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緒　　　　　言

一般に､アトピー性皮膚炎(Atopic Dermatitis: AD)

は｢かゆみを伴い特徴的な形態と分布を示す慢性湿疹｣を

主症状とする疾患である1)｡近年､本症は小児だけではな

く､成人になっても治らなかったり､成人になってから発

症する例も多く見られ､大きな社会問題になっている2-4)｡

その発症機序については未だ不明な点が多いが､セラミド

の減少による皮膚の乾燥と､バリアー機能の低下がみられ

るアトピー皮膚を基盤とし､これにアレルギー､非アレル

ギーの様々な因子が加わって生じるとする考えがある5)｡

現在､その治療6)はステロイド外用剤を基本とした薬物､

除去食､室内環境対策や減感作などの療法あるいは多くの

民間療法が試みられている｡民間療法としては種々の植物

エキスを素材とした入浴剤､温泉､イオン水およびシソエ

キスなどのほか､多くのアトピーグッズによる治療方法が

知られている｡しかし､薬物療法を含め､これらはあくま

でも対症療法であり､ ADを完全に制御しうるまでには至

っていない｡また､民間療法については皮膚科専門医の間

では必ずしも十分な評価を得られていない｡

しかしながら､海外においてはステロイド剤などによる

ADの治療には限界があるとの認識から､フランスやドイ

ツ北海沿岸ではそれぞれ温泉療法や海浜療法が行なわれて

いる7)｡また国内でも､ ADに対する温泉療法に関する報

告がある8-12)｡

我々は北海道において温泉療法の利用実態を明らかにす

るため､道内47カ所の施設でアンケート調査を実施した｡

その結果､療養目的で温泉を利用しているAD患者例が

比較的多いこと13)､また､豊富､浦幌､二股の各温泉が

比較的多くAD患者に利用されていることを確認した14)｡

最近､久保田ら12)はAD患者に対し､酸性泉の草津温

泉で､温泉療法前後における多くの血液免疫学的パラメー

ターについて検討し､連浴後の血清LDH値が有意に低下

することを報告している｡

そこで､本論文では温泉水の治癒効果を明らかにする目

的で､札幌に在住する難治性のAD患者2名に､豊富町

から5日毎に搬送された温泉水に､ 1カ月間毎日入浴して

もらい､連浴前後の状態および血液免疫学的パラメーター

について比較検討した｡

対象および方法

1.対象患者

(1)症例1 (22才､男性)

11才頃にADが発症し､ステロイド軟膏主体の治療を

うけていた｡調査5カ月前からステロイド剤を止め､市販

の漢方薬と民間薬に切り換えたが､さらに増悪した｡調査

2カ月半前から食事療法に､非ステロイド軟膏と､抗ヒス

タミン剤､漢方薬の内服を使用し､休職していた｡

皮膚症状は､全身が発赤､湿潤し､躯幹四肢は全体が苔

癖化していた｡その他の症状としては､冷えやのぼせ､全

身倦怠が強く､アレルギー性結膜炎を伴っていた｡

(2)症例2 (28才､女性)



ADは10才頃に発症し､ステロイド軟骨中心の治療をう

けていたが､ 25才頃よりさらに増悪した｡調査の半年前か

ら食事療法(野菜中心､玄米食)と漢方薬､抗ヒスタミン

剤を服用するほかは､非ステロイド系抗炎症剤と保湿剤が

中心であった｡また､調査5カ月前から地黄と当帰による

薬湯を続けていた｡

皮膚症状は強い掻痒と粃糠を伴う紅斑がほぼ全身(一部

地図状)に広がり､一部が湿潤傾向にあった｡その他の症

状としては､立ちくらみ､易疲労性､倦怠感､手足の冷え

が強く､不眠と便秘､腹部膨満､生理痛､易感染性など広

範に及んでいた｡アレルギー症状としては､皮膚症状のほ

かに犬猫､ほこりによる鼻炎および結膜炎がある｡

症例1､ 2ともに､調査期間中は､原則として調査開始

直前まで行なわれていた治療を続け､症状の軽快に伴って

薬剤量を減量するに留めた｡なお､ 2名の患者には事前に

本試験の趣旨を十分に説明した上で同意を得た｡

2.温泉水

豊富温泉は稚内市南方約40kmに位置し､大正14年､油

田開発の副産物として生まれた｡その温泉は稚内に温泉が

湧出するまでは日本最北端の温泉とされ､その泉質は表1

に概略を示すとおり､ナトリウム-塩化物泉に分類される｡

表1豊富温泉水の主要成分含量とその性状

3.温泉浴の方法

温泉地が札幌より遠隔地にあるため､温泉水100リット

ルを現地から各患者宅に5 日毎に搬送し､ 市販のバスパッ

クを利用し､ 1カ月間､毎日温泉浴を行った｡このパック

は空気を注入した浮き袋とビニール袋を連結した簡単な構

造からなり､温泉水は20リットルと少量で済むこと､浴槽

湯の温度により自然に加温できるなどの利点がある｡なお､

入浴条件は､男性の場合､ 1日当たり3回､入浴時間は1

回につき約7分であった｡女性の場合1日当たり1回､入

浴時間は約30分と､以前とほぼ同じにした｡

4.皮膚症状､冷えおよび倦怠感についての評価

皮膚症状の程度を確認するため､視診により本症患者に

しばしば観察される皮膚の掻痒､粃糠乾燥､発赤､湿潤痂

皮および小丘疹面について､それぞれ､軽症1点､ 中等症

3点､重症5点を基準に点数化し評価した｡併せて病変部

位の写真撮影も行った｡また､冷え､倦怠感については患

者からの聞き取りにより評価した｡以上の判定は男性につ

いては温泉浴開始前3回､開始後6回､女性については開

始前3回､開始後5回､それぞれ随時行った｡

5.血液検査

温泉浴開始前と開始1カ月後に患者の静脈より探血し､

リンパ球数､好酸球数､血清LDH (アイソエンザイム1､

2､ 3､ 4､ 5を含む)､血清IgEJgG､ IgA､ IgM､ CD

4陽性紬胞､ CD8陽性細胞､ CD4/CD8比およびPHA､

Con Aに対する反応性等について検査を行った｡

結　　　　　果

1. AD患者における連浴前後での皮膚症状､冷えおよび

倦怠感について

写真1に男性AD患者の1カ月に及ぶ温泉連浴前後に

おける背部の状況を示す｡連浴前では､痒みが強く多数の

掻爬痕､いわゆる掻き傷が認められた｡また､発赤(赤み)

もひどく､むくんでいる特徴が認められた｡一方､連浴後

においてはふけ状の粃糠は認められるものの､掻頗痕､む

くみおよび発赤も少なくなっていることが明瞭に確認され

た｡写真2に同じ患者の臀部の状況を示す｡連浴前では背

部同様に掻爬痕､粃糠および発赤が明らかに認められた｡

一方､連浴後においては､掻爬痕､発赤も少なくなり､一

部では健常皮膚の状態に近づいて来ている様相が認められ

た｡

写真3に女性患者の温泉連浴前後における背部の状況を

示す｡これからは連浴前に認められる地図状の発赤が連浴

後消失している様相が明瞭に認められた｡写真4に同患者

の下肢の回復経過を示す｡背部同様に地図状の発赤が連浴

後消失している様相が明瞭に認められ､発赤が膝の後部に



小さく集積する様相が確認された｡

図 1は男性の皮膚症状の程度を視診により経時的に掻痒､

粃糠乾燥､発赤および湿潤痂皮について判定した結果を示

す｡温泉連浴の開始とともに一部に皮膚症状の悪化が認め

られるものの､漸次軽快する傾向が認められた｡図2は女

性患者の場合で､先の項目に小丘疹を加えた結果を示す｡

温泉連浴の開始とともに掻痒､粃糠乾燥および発赤が漸次

軽快する傾向が認められた｡図3と図4には男性と女性の

温泉連浴前後における冷えと倦怠感の経時的変化をそれぞ

れ示す｡いずれの場合も温泉連浴の経過とともに漸減する

傾向が認められ､特に女性の場合､倦怠感は温泉通俗開始

1週間で消失し､冷えについても3週間目には消失してい

た｡

2. AD患者における連浴前後での血液中の免疫学的パラ

メーターについて

表2は温泉通俗前後における本患者の血液学的検査成績

を示す｡連浴前の好酸球数､血清LDH値､そのアイソエ

ンザイム2､ 3､ 4､ 5値､ 血清IgE値およびCD4陽性

細胞数は参考正常値と比較していずれも高く､特に血清

IgEは著しく高い値を示した｡また､リンパ球数､血清

IgC値､ IgA値､IgM値およびCD8陽性細胞数は参考正

常値の範囲にあった｡さらに血清LDH1値とCD4/CD

8比は参考正常値と比較し､男性は正常値を示し､女性は

高い値を示した｡一方､温泉連浴後において男性の血清

LDH値は連浴前のそれと比較して12%低下し､女性では

22%低下した｡そのアイソエンザイム1と2値は2人の間

で一定した変動傾向はないものの､連浴後の3､ 4および



写真1　症例1 写真2　症例1

写真3　症例2 写真4　症例2



図1男性AD患者の温泉連浴(1カ月)による皮膚症状の経日変化

図2　女性AD患者の温泉連浴(1カ月)による皮膚症状の経日変化



図3　男性AD患者の温泉連浴(1カ月)による冷えと倦怠感の経日変化

図4　女性AD患者の温泉連浴(1カ月)による冷えと倦怠感の縫目変化



5値は連浴前のそれらと比較し､いずれも大きく低下した｡

また血清IgE値､ CD4陽性細胞数およびCD4/CD8比

は低下傾向を示したが､逆にCD8陽性細胞数は増加傾向

を示した｡なお､ リンパ球数､血清IgG､ IgAおよびIgM

値は､温泉連浴前後においていずれも参考正常値の範囲内

であった｡

表2　AD患者の温泉連浴(1カ月)前後における血液免疫学的成績

表3　AD患者の温泉連浴(1カ月)前後におけるリンパ球刺激検査成績

表3は患者の温泉連浴前後におけるCon AおよびPHA

を用いたリンパ球刺激検査成績と併せ､既往歴にも家族歴

にもアトピー素因のない健常者4名のリンパ球刺激検査成

績を示す｡患者の温泉連浴前のCon A､ PHAの非添加時

の細胞内に取り込まれたチミジンの放射活性は健常者のそ

れらと比較し極めて低い｡　また､患者の温泉連浴後のリン

パ球のCon A､ PHA添加による細胞分裂促進能は温泉連

浴前のそれらと比較して増加傾向を示し､特に男性患者に



おいては健常者レベルまで回複する傾向が認められた,

考　　　　　察

本研究で対象とした患者はいずれも温泉連浴開始時､皮

疹の悪化､ひどい掻痒のため､余儀なく休職の身であった｡

そこで､研究を進めるに当たり､まず､患者の皮疹部に用

いる温泉水を塗布し異常のないことを確認した｡また､治

療は従来どおり行い､温泉連浴を新たに組み入れる形で行

った｡

一般に､ AD患者の血液学的特徴として血清IgE値､好

酸球数､血清LDH値､好酸球顆粒蛋白の一つであるECP

(eosinophil cationic protcin)値などの上昇15)､ PHA

やCon Aに対する反応性の低下､ CD8陽性細胞数の低下､

CD4/CD8比の増加などが知られている16.17)｡本研究で

も対象としたAD患者の血清IgE値､好酸球数､血清

LDH値は健常者のそれらと比較していずれも高く､典型

的な本疾患の血液学的様相と一致していた｡また､ 血清

LDHのアイソエンザイム値は､ 1を除く2､ 3､ 4およ

び5の値が健常者のそれらと比較していずれも高く､特に

この傾向は4と5で著しかった｡一方､向井ら18)ばAD

患者の血清LDH値がADの治療効果の指標になるか否か

を検討し､ AD患者の皮疹の消長や重症度を判定する指標

の一つとして､有用性の高いことを報告している｡そのほ

か､症状の悪化や軽快とともに好酸球数や血清IgE値の

変動がしばしば観察されているが､今回､対象とした2名

の患者については皮疹の軽快とともに血清IgE値の低下

が認められた｡温泉連浴後における血清LDH値は低下し､

中でもアイソエンザイム3､ 4および5値は温泉連浴前の

それらと比較し大幅な低下が認められた｡これらの結果は

視診から確認された皮膚症状の改善傾向を反映しているも

のと考えられる｡特に､血清LDH5は主として皮膚､筋

肉および肝臓の損傷に由来することが知られ19)､また､

皮膚表皮では圧倒的に多いこと20)などから､ AD患者の皮

膚症状の優れた血中マーカーになる18)ことが裏付けられ

た｡

そのほか､本試験では患者の温泉連浴による紬胞性免疫

機能に及ぼす影響についてリンパ球幼若化反応を指標とし

て検討した｡その結果､患者の温泉連浴前のCon A､

PHA非刺激時の細胞分裂促進能は健常者のそれらと比較

し極めて低く､温泉連浴後､増加傾向を示した｡同様に患

者の温泉連浴後､ Con A､ PHA刺激による細胞分裂促進

能は増加する傾向を示し､特に男性患者においては連浴に

より健常者レベルまで回復することが認められた｡　このこ

とは使用したCon A､ PHAがT細胞マイトジェンである

ことから､その反応性の亢進は温泉の連浴によりT細胞

の機能が上昇することを示唆している｡

野口21)は､主として硫酸添加硫化水素泉を用いた水治

療法によるAD患者5例の血液所見の変化の推移を長期

(最長2年7カ月)に渡って追跡し､皮疹の軽快に応じて

LDHや無機リンや好酸球値は比較的迅速に低下するが､

総IgE値の変動は緩慢で､皮疹の状態は改善されても徐々

にしか低減しない場合が多いと報告している｡最近､久保

田ら12)は46例のAD患者に対して､酸性泉の草津温泉療

法を3～28週行い､ 32例で皮膚症状､さらにそのうち18例

で掻痒が改善することを明らかにした｡しかしながら､血

液免疫学的パラメーターについて､連浴後､血清LDH値

は有意に低下するものの､血清IgE値､Con A､ PHAに

対する反応性､ CD4/CD8比などの変化は認められなか

ったと報告している｡

豊富温泉の泉質は上記の2温泉の泉質とは大きく異なり､

陽イオンとしてはナトリウム､陰イオンとしては塩素が主

成分を古め､食塩泉に分類される｡また､メタ硼酸が多く､

石油臭を有することや浸透圧が人体液の浸透圧と比較して

やや高いことが特徴として挙げられる｡

また､温泉療法とは異なるが､秋本ら22)は重症AD患

児(6～14才)を対象とした海岸でのキャンプを行い頭か

ら海水をかける海水浴びを取り入れた治療を試み､副作用

もなく非常に良好な結果を得たと報告している｡高知県で

はADに対する海洋深層水の効果に関する研究23.24)をス

タートし､その深層水を5分間1カ月に渡って患部に塗布

する方法により良好な結果を得ており､今後の研究の進展

が注目される｡また､向井ら25)は従来の薬物療法では良

い結果が得られない重症のAD患者に対して､塩水療法

が有効であったと報告している｡

以上のように､ ADに対する温泉療法と海水および塩水

を用いた療法の効果が検討され､いずれも皮膚症状の改善

に対して良好な結果が得られている｡しかし､豊富温泉の

効果は後者の範疇に属するものの､それらの作用機序につ

いては不明な点も多く､今後の一層の検討が必要である｡

一方､本疾患は昼夜を問わず激しい痒みを伴うため､睡

眠不足やある種の抗アレルギー剤の使用による全身の倦怠

感に悩まされたり､自律神経の異常と思われる冷えやほて

りの不定愁訴症状を伴うことがよく知られている｡本研究

で認められた倦怠感や冷えが消失するといった体調の変化

は､薬物療法では得られない温泉独自の効果によるものと

思われる｡　また､男性患者の場合､今までにない発汗が認

められた｡これはAD患者の皮膚機能異常26)である汗の

排泄傷害もしくは皮脂分泌傷害に変化を与えている可能性

が示唆された｡

一般に､生体に対する温泉の効用は､含有している化学



成分の薬理作用だけでなく､温熱や静水圧等の物埋的作用､

温泉地の地勢や気候､利用者の生活状態の変化､転地によ

る心理的効果などの総合作用によるとされている｡

本研究では､ AD患者に宅配された温泉水が有益である

か否かを一つの試みとして検討した結果､皮膚症状の明ら

かな改善傾向が認められた｡本疾患が心理的要素を含むス

トレスが掻痒を増強し皮疹の悪化を招くことは経験上よく

知られている｡したがって､現地における温泉の利用はさ

らに有効になるものと思われる｡また､心理的なストレス

は生体の神経系や内分泌系だけでなく免疫系にも影響を及

ぼすことが近年注目されていることも興味深い｡

従来､わが国において温泉のADに対する治癒効果を

科学的に検討した報告例は意外に少なく､むしろ体験など

に基づいた伝承､口コミによる評価が主体をなしていた感

がある｡

本研究では､ 2名のAD患者を対象として､温泉水に

よる治癒効果を視診､血液検査､本人への問診など科学的

に検討したところ､ AD患者特有の皮膚症状､冷えおよび

倦怠感の改善や血清LDH､ある種の血液免疫学的パラメー

ターも正常値方向へ変動するなどの良好な結果が得られた｡

もちろん､対象例が少ない点は否定できず､また､ 1カ

月間の温泉療法でADを完治したとは思えない｡

一口にアトピー性皮膚炎といっても､その症状､程度に

は大きな差異があり､しかも患者の体質によって温泉水へ

の反応も千差万別であろう｡さらに､温泉についても､そ

の含有成分量や泉質も極めて多種多様である｡

したがって､今回得られた結果を､直ちに多くのAD

患者にも期待し､あるいは全ての温泉に同様の効果を望む

には無理があることは当然である｡　この点については､草

津温泉のAD患者に対する有用性は70%だったとする久

保田らの報告12)からも理解できよう｡

今後は､対象者例を増やすとともに,一般に皮膚症状の

改善に効果があるとされる泉質(酸性泉､硫化水素泉など)

の温泉も念頭に入れたより多角的な研究を進め､本症に苦

しむ患者の治癒に少しでも寄与できればと考えている｡

最近､ ADの病態はサイトカイン産生の異なる2つのヘ

ルパーT細胞(Th1, Th2)の利対的バランスによって

説明され､本疾患ではTh2優位であることが指摘されて

いる27)また､我々はフローサイトメトリーによりAD

患者の末梢血Th1 /Th2細胞比を測定し､健常者に比べ

て著しく低下していることを報告28)している｡今後､本

疾患の病勢と血液を用いたTh1/Th2比との関連につい

ても検討を加えて行く予定である｡

なお､本調査に協力を頂いた2名の患者への混泉宅配は

様々な制約もあって限定付きのため､温泉療法を停止した

後でどのように推移するかについても､可能な範囲で観察

を続ける予定である｡

結　　　　　語

札幌市在住の成人の難治性アトピー性皮膚炎患者2名に

協力を願い､豊富町から搬送された温泉水に1カ月間､毎

日入浴した場合の治癒効果について､視診､冷え､倦怠感

および血液免疫学的パラメーターにより検討した｡その結

果､ 2名ともに温泉の連浴による皮膚症状の軽快が視診か

ら明瞭に認められた｡また､冷えや倦怠感の改善が明らか

に認められた｡一方､ 血液学的にも連浴後において､血清

LDH値､その中でもそのアイソエンザイム3､ 4､ 5値

に明らかな低下が認められた｡また､好酸球数の減少傾向

は認められなかったが､ 血清IgE値､ CD4陽性細胞数お

よびCD4/CD8比は若干の低下傾向を示し､リンパ球幼

若反応は回復傾向を示した｡以上のことから､温泉浴によ

るAD患者2名の皮膚症状や冷えおよび倦怠感の改善が

確認され､ AD患者特有の血液免疫学的パラメーターも正

常値方向へ変動することが示唆された｡今後､さらに対象

例数を増やし､ AD疾患に対する温泉浴の有益性､その条

件などについて､視診はもとより､血液免疫学的だけでは

なく多角的に研究を進めていく予定である｡

最後に温泉水の定期的な供給にご協力下さった関係各位

に､また､本実験の意義についてご理解いただき､快くご

協力頂いた2名の患者および家族の方々に心よりお札申し

上げます｡なお､本調査は北海道立衛生研究所において平

成7年度より開始された｢健康科学プロジェクト研究｣の

一環として行われた｡
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英　文　要　約

The effects of serial bathing in hot spring water

for a long-term were studied on two patients with se-

nous atopic Clermatitis byvisual examination, verbal

examination arld measurement of lmmunological pa-

ramctcrs before and after bathing. The hot spring

watei- usedin this study was brought to the bath de-

siglled for experimerits from Toyotomi Spa located

in northem part of Hokkaido.

After serial bathing, the r-esults of each examina-

tion for the patients were followed; (1) Theim-

provements of syirlptom of both patients was con-

firmed by visual examination of the skin and also by

reduction of chill and fatigue in verbal examination

after serial bathing. (2) The levels of serum lac-

tate dehydrogenase (LDH) isomers, LDH 3 , LDH4

and LDH 5　as markers for skin symptoms were re-

markably decreased. (3) The levels of serum IgE,

Helper T cells (CD4) and ratio of CD4/CD8

were slightly lower tharl those loe fore serial bathing,

wllile no changesin lyllnphocyte count, CD 8 , levels

of serum IgG, IgA and IgM were particularly notice-

able.

Further work will be necessary to fully confirm

the effectiveness of hot spring bathing on patients

with atopic dermatitis by　increasing of number of

case and other different approaches.

Key words. hot spring; balneotherapy; atopic der-

matitis; Hokkaido


