
 

 

 

 

 

 
 

かさつきを放置すると、かゆくて安眠できなくなったり、かきすぎると湿疹ができたりし

ます。乾燥やかゆみが軽いうちに、上手に対処しましょう。
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成長を促す物質が出され

で伸びてしまい、神経が刺激を受けやすい状態にな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対処法対処法対処法対処法

◆

 

湿度を

ったバスタオルを部屋につるすとよいでしょう。

◆

 

の少ない木綿や、滑らかな手触りの素材のものを選びます。静電気が刺激となってかゆみ

が起こることもあるので、静電気の起きやすい素材の重ね着も避けましょう。

◆

することがあります。湯の温度は、

く皮膚をこすらないようにしましょう。

◆

多くの場合、かゆみが軽いうちに保湿剤を使うなど、家庭で適切に対処することでかゆみ

が治まってきます。
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冬になると、皮膚がかさついて、かゆみが出ることが多くなります。

かさつきを放置すると、かゆくて安眠できなくなったり、かきすぎると湿疹ができたりし

ます。乾燥やかゆみが軽いうちに、上手に対処しましょう。

かゆみが起こる仕組みかゆみが起こる仕組みかゆみが起こる仕組みかゆみが起こる仕組み

皮膚が乾燥すると、外からの刺激によって表皮に炎症が起こり、表皮の細胞から神経の

成長を促す物質が出され

で伸びてしまい、神経が刺激を受けやすい状態にな
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◆部屋の温度・湿度を管理する部屋の温度・湿度を管理する部屋の温度・湿度を管理する部屋の温度・湿度を管理する

 暖房で部屋の温度を高くしすぎると、空気が乾燥しがちです。室内の温度を

湿度を 40～

ったバスタオルを部屋につるすとよいでしょう。

◆刺激の少ない衣服を選ぶ刺激の少ない衣服を選ぶ刺激の少ない衣服を選ぶ刺激の少ない衣服を選ぶ

 チクチクとした衣類が皮膚に触れると、かゆみが起こりやすくなります。肌着は、刺激

の少ない木綿や、滑らかな手触りの素材のものを選びます。静電気が刺激となってかゆみ

が起こることもあるので、静電気の起きやすい素材の重ね着も避けましょう。

◆入浴の注意入浴の注意入浴の注意入浴の注意

熱い湯に長い時間つかると、皮脂が奪われたり、入浴後に体がほてってかゆくなったり

することがあります。湯の温度は、

く皮膚をこすらないようにしましょう。

◆保湿剤を使う保湿剤を使う保湿剤を使う保湿剤を使う

かゆみが起こってしまった場合は、ついかいてしまわないよ

多くの場合、かゆみが軽いうちに保湿剤を使うなど、家庭で適切に対処することでかゆみ

が治まってきます。
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薬局通信薬局通信薬局通信薬局通信

有）静岡健康企画

ひまわり薬局 TEL  
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かさつきを放置すると、かゆくて安眠できなくなったり、かきすぎると湿疹ができたりし
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皮膚が乾燥すると、外からの刺激によって表皮に炎症が起こり、表皮の細胞から神経の
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で伸びてしまい、神経が刺激を受けやすい状態にな

部屋の温度・湿度を管理する部屋の温度・湿度を管理する部屋の温度・湿度を管理する部屋の温度・湿度を管理する

暖房で部屋の温度を高くしすぎると、空気が乾燥しがちです。室内の温度を

～60%に保つようにします。湿度が低い時は、加湿器を使うか、ない場合は湿

ったバスタオルを部屋につるすとよいでしょう。

刺激の少ない衣服を選ぶ刺激の少ない衣服を選ぶ刺激の少ない衣服を選ぶ刺激の少ない衣服を選ぶ

チクチクとした衣類が皮膚に触れると、かゆみが起こりやすくなります。肌着は、刺激

の少ない木綿や、滑らかな手触りの素材のものを選びます。静電気が刺激となってかゆみ

が起こることもあるので、静電気の起きやすい素材の重ね着も避けましょう。

入浴の注意入浴の注意入浴の注意入浴の注意 
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～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～
冬になると、皮膚がかさついて、かゆみが出ることが多くなります。

かさつきを放置すると、かゆくて安眠できなくなったり、かきすぎると湿疹ができたりし

ます。乾燥やかゆみが軽いうちに、上手に対処しましょう。

かゆみが起こる仕組みかゆみが起こる仕組みかゆみが起こる仕組みかゆみが起こる仕組み    

皮膚が乾燥すると、外からの刺激によって表皮に炎症が起こり、表皮の細胞から神経の

成長を促す物質が出されます。そのため、かゆみを感じる神経が、真皮から表皮の中にま

で伸びてしまい、神経が刺激を受けやすい状態にな
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に保つようにします。湿度が低い時は、加湿器を使うか、ない場合は湿

ったバスタオルを部屋につるすとよいでしょう。
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チクチクとした衣類が皮膚に触れると、かゆみが起こりやすくなります。肌着は、刺激

の少ない木綿や、滑らかな手触りの素材のものを選びます。静電気が刺激となってかゆみ

が起こることもあるので、静電気の起きやすい素材の重ね着も避けましょう。

熱い湯に長い時間つかると、皮脂が奪われたり、入浴後に体がほてってかゆくなったり

することがあります。湯の温度は、

く皮膚をこすらないようにしましょう。

かゆみが起こってしまった場合は、ついかいてしまわないよ

多くの場合、かゆみが軽いうちに保湿剤を使うなど、家庭で適切に対処することでかゆみ
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～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～
冬になると、皮膚がかさついて、かゆみが出ることが多くなります。

かさつきを放置すると、かゆくて安眠できなくなったり、かきすぎると湿疹ができたりし

ます。乾燥やかゆみが軽いうちに、上手に対処しましょう。

皮膚が乾燥すると、外からの刺激によって表皮に炎症が起こり、表皮の細胞から神経の

。そのため、かゆみを感じる神経が、真皮から表皮の中にま

で伸びてしまい、神経が刺激を受けやすい状態にな

 

暖房で部屋の温度を高くしすぎると、空気が乾燥しがちです。室内の温度を

に保つようにします。湿度が低い時は、加湿器を使うか、ない場合は湿

ったバスタオルを部屋につるすとよいでしょう。

チクチクとした衣類が皮膚に触れると、かゆみが起こりやすくなります。肌着は、刺激

の少ない木綿や、滑らかな手触りの素材のものを選びます。静電気が刺激となってかゆみ

が起こることもあるので、静電気の起きやすい素材の重ね着も避けましょう。

熱い湯に長い時間つかると、皮脂が奪われたり、入浴後に体がほてってかゆくなったり

することがあります。湯の温度は、38～40

く皮膚をこすらないようにしましょう。 

かゆみが起こってしまった場合は、ついかいてしまわないよ

多くの場合、かゆみが軽いうちに保湿剤を使うなど、家庭で適切に対処することでかゆみ

は あ も に ぃ
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  みかん薬局

～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～
冬になると、皮膚がかさついて、かゆみが出ることが多くなります。

かさつきを放置すると、かゆくて安眠できなくなったり、かきすぎると湿疹ができたりし

ます。乾燥やかゆみが軽いうちに、上手に対処しましょう。

皮膚が乾燥すると、外からの刺激によって表皮に炎症が起こり、表皮の細胞から神経の

。そのため、かゆみを感じる神経が、真皮から表皮の中にま

で伸びてしまい、神経が刺激を受けやすい状態になります

暖房で部屋の温度を高くしすぎると、空気が乾燥しがちです。室内の温度を

に保つようにします。湿度が低い時は、加湿器を使うか、ない場合は湿

ったバスタオルを部屋につるすとよいでしょう。 

チクチクとした衣類が皮膚に触れると、かゆみが起こりやすくなります。肌着は、刺激

の少ない木綿や、滑らかな手触りの素材のものを選びます。静電気が刺激となってかゆみ

が起こることもあるので、静電気の起きやすい素材の重ね着も避けましょう。

熱い湯に長い時間つかると、皮脂が奪われたり、入浴後に体がほてってかゆくなったり

40℃程度のぬるめにします。

かゆみが起こってしまった場合は、ついかいてしまわないよ

多くの場合、かゆみが軽いうちに保湿剤を使うなど、家庭で適切に対処することでかゆみ

は あ も に ぃ
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～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～
冬になると、皮膚がかさついて、かゆみが出ることが多くなります。

かさつきを放置すると、かゆくて安眠できなくなったり、かきすぎると湿疹ができたりし

ます。乾燥やかゆみが軽いうちに、上手に対処しましょう。 

皮膚が乾燥すると、外からの刺激によって表皮に炎症が起こり、表皮の細胞から神経の

。そのため、かゆみを感じる神経が、真皮から表皮の中にま

ります。 

暖房で部屋の温度を高くしすぎると、空気が乾燥しがちです。室内の温度を

に保つようにします。湿度が低い時は、加湿器を使うか、ない場合は湿

チクチクとした衣類が皮膚に触れると、かゆみが起こりやすくなります。肌着は、刺激

の少ない木綿や、滑らかな手触りの素材のものを選びます。静電気が刺激となってかゆみ

が起こることもあるので、静電気の起きやすい素材の重ね着も避けましょう。

熱い湯に長い時間つかると、皮脂が奪われたり、入浴後に体がほてってかゆくなったり

℃程度のぬるめにします。

かゆみが起こってしまった場合は、ついかいてしまわないよ

多くの場合、かゆみが軽いうちに保湿剤を使うなど、家庭で適切に対処することでかゆみ
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～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～～皮膚のかゆみ対策～    
冬になると、皮膚がかさついて、かゆみが出ることが多くなります。 

かさつきを放置すると、かゆくて安眠できなくなったり、かきすぎると湿疹ができたりし

皮膚が乾燥すると、外からの刺激によって表皮に炎症が起こり、表皮の細胞から神経の

。そのため、かゆみを感じる神経が、真皮から表皮の中にま

暖房で部屋の温度を高くしすぎると、空気が乾燥しがちです。室内の温度を

に保つようにします。湿度が低い時は、加湿器を使うか、ない場合は湿

チクチクとした衣類が皮膚に触れると、かゆみが起こりやすくなります。肌着は、刺激

の少ない木綿や、滑らかな手触りの素材のものを選びます。静電気が刺激となってかゆみ

が起こることもあるので、静電気の起きやすい素材の重ね着も避けましょう。

熱い湯に長い時間つかると、皮脂が奪われたり、入浴後に体がほてってかゆくなったり

℃程度のぬるめにします。体を洗う際にも強

かゆみが起こってしまった場合は、ついかいてしまわないように気を付けてください。

多くの場合、かゆみが軽いうちに保湿剤を使うなど、家庭で適切に対処することでかゆみ

は あ も に ぃ 
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かさつきを放置すると、かゆくて安眠できなくなったり、かきすぎると湿疹ができたりし

皮膚が乾燥すると、外からの刺激によって表皮に炎症が起こり、表皮の細胞から神経の
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暖房で部屋の温度を高くしすぎると、空気が乾燥しがちです。室内の温度を 18～

に保つようにします。湿度が低い時は、加湿器を使うか、ない場合は湿

チクチクとした衣類が皮膚に触れると、かゆみが起こりやすくなります。肌着は、刺激

の少ない木綿や、滑らかな手触りの素材のものを選びます。静電気が刺激となってかゆみ

が起こることもあるので、静電気の起きやすい素材の重ね着も避けましょう。 

熱い湯に長い時間つかると、皮脂が奪われたり、入浴後に体がほてってかゆくなったり

体を洗う際にも強

うに気を付けてください。
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熱い湯に長い時間つかると、皮脂が奪われたり、入浴後に体がほてってかゆくなったり
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うに気を付けてください。
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保湿剤の種類と使い方保湿剤の種類と使い方保湿剤の種類と使い方保湿剤の種類と使い方

保湿剤には、ローション、クリーム、軟膏など様々な種類があります。季節や肌の状態に

よって使用する種類を変えると良いでしょう。

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

使い方のポイ使い方のポイ使い方のポイ使い方のポイ
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受診が必要なとき受診が必要なとき受診が必要なとき受診が必要なとき

った場合には、

も考えられます。このような場合は、皮膚科を受診してください。

 

レス

が勧められます。

 

ステロイド外用薬についてステロイド外用薬についてステロイド外用薬についてステロイド外用薬について

に

しろ

が期待できます。

心がけましょう。

保湿剤の種類と使い方保湿剤の種類と使い方保湿剤の種類と使い方保湿剤の種類と使い方

保湿剤には、ローション、クリーム、軟膏など様々な種類があります。季節や肌の状態に

よって使用する種類を変えると良いでしょう。

                             

使い方のポイ使い方のポイ使い方のポイ使い方のポイ

・朝晩、たっぷり塗る朝晩、たっぷり塗る朝晩、たっぷり塗る朝晩、たっぷり塗る

軟膏・クリームは人差し指の先から第一関節まで

  ローションでは

・入浴後入浴後入浴後入浴後 10101010

・すり込まないすり込まないすり込まないすり込まない

・冬の間は続ける冬の間は続ける冬の間は続ける冬の間は続ける

   ★医師の指示があれば、それに従って使用しましょう医師の指示があれば、それに従って使用しましょう医師の指示があれば、それに従って使用しましょう医師の指示があれば、それに従って使用しましょう
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