
しらゆり皮膚科クリニック院長
竹　田　　潮

（聞き手　池脇克則）

　眼瞼黄色腫の治療法についてご教示ください。
＜大阪府開業医＞

眼瞼黄色腫

　池脇　私が診ている患者さんに、主
に高脂血症の、眼瞼黄色腫を合併され
ている患者さんがいるのですが、眼瞼
黄色腫というのは必ずしも高脂血症を
合併しなくてもできるということです
が。数多くの患者さんを治療されてい
る先生の立場から、どうでしょうか。
　竹田　高脂血症が合併しているのは
約1/3で、2/3の方は正常な、高コレス
テロール血症ではない患者さんです。
その場合に治療は内服では効果があり
ませんので、形成外科的な手術、ない
しはレーザー治療ということになりま
す。
　池脇　治療に関して、先生は皮膚科
の立場なので、外科的な治療ですが、
私は内科で、過去にプロブコールが黄
色腫退縮作用があるといわれていまし
た。患者さんとしては、特に女性の方
であれば、ちょっと気にされる方は多

いでしょうね。
　竹田　そうですね。
　池脇　先生を訪れる眼瞼黄色腫の方
は、女性の方が多いのでしょうか。
　竹田　女性のほうが若干多いですけ
れども、けっこう中高年の男性の方が
多いです。
　池脇　やはり気にされてということ
でしょうか。
　竹田　そうですね。
　池脇　上眼瞼の内側に、色調として
は皮膚よりもちょっと明るい感じで、
皮膚の直下に、コレステロールを貪食
したマクロファージがたまっているの
でしょうか。
　竹田　そうですね。皮膚の直下、真
皮の上層から、深いものだと下の眼輪
筋の直上まで及ぶものもあります。
　池脇　高脂血症を持っている方も、
持っていない方も、局所の変化は基本

的には同じということでしょうか。
　竹田　同じです。
　池脇　高脂血症を伴わなくても、局
所的にマクロファージが貪食するのは
なぜなのでしょうか。
　竹田　その原因に関してはまだわか
っていないですね。
　池脇　治療法ということで、先ほど
簡単に触れましたが、もう一度お願い
します。
　竹田　まず手術の治療に関しては、
まぶたの皮膚に余裕があれば切除方式、
要は切って縫い合わせる手術で除去す
ることは可能です。ただし、切除範囲
が大きくなったり、あとは部位的に二
重の線が変わるとか、内眼角のそばに
行けば行くほどひきつれを起こしやす
くなるので、そういう部位を手術する
のは、かなり大がかりになってしまい
ます。あと眼瞼黄色腫は、手術で治療
したとしても、約半数ぐらいは再発す
るといわれています。そうすると、１
回取っても、もう一回手術になると、
本当に皮膚に余裕がありませんので、
そういう意味でも治療の主流はレーザ
ー治療になっていくと思います。
　池脇　レーザー治療はいつぐらいか
ら登場したのでしょうか。
　竹田　レーザー治療自体は、今ある
炭酸ガスレーザーはかなり歴史が古く、
いろいろな治療、例えばイボとかホク
ロとかを焼くという意味では、何十年
も前から使われてきた歴史があります。

それを眼瞼黄色腫に使っている病院、
クリニックは多数ありますが、どうし
ても傷跡の問題があります。そもそも
整容的な問題で眼瞼黄色腫を取りたい
といらしていますので、なるべく傷跡
を残さないレーザーが求められていま
す。最近ではエルビウム・ヤグレーザ
ーという新しいレーザーがあります。
　どういうレーザーか、簡単に申しま
すと、生体の水分に非常によく吸収さ
れる波長を持ったレーザーです。2,940
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ナノメートルという波長を持つレーザ
ーなのですが、炭酸ガスレーザーの約
10倍、水分への吸収がよいといわれて
います。水分への吸収がよいというこ
とは、何がいいかというと、周囲の組
織への熱損傷が非常に少ない。実際、
レーザーを行うとわかるのですけれど
も、炭酸ガスレーザーの場合、焼いた、
蒸散した後の周囲の部分に焦げが残る、
いわゆる凝固層が残ります。そうする
と、そこは熱損傷しているので、傷の
治りが悪かったり、瘢痕や色素沈着の
リスクが高くなってしまいます。
　池脇　レーザーといえども、黄色腫
に対してより選択的に作用して、そこ
を蒸散させる能力は、従来の炭酸ガス
レーザーよりもエルビウム・ヤグレー
ザーのほうがいいので、傷の程度が軽
い。これは大きな長所の一つですね。
　竹田　そうですね。
　池脇　そうすると、従来は炭酸ガス
レーザーだったのが、今はエルビウム・ 
ヤグレーザーが主流と考えてよいです
か。
　竹田　エルビウム・ヤグレーザーを
導入している施設は少なく、基本的に
は従来からある炭酸ガスレーザーで治
療を行っている施設が多いのが現状で
す。
　池脇　皮膚科、形成外科の先生方は
眼瞼黄色腫だけ治療しているわけでは
ありません。いろいろなものに炭酸ガ
スレーザーは広く使われているので、

なかなかエルビウム・ヤグレーザーに
変えるのが難しいのでしょうか。
　竹田　もちろんそれもあると思いま
すが、機械のコストがかなり違ってき
ます。エルビウム・ヤグレーザーはか
なり精密な機械ですので、機械本体の
値段が５～10倍ぐらい、炭酸ガスレー
ザーと違ってしまうのです。そうする
と、眼瞼黄色腫とかホクロとかを専門
的にやっているところであれば、この
機械を購入できるけれども、そうでは
ない場合は従来の炭酸ガスレーザーし
かないので、それで行っているのが現
状だと思います。
　池脇　患者さんにとっては、どうい
うレーザーを使っても費用は変わらな
いわけですから、エルビウム・ヤグレ
ーザーを使っているところのほうが、
本人にとってもいいのでしょうか。
　竹田　傷跡のリスクが少なくなるの
で、炭酸ガスレーザーで行うよりはエ
ルビウム・ヤグレーザーで治療したほ
うがもちろんいいと思います。
　池脇　これは一気に治療するのです
ね。何回かに分けてではなくて。
　竹田　そうですね。基本的には１回
で治療します。
　池脇　どのくらい時間がかかるので
しょう。
　竹田　片側で約10分です。
　池脇　特に患者さんはそのときに痛
みを感じたりはしないのですか。
　竹田　必ず局所麻酔の注射を使いま

すので、痛みはありません。
　池脇　大概の患者さんは１回の治療
でほぼ傷がないような状況で治療が可
能と考えてよいですか。
　竹田　傷跡に関しては、多少残るケ
ースもあります。範囲が広い場合は特
にそうです。小さい場合はほとんど目
立たない程度に治りますが、かなり広
がってしまっている場合だと、さすが
にエルビウム・ヤグレーザーといえど
も傷跡が多少残ることはあります。
　池脇　レーザーを使った治療で、顔
面では眼瞼黄色腫がありますけれども、
それ以外の顔面の皮疹というか、良性
の腫瘤について、治療される疾患はあ
るのでしょうか。
　竹田　相談の多いものとしては、稗
粒腫という、白いブツブツのようなも
のが顔に数個できる。これも眼瞼周囲

に多いものです。そのほか、汗管腫、
汗の管が詰まったような、できものと
いう意味です。あと高齢者に多いもの
として皮脂腺増殖症、皮脂腺が増殖し
て、少し黄色い扁平な小腫瘤ができま
すけれども、こちらも多いです。
　池脇　眼瞼黄色腫は１個の皮疹なの
に対して、ほかのものは、比較的細か
なものが集まった感じでしょうか。
　竹田　そうです。粒が小さいのが特
徴だと思います。
　池脇　いずれもレーザーを使った治
療でしょうか。
　竹田　そうですね。以前は液体窒素
での冷凍治療も行っていましたが、ど
うしても色素沈着のリスクが高いので、
最近ではレーザー治療で行っています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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