関する調
査，臨皮，60 : 661―667, 2006.

7）秀 道広，古江増隆，池澤善郎ほか：蕁麻疹・血
管性浮腫の治療ガイドライン，日皮会誌，115 :
703―715, 2005.

（D）紫外線療法
I）接触皮膚炎全体における紫外線療法の位置
紫外線療法には，ソラレン＋長波長紫外線（UVA）療

法すなわち PUVA 療法と，中波長紫外線（UVB）療法
とがある．UVB 療法は従来，ブロードバンド UVB

（290～320 nm）が使われたが，現在ではナローバンド
UVB（311 nm 付近）が頻用されている．紫外線療法は，
慢性の皮膚炎病変に使われるのが一般的であり，乾癬，
アトピー性皮膚炎，斑状類乾癬はその代表的疾患であ
る．

接触皮膚炎において，紫外線療法は中心的な治療で
はない．接触皮膚炎についてのシステマティック・レ
ビューがトロント大学の職業・環境関連健康学部より
報告されているが，治療と防御を扱う表中に，UVB
の文字が羅列されているものの，文献引用はなく，そ
れに関する記述もない1）．事実，PubMed，医中誌で紫
外線治療関連用語と接触皮膚炎を組合せ検索しても，
文献を渉猟することはできない．アレルギー性接触皮
膚炎は急性病変であることが多く，加えて原因を除く
ことが中心的対処となるため，紫外線療法が使われる
ことはない．従って刺激性接触皮膚炎であって慢性病
変を形成している場合，紫外線療法が治療の選択の一
つとなる．

実際には刺激性接触皮膚炎の範疇に含めることがで
きる手湿疹に対して紫外線療法が行われる．英国の施
設から出されている接触皮膚炎のガイドライン2）でも，
紫外線療法は第二選択の一つとして扱われ，ステロイ
ド外用に対して抵抗性の手湿疹に対して行われると記
載されている．この項では，純粋に接触皮膚炎という
ことはできないが，手の蓄積性刺激性接触皮膚炎すな
わち手湿疹についての紫外線療法について記す．

II）慢性の手湿疹に対する紫外線療法
外用または内服 PUVA 療法
推奨の強さ：A
ブロードバンド UVB
推奨の強さ：B
手湿疹に対するシステマティック・レビュー2）3）があ

り，手湿疹に対する紫外線療法はエビデンスレベル I

の評価がなされている．とくに PUVA 療法は，外用，
内服ともエビデンスレベルが高く，ブロードバンド
UVB 療法がそれに次ぐ．ナローバンド UVB 療法に対
する論文はない．

手湿疹に対する内服 PUVA 療法とブロードバンド
UVB 療法について，エビデンスレベル II に属する
RCT が 35 人の患者に対して行われている4）．内服
PUVA 療法は全患者に有効であったが，中止後 3 カ月
で 14 人中 9 人に再発をみた．UVB 療法も開始 12 週後
に無治療と比べて有意に改善していた．このように両
療法も改善効果を示したが，内服 PUVA 療法は UVB
療法より優れていた．

エビデンスレベル II に属する外用 PUVA 療法と
UVA 照射のみの二重盲検 RCT が行われている5）．8
週間治療し，8 週間経過をみる方法であり，15 人中 12
人が治療を完遂し，最終的にアンケート調査が行われ
ている．有意に改善した皮疹は経過観察 8 週後も良好
な状態を保っていた．18 カ月後に行ったアンケート調
査では 9 人中 4 人が治癒状態，3 人が比較的良好な状
態であった．UVA のみでも効果がある可能性も指摘
されている．

エビデンスレベル III に属するブロードバンド
UVB による非ランダム化治療前後の比較試験があ
る6）．慢性の手湿疹 26 人に対して，UVB を 1 週間に 4
または 5 回，約 10 週間照射した．26 人中 18 人に医師
側からみて改善が認められ，17 人の患者が改善と感じ
た．11 人は家庭に装置を用意して照射しており，コン
プライアンスの点でも優れていた．副作用も無かっ
た．
エビデンスレベル IV に属する bath-PUVA 療法が 14
人の患者に行われている7）．汗疱状型 93％，角質増殖
型 86％ に有効であった．同じく bath-PUVA 療法ある
いはソラレン含有クリームまたはゲルによる外用
PUVA 療法が，エビデンスレベル IV に属する試験で
行われ，有効性を示している8）9）．

文 献
1）Saary J, Qureshi R, Palda V, et al : A systematic

review of contact dermatitis treatment and pre-
vention. J Am Acad Dermatol 53 : 845―855, 2005.

2）Bourke J, Coulson I, English J : Guideline for care
contact dermatitis. Br J Dermatol 145 : 877―885,
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nol Photomed 15 : 87―89, 1999.

（E）金属ダイエット・除去療法
推奨の強さ：C1 から C2
金属による全身性接触皮膚炎（全身型金属アレル

ギー）の患者で金属アレルゲンとの経皮接触では軽快
しない場合の除去治療

I）食物中に含有される金属の摂取制限
推奨の強さ：C1
ニッケル，クロム，コバルトなどは殆どの食品に含

まれるが，チョコレート，ココア，豆類，香辛料，貝
類，胚芽などに特に多く含まれる1）．鈴木泰夫編食品の
微量元素含有表（1993）より作成した可食部 100g 当た
りのニッケル，コバルト，クロム，スズのいずれかの
含有量が多いものについて（付表 3）にまとめた2）．ス
テンレス製の調理器具などからのニッケルなどの金属

の溶出も報告されている1）3）．汗疱状湿疹，亜急性痒疹，
掌せき膿疱症，貨幣状湿疹，扁平苔癬，偽アトピー性
皮膚炎などの患者のうち，全身型金属アレルギーの患
者では，アレルギーを示す金属の含有量の多い食品の
摂取制限をすると有効な場合がある4）5）．ただし厳格な
金属制限食は微量元素欠乏症をきたすことがあるので
避けるべきである4）．

II）歯科金属除去
推奨の強さ：C1
患者がパッチテスト陽性を示した金属が歯科金属中

に明らかに含有されている症例では，その歯科金属を
除去すると有効な場合がある6）7）．除去の必要性を患者
に説明し，患者の同意が得られた症例では歯科に依頼
する．水銀，パラジウム，金などの頻度が高い8）．アレ
ルゲン金属と使用可能な歯科金属の対応表を（付表 4）
に示す8）．

III）薬物療法
金属食事制限もしくは歯科金属除去が施行出来ない

場合，もしくは施行するも効果が不十分である場合，
以下の薬物を併用すると有効な場合がある．

a）クロモグリク酸ナトリウム
推奨の強さ：C1
クロモグリク酸ナトリウムは腸管の肥満細胞を安定

化し腸管粘膜の透過性を抑えることにより，アレルゲ
ンの吸収を抑制する．金属の制限食が煩雑なため
DSCG 内服の方がより効果的であるとの報告があ
る3）9）．

b）金属キレート剤
・disulfiram10）（ノックビン）・テトラサイクリン
推奨の強さ：C2
・disulfiram10）（ノックビン）は体内に入ると 2 分子

に分かれ，組織中の金属をキレートし血中に遊出させ
るため一時的に血中濃度が上昇する．よって開始 1～2
週間後は一過性に増悪を認めるが，その後尿中から体
外に排泄されるため，有効であるといわれている10）．

・テトラサイクリンは実験的には金属をキレートす
ることから有効性が示唆される．ミノサイクリン 200
mg�日内服が有効な症例もある4）．
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1）米国研究協議会：環境中ニッケルの由来と分布，

米国研究協議会編：環境汚染物質の生体への影響
3：ニッケル，東京化学同人，東京，1977, 4―53.

2）鈴木泰夫：食品の微量元素含有表，鈴木泰夫編：

日本皮膚科学会接触皮膚炎診療ガイドライン委員会1786



食品の微量元素含有表，第一出版，東京，1993, 2―
169.

3）Haudrechy P, Mantout B, Frappaz A et al. :
Nickel release from stainless steels, Contact Der-

matitis, 37 : 113―117, 1997.
4）足立厚子，堀川達弥：全身型金属アレルギー 食

餌制限の有効性について，臨皮，46 : 883―889, 1992.
5）Veien N K, Hattel T, Justesen O et al : Oral chal-

lenge with metal salts．（I）．vesicular patch-test-
negative hand eczema, Contact Dermatitis, 9 : 402―
406, 1983.

6）Nakayama H, Nogi N, Kasahara N et al : Allergen
control : an indispensable treatment for allergic
contact dermatitis, Dermatol Clin, 8 : 197 ― 204,
1990.

7）Adachi A, Horikawa T, Takashima T, Ichihashi
M : Mercury-induced nummular dermatitis, J Am

Acad Dermato, l43 : 383―385, 2000.
8）北崎祐之，松村光明，馬場史郎：各種金属アレル

ゲンにおける対応，井上昌幸編：GP のための金
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principle in the treatment of nickel dermatitis,
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（F）バリアクリーム，手袋などによる予防
刺激性接触皮膚炎
推奨の強さ：A
アレルギー性接触皮膚炎
推奨の強さ：B もしくは C1
接触皮膚炎に対するバリアクリームや保湿剤，手袋

装着などの使用における臨床効果に対するエビデンス
の科学的・客観的評価は十分になされていない．今回，
接触皮膚炎患者の QOL の向上を目指し，接触皮膚炎
に有効な予防対策および治療の選択肢を増やすため，
本症に対するバリアクリーム，保湿剤，手袋装着の有
用性に関して EBM による観点から評価した．全体的
には，一般に質の高いエビデンスとされるランダム化

比較試験は少なく，主体は症例集積研究であった1）2）．
バリアクリームや保湿剤における blind study は通常
困難であり不可能であると述べる研究者もいた．また，
本邦の報告に関しては医学中央雑誌で調べた限り臨床
試験の報告を確認できず今後の検討が必要である．

I）バリアクリーム，保湿剤
a）刺激性接触皮膚炎
① 予防的使用
バリアクリームの有効性は，エビデンスレベル II が

2 編であった．perfluoropolyether phosphate（Fomblin
HC�P2），ジメチコン（シリコンオイルの一種）皮膚保
護ローションの予防的外用の有効性が示唆されてい
る3）4）．

保湿剤の有効性は，エビデンスレベル II が 2 編で
あった．高濃度脂質含有保湿剤と 5％ 尿素と 5％ アブ
ラナ硬化剤含有保湿クリームの予防的外用に対する有
効性が示唆されている5）6）．

② 治療
保湿剤の有効性はエビデンスレベル II，IV レベル

が 3 編であった．
高濃度脂質含有保湿剤使用の短期間の外用や，5％

尿素と 5％ アブラナ硬化油含有保湿剤クリームなどさ
まざまな保湿剤で有効性が示唆されている7）～9）．

a）アレルギー性接触皮膚炎
① 予防的使用
アレルギー性接触皮膚炎の予防的外用におけるエビ

デンスレベル I～III の文献はなく，エビデンスレベル
IV 以下の報告が散見された10）～14）．

ベントナイトローションや局所の皮膚保護剤には予
防的効果があり，さらに重症度が軽減されたことを示
唆していた11）12）．その他，キレート剤であるジエチレ
ントリアミン五酢酸の使用はニッケルに対するパッチ
テストの重症度の軽減や予防の点において有効，コバ
ルトや銅に対する反応を防御するがパラジウムやカリ
ウムに対しては無効であったことが報告されてい
た13）．

一方，ペントキシフィリンの予防的使用はニッケル
アレルギー反応の予防には無効であったと報告されて
いる14）．

② 治療
有効性を示唆した報告はなかった．

コントロールトライアルにおいて評価された接触皮膚
炎に対する治療と予防に効果のあるバリアクリームと
保湿剤について示す（付表 5）．
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II）手袋
長期的な手袋の使用はバリア機能を障害するがこの

影響はコットン手袋を使用することにより予防するこ
とができる15）～17）．手袋を使用することは多くの職場
で必須であるため，手袋の使用時間を最小限にし，コッ
トン手袋を下に装着するような使用方法を推奨すれば
皮膚バリア機能障害を防ぐことができる．また，一般
的な使用もしくは家事仕事のためにはゴムか PVC の
家事用手袋を装着するとよい．職場において使用する
手袋は使用（接触）物質により選択するとよい18）（付表
6）．
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付表1　エビデンスのレベルと推奨度の決定基準 (皮膚悪性腫瘍グループ)

A. エビデンスのレベル分類

システマティック・レビュー/メタアナリシスI

1つ以上のランダム化比較試験によるI I

非ランダム化比較試験によるI I I

分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研究による）I V

記述研究（症例報告や症例集積研究による）V

専門委員会や専門家個人の意見＋V I

B. 推奨度の分類＃

行うよう強く勧められる（少なくとも1つの有効性を示すレベルIもしくは良質のレベルI Iのエビデンスがあること）A

行うよう勧められる（少なくとも1つ以上の有効性を示す質の劣るレベルI Iか良質のレベルI I Iあるいは非常に良質のIV
のエビデンスがあること）

B

行うことを考慮してもよいが, 十分な根拠＊がない
（質の劣るI I I-I V,良質な複数のV, あるいは委員会が認めるV I）

C1

根拠＊がないので勧められない（有効のエビデンスがない, あるいは無効であるエビデンスがある）C2

行わないよう勧められる（無効あるいは有害であることを示す良質のエビデンスがある）D

＋基礎実験によるデータ及びそれから導かれる理論はこのレベルとする. 
＊根拠とは臨床試験や疫学研究による知見を指す. 
＃本文中の推奨度が必ずしも上表に一致しないものがある. 国際的にも皮膚悪性腫瘍診療に関するエビデンスが不足している状
況, また海外のエビデンスがそのまま我が国に適用できない実情を考慮し, さらに実用性を勘案し,（エビデンス・レベルを示した
上で）委員会のコンセンサスに基づき推奨度のグレードを決定した箇所があるからである. 
本文中1740ページ

付表2 プロピオン酸系NSAIDsの外用薬・内服薬・注射薬における剤形と商品名

ケトプロフェン外用薬（軟膏［O］，クリーム［Cr］，ローション［L］，テープ［T］，パップ［P］，ゲル［G］）の商品名：
メナミンO，エパテックG・Cr・L，セクター・Cr・L，モーラスT・P，ミルタックスP，ケトタックスP，サトステップ
P，タッチロンPなど

1）

ケトプロフェン内服薬（カプセル，徐放製剤［SR］）の商品名：カピステン，オルヂス，オルヂスSR，メナミン，メナミ
ンSRなど2）

ケトプロフェン注射薬（筋注用デポ剤）の商品名：カピステン，メナミン，メジェイド，ケトプロ，ケトブンKPなど3）

ケトプロフェン坐薬（坐剤）の商品名：オルヂス，メナミン，アネオール，オルサポスなど4）

スプロフェン外用薬（軟膏，クリーム）の商品名：スルプロチン，スレンダム，アンテザック，トパルジックなど5）

チアプロフェン内服薬（錠剤）の商品名：スルガム，スリメン，スルガフェン，チオガムなど6）

その他のプロピオン酸系のNSAIDs（錠剤，パップ［P］）：イブプロフェン（ブルフェン），フェノプロフェン（フェノプロ
ン），ナプロキセン（ナイキサン）， フルルビプロフェン（アドフィードP，ステイパンP，ゼポラスP，フルルパンP）…
括弧内は商品名

7）

本文中1759ページ

日本皮膚科学会接触皮膚炎診療ガイドライン 1789



付表3 食品微量元素含有表ガイドライン基準

可食部100g当たり（単位：μg）　

Sn（>1,000）Co（＞8）Ni（＞60）Cr（＞60）　

16088534ソバ（生）1群：穀類

37016034オート麦（玄穀）

200022022キビ（精白粒）

1,300014060小麦胚芽

430026042チョコレート4群：菓子類

0018030アーモンド（乾）6群：種実類

0037029カシューナッツ（煎り）

0051030くるみ（煎り）

001,40021ココナッツ（乾）

5105138075ブラジルナッツ（煎り）

360036032ヘーゼルナッツ（煎り）

3300130○ペカン（煎り）

420011031マカデミアンナッツ（煎り）

0015042松の実（煎り）

0023031ゴマ

0782033落花生

5027010くり[生）

1900220○甘栗

0059026大豆（全粒／乾）7群：豆類

83001,00043きなこ

430032014糸引き納豆

320027023豆味噌

01444021小豆（全粒／乾）

02318043いんげんまめ

01316043えんどう豆（全粒／乾）

3702547023ささげ（全粒・乾）

480011074あさり（つくだに）8群：魚介類

330225755あさり（缶詰・水煮）

03012027はまぐり（生）

54006820はまぐり（味付け缶詰）

450013033いか（するめ）

020012ずわいがに（生）

01715035生うに

1,70004996いわし煮干し

1,8000○110田作り

8822011ウナギ（肝）

0042010メルルーサ（生）
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27010015たけのこ（生）12群：野菜類

0131409わらび（生）

1,10013033029わらび（干し）

059619枝豆（生）

041607グリンピース（生）

0011019しそ葉

02039028しそ実

10074023とうもろこし

23006148ポップコーン

00623柿（生）13群：果実類

00653ライム（生果汁）

160○31干しシイタケ14群：きのこ類

001403なめこ（生）

0018012ひらたけ（生）

087260270干しヒジキ15群：藻類

2,2000085あおさ（素干し）

0170870480青のり（素干し）

1,200023063塩昆布

02315099茎わかめ（生）

097610180ピュアココア16群：嗜好飲料水

730099○インスタントコーヒー

013570110ほうじ茶

01628065ウーロン茶

02348049紅茶（葉）

0065079煎茶（葉）

0074092抹茶

01523035玄米茶

0067041麦茶（粒）

93008770カレー粉17群：調味料・香辛料

8504690170クローブ

55007129黒こしょう

780048088山椒

1,8000280230セイジ

2,0000140220タイム

1,600014095パプリカ

44075051ドライイースト

本文中1768ページ　　　　　　　 鈴木泰夫：食品の微量元素含有表，第一出版株式会社，東京，1993より引用
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付
表
4
 
ア
レ
ル
ゲ
ン
金
属
と
使
用
可
能
な
歯
科
金
属
と
の
対
応
表

V
Ba

A
l

T
i

M
n

Zn
Sb

A
g

M
o

Ir
In

Fe
Pt

A
u

Cd
Sn

H
g

Co
N
i

Cr
Pd

Cu
ア
レ
ル
ゲ
ン
金
属

＊
△

△
＊

＊
＊

×
＊

＊
△

△
金
合
金

△
×

△
＊

×
×

＊
△

△
白
金
加
金

＊
＊

＊
△

＊
△

＊
△

△
△

△
△

陶
材
焼
付
用
合
金

△
×

＊
△

＊
×

＊
×

△
金
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金

＊
×

×
＊

△
＊

＊
△

△
銀
合
金

＊
△

×
△

×
△

×
コ
バ
ル
ト
ク
ロ
ム
合
金

＊
＊

＊
＊

＊
＊

×
×

△
ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
合
金

×
純
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

△
△

×
チ
タ
ン
合
金

×
＊

 
純
チ
タ
ン

×
×

金
チ
タ
ン
合
金

△
×

＊
×

×
×

ア
マ
ル
ガ
ム

×
×

×
×

×
ガ
リ
ウ
ム
合
金

×
：
該
当
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
す
べ
て
の
製
品
で
含
有
す
る
の
で
使
用
不
可

△
 ：
該
当
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
ほ
と
ん
ど
の
製
品
で
含
有
す
る
の
で
使
用
困
難

＊
 ：
該
当
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
一
部
の
製
品
で
含
有
す
る
の
で
使
用
注
意

本
文
中
17
68
ペ
ー
ジ

北
崎
祐
之
，
松
村
光
明
，
馬
場
志
郎
；
各
種
金
属
ア
レ
ル
ゲ
ン
に
お
け
る
対
応
：
GP
の
た
め
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
臨
床
11
8-
12
1，
20
04
，
デ
ン
タ
ル
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
社
，

東
京
よ
り
引
用
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付表5 コントロールトライアルにおいて評価された接触皮膚炎に対する治療と予防に
効果のあるバリアクリームと保湿剤

刺激性接触皮膚炎アレルギー性接触皮膚炎

ハイドロゲルホリスター保湿バリアクリーム

バリアクリーム
ジメチコンメンター皮膚保護クリーム
エクシピアルプロテクトクリームハイドロペルバリアクリーム

ユニデルムクリーム
ダーモフィルム

ロコベースロコベール

保湿剤/脂質剤

ロコベースリペアリピッドミクスチュア
ダブルベースリピッドミクス＆ステロイド
ウルトラベースオイルインウオーターエマルジョン
ディプロベース
セリダルリポゲル
白色ワセリン
デクバル
エセックス
オイルインウオーターエマルジョン
尿素入りクリーム

本文中1769ページ，引用文献「J Am Acad Dermatol，53（5）：845，2005

付表6 特定危険物質に対して推奨される手袋のタイプ

Type of gloveHazard

NRL，thermoplastic elastomer微生物

NRL，polyvinyl chloride（PVC），polyethylene（PE），ethylene methylmethacrylate（EMA）消毒剤

NRL（できるだけ短時間で）医薬品

NRL（できるだけ短時間で），4H-glove合成物質

PE，PVC，nitrile，NRL，neoprene，butyl rubber，Viton，4H-glove溶剤

NRL，PE，PVC，neoprene，butyl rubber，Viton，4H-glove腐食剤

NRL，EMA，PE，neoprene，PVC，nitrile洗浄剤

NRL，PVC，nitrile，neoprene，4H-glove機械油

本文中1770ページ，引用文献「Handbook of Occupational Dermatology．Berlin：Springer 416-2，2000.」より抜粋
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