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はじめに
　2019 年 12 月に本邦における犬アトピー性皮膚炎

（Canine atopic dermatitis：CAD）の治療薬としてロキベ
トマブ（サイトポイント®、ゾエティス・ジャパン）が発
売されてから、およそ 1 年半が経過した。その間、多く
の先生方と同様に、筆者もCADを中心とした症例に対し
てロキベトマブを使用し、その特徴や有効性などを確認
してきた。これまで使用した感想を一言で申し上げると、

“ロキベトマブは使い慣れると非常に便利な製剤”という
ことである。「年齢や併用薬に一切の制限がない」、「1 回
の皮下注射で約 1 カ月間効果が持続する」、「CADに特化
した製剤である」、「モノクローナル抗体を使った抗体医
薬のため、細胞内に入らず、IL-31 のみを標的とする薬

（IL-31 以外を阻害しない）であるためとても安全性が高
い」といった特徴があげられる。これまでの薬剤にはな
かったメリットが多く、CADの治療に使わない理由が見
当たらないほどである。注射薬ということにデメリット
を感じる飼い主は少なくないかもしれないが、獣医師の
伝え方次第でその不安を取り除くことは十分可能であり、
毎日の投薬による飼い主の負担を軽減できる点は、とく
に大きなメリットだと感じている。
　ロキベトマブの登場によって、我々臨床医が選択でき
る抗瘙痒薬ならびに抗炎症薬はさらに増え、飼い主の要
望に応えられる状況は以前より格段に整ってきている。
現状、筆者がCADに対する全身療法として使用している
主な経口剤は、①オクラシチニブ（アポキル®錠、ゾエ
ティス・ジャパン）、②ステロイド剤、③シクロスポリン
の 3 つであり、主な注射剤は①ロキベトマブ、②ステロ
イド剤、③イヌインターフェロンγ、④アレルゲン特異
的免疫療法薬（減感作療法薬）の 4 種類である。中でも、
2016 年 7 月に発売されたオクラシチニブは、いまや処方
しない日がないほど使用頻度の高い薬剤となっている。
オクラシチニブは、ヤヌスキナーゼ 1 を選択的に阻害す

る分子標的薬であり、高い安全性とステロイド剤に匹敵
する止痒効果を併せもち、即効性もある（投与 4 時間後
には止痒効果を発現する）。痒みをいち早く抑えることは、
臨床上重要な治療となるため、瘙痒性皮膚疾患に対して
すぐにオクラシチニブの処方を検討してしまいがちであ
る。また、CADは一生涯にわたって治療を必要とする慢
性疾患でもあることから、オクラシチニブを長期間にわ
たり使用するケースも増えてきている。
　このような背景をふまえ、本稿ではオクラシチニブか
らロキベトマブに移行した 2 症例を報告するとともに、
ロキベトマブに切り替える際のポイントや飼い主へのイ
ンフォームドの方法に関する対談を実施したので、是非
ご覧いただきたい。

症例報告①：オクラシチニブの継続使
用中に食欲低下がみられたため、ロキ
ベトマブに切り替え奏効した一例

プロフィール

　柴、5 歳 11 カ月齢、未避妊雌、体重 5.65 kg、室内飼育。

主訴

　オクラシチニブの経口投与（PO）により、1 年以上良
好に管理してきたが、数日前から食欲低下がみられるよ
うになった。

病歴と経過

　2017 年 1 月頃（3 歳齢）、前肢と後肢に紅斑と脱毛が認
められ、当院を受診した。寄生虫および皮膚感染症の可能
性を除外し、血清特異的IgE検査とリンパ球反応試験を実
施後に、CADと診断された（悪化要因：食物および気候）。

特別企画①
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　診療初期は、除去食への変更とシャンプーおよび外用
療法にて治療し、良好な皮膚状態を維持していた。約 1 
年 4 カ月後の 2018 年 5 月頃より、次第に痒みの増加が
認められたため、オクラシチニブへの投与（0.6 mg/kg 
PO BID）を開始した。オクラシチニブの反応は良好であ
り、臨床症状の変化に応じて 1 日 1～2 回の投与を継続
していた。ところが、約 1 年後の 2019 年 6 月、数日前
から原因不明の食欲低下がみられ、当院受診となった。

臨床検査

　皮膚押捺塗抹検査および搔爬検査、血液一般検査、血液
化学検査、X線検査、腹部超音波検査を実施した。血液化
学検査にてALTの上昇（174 U/L、参考基準範囲：10～
125 U/L）が認められたが、それ以外に明らかな異常は認
められなかった。

診断

　軽度の肝機能障害および胃腸炎の可能性。皮膚はこれ
までと同じくCADと診断。

治療の目標

　肝機能障害と胃腸炎に対して、皮下輸液と投薬による
対症療法を開始した。食欲低下の原因は不明であったが、
念のためオクラシチニブの使用を一旦停止し、しばらく
は消毒液（クロルヘキシジングルコン酸塩液 5％の 10 倍
希釈液）と抗炎症性外用剤（モメタオティック®、MSDア

ニマルヘルス）の塗布による外用療法に切り替えること
を提案した。

治療経過

　通院にて皮下輸液と投薬による対症療法を約 1カ月ほ
ど行った。肝機能の数値は正常化し食欲も回復したが、飼
い主の希望によりオクラシチニブの使用を控え、外用療
法による皮膚炎の管理を継続することとなった。このと
きの痒みスコア（P-VAS）は 4～5 程度であった。しかし、
翌年の 2020 年 3 月頃から次第に痒みのコントロールが
難しくなり、四肢の脱毛が顕著に認められるようになっ
た（図1）。そこで、飼い主にBOXに示す要点をおさえた
インフォームドを実施し、ロキベトマブの使用に同意を
得た。

ロキベトマブ使用前と使用後の現症

　ロキベトマブ使用前のP-VASは 6～7/10 であり、臨床
所見としては四肢の外側面に脱毛および紅斑を認めた

（投与前：図1）。ロキベトマブの使用後、翌日にはP-VAS
が 1/10 と顕著に減少し、その後、脱毛部に発毛が認めら
れた（投与後開始 3 カ月後：図2）。

本症例におけるロキベトマブの投与は合計 11 回

　本症例では、2020 年 3 月 1 日よりロキベトマブの皮下
投与（サイトポイント® 10 を使用）を開始し、これまで
合計 11 回の投与を実施した（2021 年 5 月現在）。健康状

A B

図1　症例①の初診時現症
A：前肢と後肢の外側面に脱毛および紅斑を認めた。
B：膝関節から飛節にかけて自傷により生じた脱毛を認めた。
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態の把握のため、血液検査を 3 カ月に 1 回を目安に行っ
ているが、今のところは大きな問題はなく経過している。
現在、1.5 カ月間隔で投与を行い、良好に痒みの管理がで
きている。外用療法は継続しており、前述の消毒液を 1 
日 1 回実施してもらい、必要に応じて抗炎症性外用剤の
塗布を飼い主の判断で使ってもらっている。また、1～2 
週に 1 回の間隔で脱毛部の皮膚を中心に保湿剤（ダーム
ワン®、ビルバックジャパン）を塗布し、皮膚バリア機能
の改善に努めている。

BOX

ロキベトマブを投与開始する際の飼い主へのインフォームドコンセント

　心掛けておくべきは、「自分（獣医師）が話したい話」
ではなく「相手（飼い主）が求めている話」をすること
である。獣医師が使用したい薬剤について一方的に話を
してしまうと、どんなに素晴らしい製剤でも、飼い主か
らの同意を得ることは難しい。押せば引かれる、これは
人間関係における基本的な力学である。そのため、まず
は「あなたのお役に立ちたい」という気持ちをもって話
をする。それは自然と飼い主にも伝わり、話を受け入れ
やすい状況が生まれる。世の中のほとんどは、決まりや
正論で動いているのではなく、感情に基づいて動いてい
ると理解すること。その上で、筆者は以下の手順で説明
している。

【STEP】
①状況説明
②飼い主の不安を探る
③共感と解決策の提案

【症例報告①のケース】

①状況説明

・ 皮膚炎を外用療法のみで抑えることは難しい状況に
なった。

・ 皮膚炎による痒みを抑えるには、別の治療が必要である。
・ 愛犬の皮膚病はCADであり、食事や気候の変化も悪化

要因になる。

②飼い主が不安に思う場所を探る

・ 愛犬の負担になることはできるだけ避けたい（副作用
の不安）。

・ 愛犬が夜に眠れないほど搔いている姿をみるのは辛い
（即効性のある治療を希望）。

③共感と解決策の提案

・ 飼い主が愛犬にとってベストの方法を望むことは当然
のこと。

・ 飼い主は病気について悩むより、笑顔でいること。悩
むのは獣医師の仕事であり務めである。

・ ロキベトマブは比較的新しい薬剤だが、臓器毒性が極
めて少なく、CADの痒みを緩和することができる注射
薬である。

・ ロキベトマブは投与後 1～3 日で効果を発現する。
・ これまでの外用療法とロキベトマブを併用しても問題

はない。
・ロキベトマブは、CADに対してとても有効な薬である。

　以上の説明を行い、飼い主からの同意を得て、ロキベ
トマブの投与を開始した（なお、筆者がロキベトマブを
使用する際は、抗体を利用した医薬品であり、副作用の
リスクもワクチン接種と同様との観点から、飼い主に話
をするときには「投与」ではなく「接種」という言葉を
意識的に使うことがある）。

症例報告①の総括
　症例①ではロキベトマブへの変更後、愛犬が痒がらな
くなったこと、毎日の投薬の負担がなくなったことを飼
い主は喜ばれていた。気持ちと時間に余裕が生まれたこ
とで、飼い主は皮膚バリア機能の改善に対しても積極的
に取り組むようになっている。本稿の症例で紹介したよ
うに、CADの治療にオクラシチニブを汎用することが増
えているが、それを使い続けることが症例および飼い主
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A B

図2　症例①の再診（ロキベトマブ投与後3カ月後）
皮疹は略治した。

にとって最適な治療なのか、担当医は常に自分自身に問
い続けなければならない。

症例 2：オクラシチニブの減薬が難しか
ったものの、ロキベトマブで奏 効した 
体重 3 kg未満の症例

プロフィール

　トイ・プードル、7 歳齢、避妊雌、体重 2.6 kg。

経過

　3 年前から痒みがあり、紅斑、脱毛を繰り返すとのこ
とであった。オクラシチニブへの反応は良好なものの、減
薬が難しく、「用法及び用量」外であるが飼い主への説明
のもと、1 日 2 回（BID）の投与で維持してきた。

問診（図3）

　眼や口周囲、体幹部、頸部、腋窩、後肢に脱毛および

紅斑が認められ、背部は全体的に脂漏感を伴っていた。

飼い主による痒みの評価（P-VAS）：5/10❶。
投薬内容：オクラシニブ 0.6 mg/kg PO BID。
食事内容： 1 カ月前からアミノペプチド フォーミュラ（ロ

イヤルカナン）の給与を開始。
スキンケア： マラセキュアTM（フジタ製薬）を週に 1 回

程度使用。

検査所見

皮膚押捺検査：マラセチア＋。
毛検査および皮膚搔爬検査：異常なし。

診断

　CAD（鑑別疾患：食物アレルギー）。

経過

　初診時は、痒みおよび体幹部の紅斑や脂漏が顕著であ

POINT

1 P-VAS
P-VAS（pruritus visual analog scale）とは、飼い主が痒みの
重症度を判定するための指標であり、図3に示したような線に
対して飼い主に○を付けてもらい評価を行う。特に、P-VASは

治療の効果判定、診断の補助的な情報としても役立てること
ができる。
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り、オクラシチニブの減薬が困難であった。再度、除去
食試験の評価のために食事内容の聴取を行ったところ、
除去食に加えてサプリメントの投与を行っていたことが
わかったため、サプリメント投与の休止を提案した❷。

第 28 病日

　サプリメント投与の休止後は痒みが減った（P-VAS：
3）とのことで、オクラシチニブの投与を 1 日 1 回（SID）
に減らした。また、スキンケアを目的に、マラセキュアTM

の使用後にPEダーマモイストバス（QIX）を加え、保湿を

紅斑

脱毛
脂漏感

四肢端の瘙痒

0 1053 8

常に痒く
搔き続けている痒くない

●飼い主による痒みの評価（P-VAS10段階評価）
痒みはあるが

散歩や遊んでいるときは
痒がらない

図3　症例②の初診時の様子

行うことを提案した❸。

第 56 病日（図4）

　オクラシチニブのSIDへの減薬により、いわゆる「痒み
のぶり返し」が認められたため、減薬は難しいと判断し、
ロキベトマブ 1 mg/kg（サイトポイント® 10 を使用）の
投与を開始した❹。強い痒みが認められる場合はオクラ
シチニブの併用を提案しており、初期に 2 回ほど使用し
ていたとのことであった❺。
　28日後には痒みが消失し、P-VAS：0～1 程度とのこと

2 除去食試験中の食事
犬が口に含むものすべてを把握する必要があり、副食以外
にも、本症例のようなサプリメントの投与や歯みがきで使用
する歯磨きペースト、フレーバータイプの予防薬などにも注
意が必要であり、可能な限り制限を行う。

3 洗浄後の保湿
洗浄後の皮膚は乾燥していることが報告されているため、保
湿剤の使用が強く推奨される。本症例において使用したPE
ダーマモイストバスは、オーツやセラミドが配合された入浴剤
であり、保湿効果に加えてマイルドな洗浄効果も期待でき、
洗浄後の保湿として活用できる。

4 ロキベトマブ投与の体重制限
ロキベトマブの国内発売当初、体重3kg未満の症例への
投与は承認されていなかったが、近年、体重制限の緩和が
認められ、体重1.5kg以上の犬での使用が可能となった。
体重1.5～2.9kgの犬においては、最も小さい10mgバイア
ルを使用して、ロキベトマブとして1mg/kg（0.1mL/kg）の用
量で投与する。本症例の体重は2.6kgであったため、これを
適用した。
国内での飼育頭数が多い小型犬では、飼い主による経口
投与が難しいケースも多く、コンプライアンスが課題であった
が、そういった問題も解決される。注意点をあげると、体重
3kg未満での使用の場合は、10mgバイアルに薬剤の残量
が存在するが必ず廃棄し、余剰分の使用は避けることである。

5 併用薬の制限
ロキベトマブについては併用薬の禁忌がないため、効果があ
まり感じられない初期の段階や一過性の痒みが認められる
場合においては、オクラシチニブやプレドニゾロンの併用を
行うと良好に管理できる。

POINT
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6 P-VASの減少
過去の報告では、CADにおけるロキベトマブの盲検化プラ
セボ対照試験では、57%の犬において28日目のP-VASが
初日と比べて50%以上減少したことが示されており、本症
例においても同様の結果であった。また、本症例のようにオ
クラシチニブに効果が認められなかった場合でも、ロキベトマ
ブで奏効するケースも経験する。一方で、ロキベトマブは初
回投与で効果がなかった場合でも、2回目、3回目の投与で
効果を発揮する場合や痒みの抑制が安定することもあり、
初回投与で効果がなかった場合でも継続投与を検討するこ
とを提案している。

8 保湿系シャンプー
ヒノケアforプロフェッショナルはヒノキチオール配合でマイル
ドな抗菌作用が期待でき、さらにセラミド類似物質やリピジュ
アという保湿成分が配合されているため、維持期の保湿系
シャンプーとしても有用である。

7 プロアクティブ療法
ヒトのアトピー性皮膚炎の治療においては、痒みが少ない
維持期の管理でも治療の介入を行うプロアクティブ療法が
重要と考えられており、犬においても痒みが少ない状態で維
持できていたとしても、定期的な治療の介入を行うことが再
燃の予防につながると考える。

POINT

A B

図4　症例②の第56病日
初診時に比較すると紅斑の減少や発毛は認められたもの、オクラシチニブの減薬で痒みの再燃が認められた。

であった❻。腋窩や四肢端の紅斑は軽減し、発毛が認め
られ、脂漏感も消失していた（図5）。特に目の周囲の紅
斑および脱毛は軽減し、初診時に比較し毛量の増加もみ
られた（図6）ロキベトマブの投与後には特に有害事象の
発現は認められなかったため、継続的な投与を提案した
❼。
　スキンケアについては、皮膚押捺検査においてマラセ
チア数の減少がみられたことから、マラセキュアTMから
ヒノケアforプロフェッショナル（バイエル薬品）に変更
した❽。

ロキベトマブ使用時の
インフォームドコンセントにおいて
注意している点
　オクラシチニブからロキベトマブへの変更する際、ど
のようなインフォームドコンセントを実施すべきか悩ま
れる先生の声も少なくない。2021 年 3 月の日本獣医皮膚
科学会での症例発表では、過去の国際的な報告と比べて
有効率や安全性などに相違はないような結果であった。
ご家族の多くは、国内のデータということに関心をもち
安心されるケースが多く、最新の国内のデータを引き合
いに出し情報提供を行うことで、ロキベトマブの使用に
積極的になることが多いと感じる。
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図5　症例②の第84病日
ロキベトマブ投与後、約28日後。腋窩、鼠径部の紅斑は消失し、発毛が認められた。

　また、オクラシチニブの効果が乏しいと感じる症例に
ついてロキベトマブの効果が期待できるケースも多く、
その理由として、オクラシチニブとロキベトマブではそ
れぞれが抑制する痒みのサイトカインの守備範囲が異な
る点があげられる。さらにロキベトマブは 1 歳齢未満の
症例への使用が可能であることや他の併用薬との制限が
ないこと、投薬期間の制限がないなど、今までオクラシ
チニブで課題となっていた点も解決されるという強みも
あり、インフォームドコンセントの際には、「オクラシチ
ニブと異なる薬」であるという点を強調して提案してい
る。また、本症例のようなトイ・プードルは、トリミン

グ犬種ということもあり、月に 1 回程度、トリミングサ
ロンを利用されているケースが多い。動物病院内にトリ
ミングサロンを併設している場合などは、トリミング利
用日にロキベトマブの投与を行うなどの飼い主にとって
通院しやすいプログラムを立てることなども一案と考え
る。

謝辞
　症例報告②においてご協力いただきました、戸部ウー
タン動物病院様ならびに飼い主様に厚く御礼申し上げま
す。

瘙痒の消失

0 1053 8

常に痒く
搔き続けている痒くない

●飼い主による痒みの評価（P-VAS10段階評価）
痒みはあるが

散歩や遊んでいるときは
痒がらない

目の周囲などの発毛

発毛傾向

図6　症例②のロキベトマブ
投与28日後の様子
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特別企画②

安全性や飼い主の負担減を
重点的に説明
島田健一郎先生（以下、島田）：サイトポイント®を使い
始めて約 1 年になりますが、この薬は使い慣れると非常
に便利だと感じています。症例報告①でも書きましたが、
年齢や併用薬に一切制限がない点がよいですね。こうい
う治療薬はこれまでありませんでした。

江角真梨子先生（以下、江角）：私もそう思います。何か
に替わる薬というよりも、新しい選択肢、病気と闘うた
めの武器が増えたと感じています。飼い主にとっても、

「従来の治療がうまくいかなくてもこういう治療ができ
る」「選択肢が出てきた」ということは、希望になると思
います。国内での発売から約 1 年が経ち、臨床報告も出
始めましたので、それを元に飼い主に話せるようになり
ました。季節的な変化にもそこまで影響を受けないよう
なので、通年で使える手応えも感じています。

対談：�サイトポイント®のインフォームド
コンセントはどう実施する？？

島田健一郎 
日本動物医療センターグループ  
麻布十番犬猫クリニック、原宿犬猫クリニック
日本獣医皮膚科学会認定医

サイトポイント®がどんなに素晴らしい薬剤だったとしても、その説明が失敗に終わってしまえば、飼い主からのコ

ンセンサスは得られません。本稿では、皮膚科のエキスパートが実施しているインフォームドコンセントについて、 

島田先生、江角先生に対談を実施いただきました。飼い主がよく気にする疑問点とその解消方法、そして従来の薬剤

との違いなどをどう説明すればよいのか、そのヒントを読みとってください。

島田：飼い主にサイトポイント®を説明する場合、しっか
り長く効く薬であること、そして抗体を使って治療する
抗体医薬であるため、従来の薬剤よりもさらに安全性が
高いことを重点的に説明しています。江角先生はいかが
ですか？

江角：私が重視するのは客観的なデータの提供です。国
際的な報告、国内でのデータを元に、有害事象は消化器
症状にとどまっている点を説明すると、飼い主は安心し
てくれます。日本では小型犬が多いため、体重 3 kg以下
の犬にも使えるとわかってからは、サイトポイント®を選
択する飼い主が増えました。痛みに弱い小型犬でも、サ
イトポイント®の注射を痛がる子は多くないですしね。毎
日の投薬に抵抗感をもつ飼い主に、1 回の注射で効果が 1 
カ月続くことを伝えると、「負担が減るわね」とほっとさ
れます。

島田：薬を飲むことを嫌がる小型犬も多いですからね。注
射はコンプライアンスが高いですよね。

江角：一方で、長く効き続けることに不安を感じる飼い
主もいます。「長く効くということは、薬剤が体内に長く
留まっているのでしょうか？」と心配される場合は、「抗
体医薬は腎臓や肝臓で分解されるものではなく、細胞内
でリサイクルされる薬剤です。特定の臓器に負担がかか
らない安全性の高い薬剤ですよ」とお伝えしています。

島田：当院の場合、すでにアポキル®錠を使い、うまく痒
みをコントロールできている場合は無理に変えることは
しません。ただし、なんとなくの治療を続けてきたような
飼い主が来院した場合には、CADの痒みがどの程度かを
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対談：サイトポイント®のインフォームド
コンセントはどう実施する？？

江角真梨子 
Vet Craft、日本獣医皮膚科学会認定医

判断するために、IL-31 に特異的に効くサイトポイント®

をお勧めすることがあります。サイトポイント®で痒みが
抑えられるときは、今後のCADの治療について飼い主と
きちんと治療方針を話し合うことにしています。

江角：私も同様です。湿疹はないのによく脚を舐める犬
に、サイトポイント®を投与したら舐めなくなったケース
があります。痒みがあるかどうかの判定にも使える薬で
すよね。

最初は 3 回投与が基本
アポキル®錠との併用も
島田：サイトポイント®を使った場合、初回投与後の対応
にも気を付けています。私の皮膚科診療では、初診から 
3 日後に飼い主に電話をかけ、効果の具合や有害事象の
有無などを確認するようにしています。多くの場合、サ
イトポイント®は投与後 3 日で効果が発現しますので、こ
の時点でなんらかの効果が出ていないようなら、サイト
ポイント®と症例があわない可能性が高いでしょう。

江角：皮膚科診療では、こまめな連絡がとても大事です
よね。

島田：効きめを確認しながらになりますが、サイトポイ
ント®を 2、3 回と複数回投与すると奏効率が 1 回投与よ
り高くなるというデータも出ていますので、当院では 3 
回使ってみることを提案し、一つの区切りにしています。
また、3 回投与しても反応がない場合はCADではない可
能性が高く、食物アレルギーや感染症といったその他の
原因を考え直します。江角先生は、どのような点に気を
付けながらインフォームドコンセントを行っています
か？
 
江角：アポキル®錠からサイトポイント®へと移行する
ケースでは、そもそもアポキル®錠への信頼度も高いので、

「同じ会社から出ている薬剤で、同じようにサイトカイン
を抑制する薬です。こちらの方が、ターゲットがより選
択的で副作用が少ないです」ということをお伝えしてい
ます。

島田：確かに、アポキル®錠はここに効いて、サイトポイ
ント®はここで、と説明すると納得してもらいやすいです
よね。

江角：はい、アポキル®錠との違いは必ず明確にしていて、

特に効果が発現するまでの期間は重要ですので、「アポキ
ル®錠は飲んで数時間ほどで効果を発揮しますが、サイト
ポイント®は 2～3 日かかるケースもあります」とお伝え
しています。また、サイトポイント®には併用薬の制限が
ないという長所を活かし、最初のうちはアポキル®錠も保
持してもらい、併用するよう勧めています。サイトポイ
ント®が効かないときの飼い主の不安がなくなるので、さ
らに導入しやすくなります。サイトポイント®は痒みを抑
える効果がメインですので、皮疹の見た目は変わらない
のに、痒みがほとんどなくなるケースもあります。そう
いう場合は、外用ステロイド剤や保湿剤の併用をお勧め
し、皮膚の炎症を抑えるように配慮します。気を付けて
いるのが、脂漏や紅斑が強い症例において、痒み以外の
症状が強く出ている場合には、サイトポイント®を用いな
いことです。重症度が高い場合は感染症の管理がうまく
いっていないことを考え、食物アレルギーの関与が疑わ
れる場合には他の疾患との鑑別ができていない可能性な
ども考慮して、まずは原因の精査を行うことを検討しま
す。

島田：途中でサイトポイント®が効かなくなったという事
例もありますよね。その場合、私は膿皮症やマラセチア
などの感染症、外耳炎の発現に注意します。食事やおや
つを変えていないかも、必ず飼い主に確認します。少し
よくなるとおやつをあげてしまう飼い主もいるので、繰
り返し話をして、飼い主の認識を高めていくことが大事
ですね。一方で、「アポキル®錠が効かない犬にはサイト
ポイント®も効かない」と思っている獣医師も多いようで
す。アポキル®錠が効かなくてステロイド剤を使っている
症例が、サイトポイント®を投与するとすっきりよくなる
こともあります。アポキル®錠は飼い主の投薬がうまくい
かず効果があいまいになるケースもあるので、一度、サ
イトポイント®で仕切り直すのもよいかもしれません。
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サイトポイント®でCADの管理がさらに進歩
島田：繰り返しになりますが、サイトポイント®は 1 カ月
効果が持続するので、飼い主の投薬負担が減ることが最
大のメリットです。飼い主に余裕ができると、皮膚バリ
ア機能の改善にも意識を向けてもらえます。皮膚疾患は
痒みや炎症を抑えるだけでなく、低下した皮膚のバリア
機能を高めないと、根本的な治療にはなりません。そこ
で、皮膚を清潔に保つことや保湿といったスキンケアの
重要性をレクチャーして、サイトポイント®を投与する 3 
カ月間、飼い主にはそちらを頑張っていただくと、有効
性を感じてケアを続けてくださる方が多いです。

江角：症状がよくなると通院を辞めてしまう飼い主もい
ますが、サイトポイント®では毎月注射するということに
なるので、定期的な通院により状態を確認できるのもあ
りがたいですよね。途中で状態が悪くなっても、1 カ月
効く薬だから投薬にブレはないはずなので、どんなもの
に触れたか、天気はどうだったかなど、その他の原因を
探すことでアレルゲンの探索がしっかりできます。ここ
でも根本的な治療につなげられます。島田先生は、注射
の間隔を 1 カ月よりあけることはありますか？ 私の診

療形態は 4 週間ごとの診察なのですが、犬が痒がってい
なければ、1 回スキップすることもあります。そういう
犬も、次に打ったときに効きが悪くなることはないよう
です。

島田：私は 2 週間ごとに診察することが多いので、4 週
目で痒みがなければスキップして 6 週目で再確認します
ね。長く使っている症例ではそういうケースも多いです。
ただし、最初の 3 回に関しては、4 週間に 1 回のペース
を崩さすに打ちます。まだ効果がわからない段階で間隔
をあけると、痒みが出たときの管理が難しくなるからで
す。

江角：痒みが出る前に先手を打つプロアクティブ療法は、
ヒトのアトピー性皮膚炎治療で一般的な考え方ですね。
CADの治療でも、今後そうなっていくと思いますので、注
射の間隔と痒みに関する臨床データの充実を期待したい
です。

島田：皮膚疾患の評価自体、どのツールを使うべきかは
まだ定まってないので、科学的な評価基準の設定も待ち
たいと思います。

特別企画②
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