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（ぬのかわ犬猫病院、日本獣医皮膚科学会認定医）

はじめに
　犬アトピー性皮膚炎（Canine Atopic Dermatitis：CAD）
の治療薬ロキベトマブ（製品名：サイトポイント®、ゾエ
ティス・ジャパン）が国内で発売されてから、1 年が経
過した。「一秒でも早く、痒みから解き放つ。」がキャッ
チコピーのオクラシチニブ （製品名：アポキル®錠、ゾエ
ティス・ジャパン）に対し、サイトポイント®のキャッチ
コピーは「一秒でも長く、痒みから解き放つ。」である。1 
回の注射によって、瘙痒を抑える効果が途切れることな
く約 1 カ月続くこと、自宅での投薬が不要になること、安
全性が高いことを特徴とする、画期的な治療薬である。
　ロキベトマブは、イヌ化抗イヌインターロイキン（IL）-31
モノクローナル抗体を用いた抗体医薬である。ステロイ
ドやオクラシチニブ 、シャンプー療法、食事療法など、さ
まざまな治療が奏効しなかったCAD症例に対し、革新的
な技術によってつくられたこの新薬を「もうこれしかな
い！」と最後の手段として使用したものの結果はいまい
ち・・・と感じている先生もいらっしゃるかもしれない。
IL-31 は、痒み刺激を脳へと伝える役割をもつサイトカイ
ンであり、57％のCAD症例で発現が認められている1。ロ
キベトマブはこのIL-31 を中和する抗体であり、IL-31 が
神経の受容体に結合し、痒みの刺激を伝達することを抑

抗原侵入

搔く

・痒みサイクルでCADの症状が悪化していく
・早期に痒みの管理を行ことで症状を悪化させないことが重要

皮膚ダメージ・炎症 痒み
IL-31

図1　CADにおける痒みのサイクル

える作用をもっている。つまり、ロキベトマブは“痒み
を抑えることにターゲットをしぼった治療薬”というこ
とである。CADは、「抗原の侵入→痒い→搔く→炎症・皮
膚バリア破壊→さらに抗原侵入→痒い」という痒みサイ
クルで症状が悪化していくため、早期の痒みの管理は重
要である（図1）。しかし、IL-31 の中和のみでは、炎症を
抑えたり、苔癬化した皮膚を正常化したり、汗・脂の分
泌を抑えることはできない。ロキベトマブの特徴を正し
く捉え、上手く使用していきたい。
　ロキベトマブの特徴には、以下のようなものがある。
・ 痒みをよく止める…約 76％のCAD症例で痒みが正常

レベルに減少したと報告されており、その有効率はプ
レドニゾロンやシクロスポリン、オクラシチニブ と差
はない2-4。

・ 作用が長く持続する…抗体医薬の特徴であり、ロキベト
マブの場合半減期は約 2 週間と非常に長く、約 1 カ月効
果が続く。実際の作用期間には個体差があり、3 週間程
で効果が減弱する症例や 2 カ月効果が続く症例もいる。

・ 注射投与…自宅での投与が不要のため、内服ができな
い犬、コンプライアンスが悪いケースで使用しやすく、
獣医師主導で治療が行える。

・ 安全性が高い…作用がIL-31 の中和のみと非常に狭い
範囲のため、副作用のリスクはとても少ない5。1 歳齢
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未満の症例にも使用可能である❶。若齢で発症し、生
涯治療が必要となるCADの治療において、安全性が高
いことは大きなメリットである。
・�併用薬の禁忌がない…ロキベトマブは免疫機能に対す
る影響が最小限のため、ステロイドやシクロスポリン、
オクラシチニブと併用できる。CADの慢性例で脂漏・
多汗、苔癬化などが認められる場合に、ステロイドを併
用できることは大きなメリットである❷。また、併発疾
患の治療が必要な場合もロキベトマブは使用しやすい。
　これらの特徴を踏まえると
・�1�歳齢未満、併発疾患がある。
・�オクラシチニブ�1�日�1�回投与やステロイドの漸減で痒
みが再発する。
・症状が落ち着いていて維持治療に移行する。
・投薬困難、コンプライアンス不良。
といった症例においては、ロキベトマブを使用すること
が大きなメリットになると考えられる。
　今回は、オクラシチニブ�1�日�1�回投与で痒みが再発し、
外用ステロイド剤の使用でステロイド皮膚症になってい
た症例と、ステロイドの漸減で痒みが再発した症例の維
持管理にロキベトマブを使用し、良好にコントロールで
きた症例を報告する。

症例報告①：オクラシチニブ 1 日 1 回の投
与で痒みが再発し、外用ステロイド剤の使
用でステロイド皮膚症になっていた症例

プロフィール

　ボストン・テリア、3�歳齢、避妊雌、体重�5.4�kg。

病歴・主訴

　1�歳�6�カ月齢より頸部周囲に瘙痒を認め、その症状が

徐々に全身へと広がった。アミノペプチド�フォーミュラ
（ロイヤルカナン�ジャポン）による除去食試験に反応せ
ず、CADと診断された。オクラシチニブ�0.5�mg/kg�1�日�
1�回の内服を行っていたが、6�月から痒みが増したため、
ヒドロコルチゾンアセポン酸エステルのスプレー（製品
名：コルタバンス®、ビルバック�ジャパン）と抗菌薬配
合のトリアムシノロンアセトニドのクリーム（製品名：
ビクタス®S�MTクリーム、ＤＳファーマアニマルヘルス）
を�1�日�1�回で�2�カ月間塗布していたところ、フケが出て
きた。

初診時現症

　頸部や体幹側部に脱毛、大型の白色鱗屑、紅斑が認め
られた（図2）。

臨床検査

　一般身体検査、皮膚押捺塗抹検査、皮膚搔爬検査、毛
検査において、特記すべき異常は認められなかった。

診断

　CADと外用ステロイド剤によるステロイド皮膚症。
CADの悪化因子として気候を考えた。

治療経過

　オクラシチニブの内服後�8�時間程度で瘙痒が発現し、
痒みの管理のために毎日の外用ステロイド剤の塗布が必
要であった❸。オクラシチニブを休薬して、ロキベトマ
ブ�10�mg/head（サイトポイント®10を使用）を投与した。
皮膚を再生させる目的で食事をスキンサポート（ロイヤ
ルカナン�ジャポン）にし、ヘパリン類似物質の保湿剤❹

1 2オクラシチニブの使用制限
オクラシチニブは1歳齢未満に使用制限がある。これは6カ
月齢の犬にオクラシチニブを1.8mg/kgあるいは3.0mg/kg
で1日2回の投与を継続した安全性試験において、ニキビダ
ニ症と細菌性肺炎の発症が報告されており、1歳齢未満の
犬に対する安全性が確立されていないためである。一方、ロ
キベトマブは1歳齢未満の犬にも使用制限はない。

オクラシチニブとプレドニゾロンの併用には注意
が必要
オクラシチニブとプレドニゾロンの併用について、安全性に
関する報告はない。両薬に免疫抑制作用があり、併用によ
り作用が増強される可能性があるため、併用はしない。

3 4外用ステロイド剤によるプロアクティブ療法
コルタバンス®を週に2回塗布することで、CADの再燃を予
防するプロアクティブ療法は有効である6。本症例では、コル
タバンス®にビクタス®S MTクリームも併用しており、使用頻
度も毎日塗布していたため、外用薬の有害事象として皮膚
の菲薄化と鱗屑が現れていた。

ヘパリン類似物質
ヘパリン類似物質は、保湿効果のみならず血流の改善が
期待できるため、菲薄化した皮膚を再生するために用いた。

POINT
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（製品名：ヒルドイド®ローション 0.3％、マルホ）を 1 日 
1 回塗布した。ロキベトマブ投与後、数日で瘙痒は消失
し（痒み［VAS］スコア 6 から 1 へ減少）、5 週間後も瘙
痒の再発はみられなかった。2 カ月後には大型の鱗屑は
消失した（図3）。現在は 5 週間ごとのロキベトマブの投
与とスキンケアで良好な経過を得ているが、冬はロキベ
トマブを休薬できるのか、今後は検討していく。　

症例②：ステロイドから切り替えた症例

プロフィール

　シー・ズー、12 歳齢、去勢雄、体重 6.36 kg。

病歴・主訴

　6 歳齢で譲渡された元保護犬であり、保護時より皮膚
のベタつきを認めた。症状は徐々に悪化し、痒み、赤み、
ベタつき、かさぶた、臭いが認められるようになった。外

用ステロイド剤や痒み止めの内服を行っていたが効果が
乏しく、休薬した状態で当院受診となった。

初診時現症

　腋窩、鼠径、頸部、外耳、口元、足先に紅斑と鱗屑を
認め、背部に鱗屑と環状紅斑を認めた。全身に脂漏感を
認めた（図4）。

臨床検査

　一般身体検査、皮膚搔爬検査、毛検査、血液検査にお
いて、特記すべき異常は認められなかった。皮膚押捺塗
抹検査では、腋窩、鼠径、外耳において、マラセチアが
多数検出された。

診断

　CADとその合併症として、マラセチア性皮膚炎を考え

A

B C

図2　初診時現症（症例1）
A：体幹の脱毛、白色鱗屑、紅斑。
B、C：頸部の脱毛、白色鱗屑、紅斑。
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図3　ロキベトマブ投与後（症例1）
体幹、頸部の白色鱗屑と紅斑は略治し、発毛が認められた。

図4　初診時現症（症例2）
A：�全身。脂漏により毛が束になっ
ている

B：�頸部。紅斑、黄色鱗屑が認められ
る。

C：�鼠径。紅斑が認められる。
D：�外耳。紅斑、色素沈着、苔癬化、黄
色耳垢が認められる。
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た。鑑別疾患として、食物アレルギー、原発性脂漏症、ホ
ルモン疾患を考えた。

治療経過

　脂漏の管理のために、サリチル酸配合シャンプー❺（製
品名：ケラトラックス®、ビルバックジャパン）で全身を
洗浄後、尿素配合コンディショナー（製品名：ヒュミラッ
ク®、ビルバックジャパン）で保湿を行うスキンケアを、
自宅にて週 1 回実施した。マラセチアの管理のために、抗
菌薬・抗真菌薬ステロイド剤の合剤（製品名：オトマッ
クス®、日本全薬工業）を腋窩、鼠径、外耳に 1 日 1 回
塗布した。食物アレルギーの鑑別のため、セレクトプロ
テイン ダック＆タピオカ（ロイヤルカナン ジャポン）で
除去食試験を実施するも、変化はなかった。プレドニゾ
ロン 0.8 mg/kg 1 日 1 回投与で、 2 週間後には痒みや鱗
屑、臭いは消失し、紅斑や脂漏も消失していた。プレド
ニゾロンを 0.4 mg/kg 2 日に 1 回投与に漸減したところ、
皮疹は認められないが、鼠径部と足先に痒みが再燃した。
オクラシチニブやロキベトマブの投与を掲示したが、コ
スト面で同意が得られず、プレドニゾロンを 0.4 mg/kg 
2 日に 1 回投与にヒドロコルチゾンアセポン酸エステル
のスプレーを局所に追加し経過をみることとした。
　春先に瘙痒が悪化したことと、症例の誕生日が近いた
め、プレゼントとしてロキベトマブを試したいと飼い主
からの申し出があった。ロキベトマブ 10 mg/head（サイ
トポイント®10を使用）を投与し、最初の 1 週間はプレド
ニゾロン 0.4 mg/kg 1 日 1 回投与を併用した❻。数日後
には瘙痒が消失し、5 週間ごとのロキベトマブの投与で、
皮疹・瘙痒ともに、良好に管理できた。3 回ロキベトマ
ブを投与したところ❼、2 カ月経過しても皮疹・瘙痒と
もに良好だった（図5）。現在は 2～3 カ月ごとに、痒みが

出現したらロキベトマブの投与を行っている。スキンケ
アと外用薬の頓服使用の併用で、良好な状態を維持して
いる。

おわりに
　症例 1 は、オクラシチニブの 1 日 1 回の投与では痒み
が再燃し、外用ステロイド剤を使い続けていたことで、ス
テロイド皮膚症を引き起こしていた。オクラシチニブや
ロキベトマブの治療中で、痒みが残る場合に外用ステロ
イド剤を併用するのはよい治療法である。局所の炎症と
痒みはしっかりと管理でき、全身性の副作用やコストは
最小限に抑えられる。しかし、外用ステロイド剤の毎日
の投与を続けると、皮膚の菲薄化や鱗屑などの副作用が
起こるリスクがある。そのため、症状が落ち着いた後は
外用ステロイド剤の使用頻度を漸減し、再発を予防する
ために週に 2 回程度のプロアクティブ療法を実施する必
要がある。本症例はステロイド皮膚症を起こしていたた
め、外用ステロイド剤の使用を中止し、痒みのコントロー
ルをロキベトマブで行ったところ、良好に管理できた。ロ
キベトマブの、“効果が途切れずに持続する”という特徴
が、治療に上手く反映できたと思われる。また、症例は 
3 歳齢と若く、今後生涯にわたる治療が必要とされるこ
とを考慮し、“安全性が高い”という点から、飼い主はロ
キベトマブを使用することを選択した。
　症例 2 は、ステロイド剤を主体とした治療であり、炎
症、瘙痒、脂漏を管理した後の維持治療としてロキベト
マブを使用したところ、良好にコントロールができた症
例であった。当初、ロキベトマブの治療はコスト面で同
意が得られなかったが、“効果が途切れずに持続する”、

“自宅での投薬が不要である”、“安全性が高い”ことをイ
ンフォームしておいたことで、後に飼い主からの希望で

7 ロキベトマブは3回継続投与した方が効果が出や
すい
ロキベトマブは1回の投与後よりも、3回投与後の方が痒み
が減り、投与4回目では約77%痒みスコアが減少したと報
告されている3。本症例でも、投与1回目よりも、2回目、3回
目の方が痒みスコアが減少し、3回の投与で痒みはほぼ認
められなくなった。

5 6サリチル酸配合シャンプー
皮脂汚れには、洗浄力の高い高級アルコール系界面活性
剤や角質溶解成分（サリチル酸、硫黄など）配合シャンプー、
クレンジング剤などが有効である。脂漏の基礎疾患にCAD
がある場合は、過剰な皮脂落としは皮膚バリアにダメージを
与えるリスクがあるため、注意が必要である。本症例でも、
CADの管理により症状が落ち着いた後には、低刺激のアミ
ノ酸系界面活性剤のシャンプーへと切り替えた。

ロキベトマブは併用薬の制限がないことが最大の
利点
ロキベトマブには抗炎症効果は認められないため、導入初
期に、プレドニゾロンを併用し、皮膚の炎症や脂漏の分泌を
抑制した。ロキベトマブは痒みの管理を、皮膚の肥厚や炎
症、脂漏の抑制などはプレドニゾロンを併用することで良好
に管理できる。

POINT
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図5　ロキベトマブ投与後（症例2）
脂漏感は減少し、皮疹は略治している。

ロキベトマブに移行することができた。ロキベトマブは、
IL-31 のみを中和するため、炎症や脂漏に対する治療効果
はない。これらをステロイド治療で良化させた後の維持
治療として、ステロイド剤の間欠的な投与よりもロキベ
トマブは瘙痒をよくコントロールした。本症例では、幸
いなことに効果も 2 カ月と長期に持続したため、経済的
な負担も抑えることができた。また、保護犬であり、自
宅での投薬にも苦慮されていたため、ロキベトマブに変
更して自宅での投薬が不要になったところも、飼い主に
とって大きなメリットとなった。
　オクラシチブに比べると、ロキベトマブはまだあまり
使用されていないように感じる。他のCAD治療薬と同様
に、ロキベトマブは万能薬ではないが、“効果が途切れず
に持続する”、“自宅での投薬が不要である”、“安全性が
高い”ことが大きなメリットになる症例は多く存在する。
また、月 1 回通院で投与を行うため、獣医師主導でCAD
のコントロールを行えることは、動物病院にとってもメ
リットになる。ロキベトマブの特徴を正しく捉え、ロキ
ベトマブの使用がメリットになる患者を選定し、早期に
痒みサイクルを断つことで悪化を防ぐ目的や、寛解維持
期の治療に使用するとよい。CADは多因子疾患であり、治

療は様々な選択肢の中から個々の症例に合わせて組み合
わせて行う必要がある。ロキベトマブも治療選択肢の１
つとして上手く使用していきたい。
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