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はじめに

アトピー性皮膚炎は有症率が20％に達する

地域もある，皮膚炎症性疾患では最も多い疾

患である1)。一方でアトピー性皮膚炎は，患

児ばかりでなく家族の QOL を著しく低下さ

せるうえ，重症化すると低蛋白血症や電解質

異常を伴い成長障害をも来し得る2)。瘙痒に

苦しみ，重症化している患児への対応は，本

人や家族の負担が大きい。また，医療者にと

っても発症・増悪予防は緊喫の課題である。

筆者らは，2014年に新生児期からの保湿定

期ケアによるアトピー性皮膚炎予防研究の結

果を報告した3)。この結果は，直近のベビー

ケアレポートでも，�アトピー性皮膚炎�（第

68巻第�号）4)，�早期スキンケアはアレルギ

ーマーチを予防するのか�（第68巻第�号）5)

で取り上げていただいた。

そこで本稿では，この研究結果の詳細と，

研究に至る経緯，さらに保湿ケアに関する問

題点，また今後の課題や展望に関して，我々

の検討結果も踏まえて論じてみたい。

Ⅰ．アレルギーマーチ

ベビーケアレポートでも取り上げられたよ

うに5)，アトピー性皮膚炎は，瘙痒による

QOL の低下のみならず，いわゆるアレルギ

ーマーチの起点と捉えられるようになってい

る。アレルギーマーチとは，アトピー素因の

ある人にアレルギー性疾患が次から次へと発

症していく様子を行進曲（マーチ）に喩えた

ものであり，提唱者である馬場は，初発のア

レルギー疾患の72.4％がアトピー性皮膚炎で

あったと報告している6)。複数のコホート試

験や横断研究の結果が，乳児期のアトピー性

皮膚炎がその後のアレルギー疾患の発症リス

クを上昇させることを示唆しており7)，アレ

ルギーマーチは世界的に受け入れられている

概念である。アトピー性皮膚炎を予防するこ

とで，先に続くアレルギー疾患をも予防でき

るのではないかという期待もあり，アトピー

性皮膚炎発症予防研究は多数行われてきた。

Ⅱ．これまでのアトピー性皮膚炎予

防研究

�．妊娠中・授乳期の食物除去

乳児アトピー性皮膚炎児の症状が母の食物

除去で改善する例がある8)。そのため，妊娠

中・授乳期に母の食物除去を行うことでアト

ピー性皮膚炎発症を予防するというコンセプ

トが生まれることは自然であろう。しかし，

その研究の多くは失敗し，最近のシステマテ
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ィックレビューでもその効果は否定されてい

る（妊娠中の母の抗原回避のリスク比1.01

（95％信頼区間，0.57-1.79），授乳中の抗原

回避のリスク比0.73（95％信頼区間，0.32-

1.64)9)。

�．長期完全母乳

様々な分野において，母乳栄養が人工栄養

より優れているというメタアナリシスは数多

く，筆者も母乳の有益性に異論はない。しか

し，アトピー性皮膚炎の予防に限ると長期完

全母乳栄養は良好な結果を収めているとは言

いがたい。むしろ，長期完全母乳がアトピー

性皮膚炎のリスクを増加させる可能性さえ指

摘されている。例えば，生後カ月で離乳食

を始める児は，長期完全母乳の児と比較して

アトピー性皮膚炎発症リスクがオッズ比0.41

（95％信頼区間，0.20-0.87）と有意に低く

なるという報告がある10)。

�．ダニ抗原回避

ダニはアレルゲンとして感作され増悪因子

となるばかりでなく，ダニから産生されるシ

ステインプロテアーゼが皮膚バリア機能低下

を引き起こすことが報告されており11)，ダ

ニ回避によりアトピー性皮膚炎の予防を試み

た報告が複数ある。しかし多くは失敗し，最

近のシステマティックレビューでも効果は否

定されている（リスク比1.08［95％信頼区間，

0.78-1.49］)12)。

�．プロバイオティクス

アトピー性皮膚炎発症予防の可能性を示す

方法のひとつである。最近行われたシステマ

ティックレビューではプロバイオティクス投

与群でアトピー性皮膚炎発症リスクが有意に

低下している（リスク比0.78［95％信頼区間，

0.69-0.89］)13)。ただし，投与するプロバイ

オティクスに何を，どれくらい使用するか，

また，民族が異なる場合に同様に効果がある

のかなど，解決するべき問題は多い。

以上のように，過去，実行可能なアトピー

性皮膚炎予防策は導き出されていなかった。

Ⅲ．保湿剤塗布による予防研究を開

始する背景

筆者が前任地である国立成育医療研究セン

ターに赴任した2007年当時，多数の重症アト

ピー性皮膚炎患児が入院されていた。ベビー

ケアレポート（第68巻第�号）で言及されて

いるような4)，一時の混沌とした状況は抜け

つつあった時期であったと思う。治療初期に

抗炎症外用薬を連日塗布し安定させた後，間

欠的に抗炎症薬を塗布しながら保湿剤を中心

とした皮膚バリア保護治療に移行させていく

プロアクティブ治療に関しては，ようやくラ

ンダム化比較試験が発表される前後の時期だ

った14)15)。プロアクティブ治療は，表面上

は改善している皮下の炎症をゼロに近づける

ために，必然的に長期のステロイド外用薬を

必要とする。当時もステロイド忌避の方は少

なからず存在し16)，すでに積極的に国立成

育医療研究センターで行われていたプロアク

ティブ治療も，導入に難渋することを少なか

らず経験した。

そのようななか，いったん改善させたアト

ピー性皮膚炎病変部位へ保湿剤（ヒルドイド

ソフト®）を定期塗布することにより，湿疹

の再燃を有意に低下させたという結果が本邦

から発表され17)，さらに2009年に海外から

同様の結果が報告された18)。そこで，筆者

らは皮下の炎症がないと考えられる時期から

保湿剤を定期塗布することでアトピー性皮膚

炎予防ができないかを考え始め，2010年に前

向きランダム化比較研究を開始した。時期を

同じくして角層のバリアに関与するフィラグ

リン遺伝子（後述）に関しても注目が集まっ

てきていた時期であり，研究計画書に盛り込

むこととなった。
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Ⅳ．保湿剤定期塗布によるアトピー

性皮膚炎予防

2014年10月に保湿剤定期塗布を用いたアト

ピー性皮膚炎発症予防に関するランダム化比

較試験が，我々と英米合同チームから�本同

時に発表された3)19)。

我々の研究は，両親もしくは兄弟にアトピ

ー性皮膚炎の既往がある生後�週間以内のハ

イリスク新生児118人を，介入群59人（乳液

タイプの保湿剤を毎日全身に�日�回以上塗

布）と，対照群59人（悪化部位のみワセリン

を塗布）にランダム割り付けし，プライマリ

アウトカムとして生後32週までのアトピー性

皮膚炎累積発症率を評価した。結果として介

入群においてアトピー性皮膚炎発症率は32％

有意に低下した（図�）。続いて，セカンダ

リアウトカムとして生後32週時点での卵白・

オボムコイド感作率も評価した。介入群と対

照群で感作率に有意差は認められなかった

が，アトピー性皮膚炎発症群と非発症群で比

較したところ，発症群では卵白感作率が有意

に高い（オッズ比2.86［95％信頼区間，1.22-

6.73］）という結果を得た（図�）。経皮感作

はむしろ経湿疹感作20)と考えると，先行研

究に矛盾しない結果と言える。

一方，英米合同チームからは生後�週間以

内のハイリスク新生児124例を保湿剤全身塗

布群と非塗布群に割り付け，生後�カ月のア

トピー性皮膚炎累積発症率を比較した。結果

として保湿剤定期塗布群で相対危険度0.50

（95％信頼区間，0.28-0.9）と有意に低下さ

せたと報告している19)。

ベビーケアレポート（第68巻第�号）で述

べられたように5)，我々の研究において介入

群で卵白感作率に有意差が認められていない

ことは，早期スキンケアではアレルギーマー

チの予防は困難であることを示唆している可
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図� 保湿剤を毎日塗る群（○）と対照群（△）のアトピー性皮膚炎（AD）累積発症率の比較3)

保湿剤を塗っている群は対照群に比べ32％発症が少なかった（log-rank test，p＝0.012).



能性がある。しかし，その理由の一つとし

て，筆者は�週間以上の罹病期間をもってア

トピー性皮膚炎と診断し治療介入したためか

もしれないとも考えている。つまり，通常の

診療より早期に治療介入することで罹病期間

が短縮され，経皮感作が抑制された可能性が

ある。これは，アトピー性皮膚炎発症早期に治

療することで感作が予防できる可能性がある

ともいえる。ただし，コホート試験と異なり前

向きランダム化比較試験では長期間皮疹が出

現した状態で経過をみることは倫理的に困難

で，証明は決して簡単ではないように思う。

Ⅴ．アトピー性皮膚炎の病態に立ち

戻る

アトピー性皮膚炎は，バリア機能異常と環

境因子（もしくはアレルギー免疫異常）を契

機に発症・増悪する21)。つまり，両面から

発症予防を考える必要性があるにもかかわら

ず，どちらかと言えばこれまでの予防法は環

境因子もしくはアレルギー免疫異常に着目し

た予防法が多かった。一方，我々の検討は，

バリア機能に着目した検討結果といえる（図

�）。

バリア機能に衆目を集める契機となったの

は，前述したアトピー性皮膚炎候補遺伝子で

あるフィラグリン遺伝子が報告されたことが

ある22)。フィラグリン遺伝子変異はバリア

機能を示唆する経皮的水分蒸散量（Trans-

epidermal water loss；TEWL）を 上 昇 さ

せ23)，その後のアレルギー疾患の発症リス

クを上昇させる24)。さらに最近，Otsukaら

はフィラグリン発現を促進する物質を同定

し，アトピー性皮膚炎モデルマウスに投与す
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図� 保湿剤定期塗布によるアトピー性皮膚炎予防研究における，生後12週，32週での卵白特異的 IgE 抗体価
（破線内が IgE抗体価陽性)3)

湿疹出現群は未発症群より有意に卵白抗体価陽性率が高かった．



ることでアトピー性皮膚炎の自然発症を抑制

することに成功している25)。そのような結

果からも，皮下の炎症がない出生時からバリ

ア機能保護によってアトピー性皮膚炎の発症

を阻止できるかもしれないという仮説は支持

されているといえる。

Ⅵ．新生児期からの保湿ケアへの疑

問点や問題点

我々は，新生児期からの保湿ケアが実行可

能なアトピー性皮膚炎発症予防法のひとつで

あることを証明したが，まだ実行する場合の

問題点や課題が残されている。そこで，私見

も踏まえ，筆者が考える新生児期からの保湿

ケアの問題点と今後を考えてみたい。

�．どのような群に保湿剤を塗布するべき

か？

我々の検討は，両親もしくは兄弟にアトピ

ー性皮膚炎の病歴のあるハイリスク群を対象

としており，発症率はもともと高い群と予想

される。一般人口においてはアトピー性皮膚

炎の発症率が10〜20％程度であることを考え

ると1)，全員に保湿剤を塗布することに問題

があるかもしれない。保湿剤が必要な群を鑑

別する指標が必要と思われる。

そこで我々は，前述の保湿剤塗布によるア

トピー性皮膚炎予防研究のデータセットを用

いて post-hoc解析を行い，生後�週間以内

の非侵襲的皮膚検査（TEWL，角質水分量，

pH）が生後32週までのアトピー性皮膚炎発

症を予測するかどうかを検討した。結果とし

て，前額部 TEWL が最も有意にアトピー性

皮膚炎発症を予測し，前額部 TEWL高値群

（＝バリア機能低下を示唆）は有意にアトピ

ー性皮膚炎を発症することを明らかにした。

さらに，TEWL高値群においてのみ保湿剤

が予防的に作用していることも同時に示し

（図�），保湿剤定期塗布を行うべき群をス
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図� 皮膚バリア，アレルギー /免疫的異常と瘙痒の相互作用21)

発症には，環境因子やフィラグリン低下（＝乾燥素因）が
両方働いている．



クリーニングできる可能性を報告した26)。

�．いつまで塗布するべきか？

この問題は，アトピー性皮膚炎に対する一

般診療でも予想困難な問題であろう。しか

し，前述のように TEWL 低値群（＝バリア

機能良好を示唆）ではアトピー性皮膚炎の予

防効果が示せていないことから，バリア機能

が良好と予想される群には保湿剤が効果的で

はないことが推定される。つまり，TEWL

測定により保湿剤の中止基準を探ることがで

きるかもしれない。ただし，月齢，部位によ

り TEWL は異なり27)，一般臨床で実用化す

るためには多数例の検討を要し，容易ではな

いと考えられる。

�．何を塗るべきか？

英米合同チームの保湿剤によるアトピー性

皮膚炎予防研究19)は，英国では，ヒマワリ

油・Doublebase®ゲル・50％流動パラフィン

の�種類から，米国ではヒマワリ油・

Cetaphil®クリーム・Aquaphor Healing®軟膏

の�種類から自由選択できるというプランだ

った。我々の研究3)では，2e®（資生堂）の

みを使用し，特に副作用は認められなかっ

た。結果として予防効果が認められたため，

剤形によらず予防効果はあるのかもしれな

い。しかし，それぞれを head to head で比

較したわけではなく，どれが最良であるかど

うか判定はできない。保湿剤は一般診療に広

く使用されているにもかかわらず，「どの保

湿剤がより優れるか」という研究はほとんど

行われていないのが現状である。最近，ワセ

リンの有用性も注目されているが28)，保湿

成分含有の有無に関して比較検討した報告で

は保湿成分が含有されている外用剤のほうが

湿疹の再燃をより低下させている29)ことか

ら，おそらく保湿成分が含有されている外用
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図� 経皮的水分蒸散量（TEWL）低値群（＝バリア機能良好を示唆）と高値群（＝バリア機能低下を示唆）
において比較した，対照群（A）と保湿剤塗布群（B）のアトピー性皮膚炎（AD）累積発症率26)

対照群（A）では TEWL 高値群が有意に AD を発症した（log-rank test，p＝0.016）が，保湿剤塗布
群（B）では有意差が消失した（log-rank test，p＝0.368）．



剤を選択するほうがよいのではないかと考え

ている。なお，前述の Cetaphil®クリームは

本邦でも入手可能であり比較的安価であるが

アーモンドオイルが含有されている。ピーナ

ッツオイル塗布によりピーナッツアレルギー

が増加するという先行研究30)があり，留意

する必要性があるかもしれない。

�．局所に塗布しても効果があるか（全身

に塗布するべきか）？

片岡らは，顔面のみ保湿剤を塗布する新生

児に対するアトピー性皮膚炎予防に関するラ

ンダム化比較試験を行い，アトピー性皮膚炎

発症を防げなかったと報告している31)。一

方で，外観上あきらかな湿疹病変がなくと

も，バリア機能に異常があればヘルパー T2

関連のケモカインである血清 thymus and

activation-regulated chemokine（TARC）

が上昇するという報告がある32)。外観上で

判断した場合は乾燥部位に十分保湿ケアが行

き渡らず，結果としてアレルギー免疫反応が

惹起されアトピー性皮膚炎が発症するのかも

しれない。そのため，筆者は，保湿ケアによ

る予防は全身に保湿剤を塗布する必要性があ

ると考えている。

Ⅶ．アトピー性皮膚炎予防は保湿ケ

アのみでよいか？

筆者は，スキンケアのみですべてのアトピ

ー性皮膚炎が予防できるとも考えてはいな

い。前述のとおり，新生児からの保湿ケアで

予防できる群は，バリア機能が低い群が最も

予防効果が高いと考えている。アトピー性皮

膚炎は heterogenousな疾患でもあり，単一

の予防法ですべてをカバーできないことが予

想される。

最近，テープストリッピングで採取された

生後�カ月の thymic stromal lymphopoietin

（TSLP＝アレルギー炎症のマスタースイッ

チ）が高値の群では，�歳時でのアトピー性

皮膚炎発症率が高いと報告された33)。また，

前述のとおり，外観上湿疹が明らかでなくと

も，TEWL と TARC 値が相関するという報

告もある32)。バリア機能と免疫異常は相互

作用を持ち，アトピー性皮膚炎発症に至って

いる群があると考えるのが自然であろう。保

湿ケアで予防しきれない群に関しては，なん

らかのアレルギー免疫異常が進行する前に介

入する必要性があると思われる。

筆者の仮説もしくは希望に過ぎないが，今

後，ハイリスク群を発症前に鑑別して介入す

るという方法が想定できるかもしれない。例

えば，新生児期では非侵襲的な検査である

TEWL でバリア機能を評価して保湿ケアを

積極的に行う群を鑑別し，さらにサイトカイ

ン測定ですでに発症前段階と考えられるハイ

リスク群には，mild ランクのステロイド外

用薬を間欠的に塗布するといった穏やかなプ

ロアクティブ治療を行うといった方策が考え

られる。もちろん，これらの仮説を証明する

には前向きランダム化比較試験を必要とす

る。

Ⅷ．新生児期からの保湿ケアは，そ

の先のアレルギーマーチを予防

するか？

最近，アトピー性皮膚炎患者は対照と比較

して，食物感作リスクがオッズ比 6.18倍

（95％信頼区間，2.94-12.98；P＜0.001）

上昇するというシステマティックレビューが

発表された34)。また，Kelleher らは，生後

�日の前腕掌側の TEWL が高い児は�歳で

の食物アレルギー罹患率が高い（オッズ比

［OR］，4.1；95％信頼区間，1.5-4.8）こと

を報告している35)。

これらの結果は，食物アレルギーの発症に

はバリア機能の破綻が先行するという結論を
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示唆しているようにみえる。しかし，ベビー

ケアレポート（第68巻第�号）で示されたと

おり5)，現状では保湿剤定期塗布のみでアト

ピー性皮膚炎以外のアレルギー疾患を直接予

防できるかどうか証明はできていない。この

仮説を検証するには，やはりさらに大規模の

ランダム化比較試験が必要と思われる。

おわりに

我々の検討結果は，バリア機能保護のみで

は予防困難な群も存在することもまた示唆

し，アトピー性皮膚炎が多様な病態が混在し

た疾患でもあることが改めて明らかとなっ

た。今後，発症予備戦略もまた，多面的に考

えていく必要があり，アトピー性皮膚炎の先

にあるアレルギーマーチの阻止に関しては，

さらなる研究が必要であろう。

とはいえ，新生児期からの保湿ケアはアト

ピー性皮膚炎の発症を有意に抑制すること

が，エビデンスレベルの高い研究で証明され

たこともまた事実である。さらにまた，実行

可能で副作用も少ない方法でもあり，児のア

トピー性皮膚炎発症を心配されている方にお

勧めできる方法と言えよう。

文 献

1）Garmhausen D, Hagemann T, Bieber T et al：

Characterization of different courses of atopic

dermatitis in adolescent and adult patients.

Allergy 68：498〜506, 2013

2）明石真幸，野村伊知郎，斎藤暁美他：低蛋白血

症を伴った乳児重症アトピー性皮膚炎について

の検討．アレルギー 57：853〜861，2008

3）Horimukai K, Morita K, Narita M et al：

Application of moisturizer to neonates prevents

development of atopic dermatitis. J Allergy Clin

Immunol 134：824〜830, 2014

4）馬場直子：ベビーケアレポート アトピー性皮

膚炎．小児科臨床 68：1625〜1635，2015

5）井上祐三朗，下条直樹：ベビーケアレポート

早期スキンケアはアレルギーマーチを予防する

か．小児科臨床 68：1805〜1809，2015

6）馬場 実：アレルギーマーチ事始め．アレルギ

ー・免疫 11：736〜743，2004

7）Dharmage SC, Lowe AJ, Matheson MC et al：

Atopic dermatitis and the atopic march revi-

sited. Allergy 69：17〜27, 2014

8）Cant AJ, Bailes JA, Marsden RA et al：Effect of

maternal dietary exclusion on breast fed infants

with eczema：two controlled studies. Br Med J

（Clin Res Ed） 293：231〜233, 1986

9）Kramer MS, Kakuma, R：Maternal dietary

antigen avoidance during pregnancy or lacta-

tion, or both, for preventing or treating atopic

disease in the child. Evid Based Child Health

9：447〜483, 2014

10）Turati F, Bertuccio P, Galeone C et al：Early

weaning is beneficial to prevent atopic dermati-

tis occurrence in young children. Allergy 71：

878〜888, 2016

11）Roelandt T, Heughebaert C, Hachem JP：Pro-

teolytically active allergens cause barrier break-

down. J Invest Dermatol 128：1878〜1880,

2008

12）Bremmer SF, Simpson EL：Dust mite avoi-

dance for the primary prevention of atopic

dermatitis ： A systematic review and

meta-analysis. Pediatr Allergy Immunol 26：

646〜654, 2015

13）Zuccotti G, Meneghin F, Aceti A et al：Probio-

tics for prevention of atopic diseases in infants：

systematic review and meta-analysis. Allergy

70：1356〜1371, 2015

14）Wollenberg A, Reitamo S, Girolomoni G et al：

Proactive treatment of atopic dermatitis in

adults with 0.1％ tacrolimus ointment. Allergy

63：742〜750, 2008

15）Peserico A, Stadtler G, Sebastian M et al：

Reduction of relapses of atopic dermatitis with

methylprednisolone aceponate cream twice

weekly in addition to maintenance treatment

with emollient：a multicentre, randomized,

double-blind, controlled study. Br J Dermatol

158：801〜807, 2008

16）堀向健太：ステロイド忌避と民間療法．チャイ

ルド ヘルス 14：951，2011

17）川島 眞，林 伸和，乃木田俊辰他：アトピー

性皮膚炎の寛解維持における保湿剤の有用性の

検討．日本皮膚科学会雑誌 117：1139〜1145，

2007

18）Wiren K, Nohlgard C, Nyberg F et al：Treat-

ment with a barrier-strengthening moisturiz-

ing cream delays relapse of atopic dermatitis：a

prospective and randomized controlled clinical

trial. J Eur Acad Dermatol Venereol 23：

1267〜1272, 2009

19）Simpson EL, Chalmers JR, Hanifin JM et al：

(158) 小児科臨床 Vol.69 No.7 20161294



Emollient enhancement of the skin barrier from

birth offers effective atopic dermatitis preven-

tion. J Allergy Clin Immunol 134：818〜823,

2014

20）Matsumoto K, Saito H：Eczematous sensitiza-

tion, a novel pathway for allergic sensitization,

can occur in an early stage of eczema. J Allergy

Clin Immunol 134：865〜866, 2014

21）Kabashima K：New concept of the pathogene-

sis of atopic dermatitis：interplay among the

barrier, allergy, and pruritus as a trinity. J

Dermatol Sci 70：3〜11, 2013

22）Palmer CN, Irvine AD, Terron-Kwiatkowski A

et al：Common loss-of-function variants of the

epidermal barrier protein filaggrin are a major

predisposing factor for atopic dermatitis. Nat

Genet 38：441〜446, 2006

23）Flohr C, EnglandK, Radulovic S et al：Filaggrin

loss-of-function mutations are associated with

early-onset eczema, eczema severity and trans-

epidermal water loss at 3 months of age. British

J Dermatol 163：1333〜1336, 2010

24）Irvine AD, McLean WH, Leung DY：Filaggrin

mutations associated with skin and allergic

diseases. N Engl J Med 365：1315〜1327, 2011

25）Otsuka A, Doi H, Egawa G et al：Possible new

therapeutic strategy to regulate atopic dermati-

tis through upregulating filaggrin expression. J

Allergy Clin Immunol 133：139〜146, 2014

26）Horimukai K, Morita K, Narita M et al：

Transepidermal water loss measurement dur-

ing infancy can predict the subsequent develop-

ment of atopic dermatitis regardless of filaggrin

mutations. Allergol Int 65：103〜108, 2016

27）Yosipovitch G, Maayan-Metzger A, Merlob P et

al：Sirota L. Skin barrier properties in different

body areas in neonates. Pediatrics 106：

105〜108, 2000.

28）Czarnowicki T, Malajian D, Khattri S et al：

Petrolatum：Barrier repair and antimicrobial

responses underlying this�inert�moisturizer.

J Allergy Clin Immunol 137：1091〜1102,

2016

29）Akerstrom U, Reitamo S, Langeland T et al：

Comparison of Moisturizing Creams for the

Prevention of Atopic Dermatitis Relapse：A

Randomized Double-blind Controlled Mul-

ticentre Clinical Trial. Acta Derm Venereol

95：587〜592, 2015

30）Lack G, Fox D, Northstone K et al：Factors

associated with the development of peanut

allergy in childhood. N Engl J Med 348：

977〜985, 2003

31）片岡葉子，前田七瀬，西野 洋他：アトピー性

皮膚炎 病態生理と治療 スキンケアによる乳児

アトピー性皮膚炎発症予防は可能か？ アレル

ギー 58：1268，2009

32）Furue M, Matsumoto T, Yamamoto T et al：

Correlation between serum thymus and activa-

tion-regulated chemokine levels and stratum

corneum barrier function in healthy individuals

and patients with mild atopic dermatitis. J

Dermatol Sci 66：60〜63, 2012

33）Kim J, Kim BE, Lee J, Han Y et al：Epidermal

thymic stromal lymphopoietin predicts the

development of atopic dermatitis during infan-

cy. J Allergy Clin Immunol 137：1282〜1285,

2016

34）Tsakok T, Marrs T, Mohsin M et al：Does

atopic dermatitis cause food allergy? A systema-

tic review. J Allergy Clin Immunol 137：

1071〜1078, 2016

35）Kelleher MM, Dunn-Galvin A, Gray C et al：

Skin barrier impairment at birth predicts food

allergy at 2 years of age. J Allergy Clin Immunol

137：1111〜1116, 2016

小児科臨床 Vol.69 No.7 2016 1295 (159)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [515.906 728.504]
>> setpagedevice


