
湘南皮膚科院長
栗　原　誠　一

（聞き手　池田志斈）

　中年以降に多い下腿の円形広範湿疹（貨幣状湿疹といわれているようです）
の成因と治療法についてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

下腿の円形広範湿疹

　池田　栗原先生、中年以降に多い下
腿の円形の赤い湿疹、貨幣状湿疹とい
われているようですが、これはどうい
う病気で、どうやって治すのか。まず、
貨幣状湿疹というのはどんな病気なの
でしょうか。
　栗原　1800年代の古い話になります
が、上肢や下肢に円形で治りにくい湿
疹のタイプがあって、その形状がちょ
うど５フラン硬貨くらいの大きさで、
貨幣状湿疹と名付けて記載されたと
Classics in Clinical Dermatologyとい
う本に書いてあります。これで貨幣状
湿疹という名称が始まったと思います。
　池田　５フランですね。ちょっと大
きさはよくわかりませんが。
　栗原　想像ですと、２～３㎝から５
㎝以内だと思うのですが、とにかく５
フランと書いてあります。フランスの

ドゥベルジーという先生です。
　池田　皮膚科ですと、ドゥベルジー
紅色粃糠疹とかありますね。
　栗原　そうですね。
　池田　かなり古くから認知されてい
た病気なのですね。
　栗原　そのようです。それが今まで
残っているというのは、使われつづけ
る意味のある名称ではないかと思うの
です。私が読んでいて「うまい表現だ
な」と感じたのは、ちょうど縁取りが
ついたような貨幣を思い浮かべてくだ
さい。中央は平らで湿潤した紅斑、そ
れをぐるっと取り囲むように漿液性の
丘疹や小水疱や鱗屑がある。臨床的な
特徴はぴったり当てはまります。
　池田　周りが少し盛り上がっていて、
そこに小さなプツプツがあるのですね。
真ん中が平らで少しじゅくじゅくして

いる。なるほど、まさに襟飾りのコイ
ンですね。そういった特徴的な臨床症
状があって、もちろんかゆいのですね。
　栗原　かゆくて治らないというのが
特徴です。
　池田　治りが悪いということは、１
カ所ではなくて複数出てくるのですね。
　栗原　１カ所のこともあるし、多発
することもあると書いてありますが、
私どもが実際に経験するのは、１つと
いうことはまずないです。多発するこ
とが多いです。
　池田　どうして生じるのでしょう。
　栗原　原因は細菌感染という説が昔
から教科書に書かれているのですが、
それがどう関係するかという詳しいと
ころは見極められていないのです。ま
た、搔破が間違いなく関与しているこ
とが推察されていますが、実際には、
はっきりした原因はわかっていないで
す。
　池田　貨幣状湿疹が起こって二次感
染してという説と、かゆくてひっかい
てずっと続くという２つですね。
　栗原　二次感染ではなく、細菌に対
する何らかの生体反応だろうという説
です。
　池田　そういうことですか。でも不
思議なのは、多くはすねにできますよ
ね。腕にはできることがあるかもしれ
ませんが、あまり体幹にはできないで
すね。
　栗原　そう思います。

　池田　そうすると、細菌に対する生
体反応というのは、なかなか考えづら
いかと思うのですが。
　栗原　ですからこそ、それ以上進歩
がないのでしょうね。ただ、滲出液が
すごく多い。ということは、表皮バリ
アが強く破壊されている、これだけは
間違いないと思うのです。それを逆に、
元をたどっていきますと、元の病変が
かぶれであってもいいだろうし、虫刺
されでもいいだろうと考えていけばい
いかと実地臨床では思うのですけれど
も。
　池田　最初はバリア機能異常がある
可能性があるのですか。
　栗原　そう思います。
　池田　例えば、中年以降に多いこと
も考えると、膝から下ですよね。もと
もと乾燥があるのでしょうか。
　栗原　それには幾つかのデータがあ
りまして、まず興味深かったのは、乾
燥を脂分の問題と汗の問題と両方から
見ていくのです。まず汗からいきます
と、汗が一番多いのはおでこ、頭です。
それから体、上肢と下がっていって、
下腿はとにかく汗が一番出にくい。少
ない。それもさらに年齢とともに汗の
出方が減っていきますが、すねが一番
早く減っていくというデータがあるの
です。
　池田　部位別のことと年齢的なこと
ですね。
　栗原　それでまた同じように皮脂で
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いくと、皮脂も20歳ぐらいをピークに、
男性だと60歳を過ぎたころからだんだ
ん分泌量が下がっていく。もともと皮
脂腺の数が下腿は少なくて、体幹に比
べると十数分の一ですから、それが働
きを失っていくので、脂も減ってしま
います。汗と皮脂の両方が乾燥にかか
わっていると思うのです（図１、２）。
　池田　脂も汗も減ってくるのですね。
特に下腿はそれが顕著になる。そうい
ったものが背景にあって、バリアが衰
えてきて、そしていろいろなファクタ
ーが入ってきて、今度は湿疹になって、
がりがりとかく、ということですね。
悪循環になる。治療として保湿剤は使
うのでしょうか。
　栗原　保湿も重要ですが、ドゥベル
ジー先生が初めに記載されたように、
とにかく治りにくいのは間違いないの
で、ステロイドもかなり強力なものを
しっかり使わないと炎症がおさまりま
せん。
　池田　例えば先生はどのようなステ
ロイドを使われますか。
　栗原　ベリーストロングクラスの軟
膏をつけて、その上から昔でいうボチ
貼り、サトウザルベ、ああいったもの
を布に伸ばして上から重層してあげる。
　池田　亜鉛華軟膏のようなものです
ね。
　栗原　はい。
　池田　ステロイドは塗って、そして
ボチみたいなものはガーゼに伸ばして

貼って保護するのですね。
　栗原　はい。
　池田　抗ヒスタミン薬等は処方され
ますか。
　栗原　もちろん、かゆみ止めとして、
寝る前とか、温まるとかゆくなります
から、よく出します。
　池田　そうやって治療をするのです
ね。先ほどもあったように、年齢とと
もに汗も脂も出なくなるのですが、そ
れに対する対処と、あと日常生活で気
をつける点はありますか。
　栗原　原因がわからない湿疹病変に
対しては、バリアを傷めないことが基
本だと思いますので、特に入浴時に、
脂分、表面の角質を落とさないような
生活習慣が大切です。具体的に言いま
すと、よく昔からナイロンタオルでご

しごしこする方がいますが、あれをや
ってしまっては「貨幣状湿疹出てこい」
と言っているようなもので、こすらな
いほうがいいです。むしろ石けんの泡
を乗せる程度、あるいは欧米人のよう
に週に数回しかお風呂に入らない、そ
ういったこともいいのかと思います。
　池田　日本人はお風呂に入るのが大
好きですよね。よかれと思ってやって
いることが悪いのですね。
　栗原　そうですね。
　池田　そのほかに鑑別疾患、どんな
病気が考えられますか。
　栗原　湿疹病変ですから、私どもが
外来でよく経験するのは、治らない湿
疹というのが、実はかぶれだったこと

はよくあります。特に、市販の外用薬
だと、かゆみ止めの成分あるいは抗菌
薬などが混ざっているものが多いので、
そういったものに対するアレルギーを
持っていると、つけたとおりに円くか
ぶれてきます。これは鑑別で重要だと
思います。
　池田　つけたところがかぶれる。も
ともと赤っぽいものに塗りますが、さ
らに赤くかぶれるのですね。
　栗原　はい。だんだん広がっていく
と思います。
　池田　患者さんは、かぶれているに
もかかわらず、多分もとの病気が悪く
なったと思って、また塗ってしまうの
ですか。

図１　汗腺機能の性差と経年変化

（井上芳光：発汗学、21（2）：53～56、
2014．より）

図２　年齢層ごとの上胸部皮表総皮脂量

（Nazzaro-Porro M, et al：JID, 73：12～117, 1979）
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　栗原　おそらくそうです。
　池田　自分ではよかれと思ってやっ
ていることが悪化させている。
　栗原　はい。
　池田　ほかに消毒薬などでもそうい
うことが起こるのでしょうか。
　栗原　もちろん。消毒は絶対やめた
ほうがいいと思います。
　池田　どうしてもじゅくじゅくしま
すから、消毒したくなりますよね。そ
れでかぶれてしまう。
　栗原　多いです。
　池田　その場合は原因となるような
ものをやめてしまうということですね。
　栗原　はい。
　池田　そのほかにありますか。
　栗原　もう一つ、湿疹病変ではない
鑑別があります。湿疹病変は必ず表面
がざらざら触れますから、さわればわ
かるのですが、ざらざらは触れないけ
れども、コイン状に見えるという病気
に特発性色素性紫斑、シャンバーグ病
という病気があります。
　池田　難しい名前ですね。
　栗原　小さな紫斑の集まりで、それ
が新旧混在しますから、赤みが目立た
ないときには茶色く見えます。そうす
ると、それこそ５フラン硬貨に見える
かもしれませんが、さわれば表面はつ
るっとしていますから、湿疹と区別は
できます。
　池田　基本的には湿疹ではなくて出
血、紫斑なのですね。

　栗原　はい。
　池田　さわればわかるということで
すが、ほかに何か、いわゆる紅斑と紫
斑を鑑別する方法はあるのでしょうか。
　栗原　学生のときに習った硝子圧、
硝子板でぎゅっと押して、消えれば紅
斑、残れば紫斑、出血と、これで見れ
ばすぐわかると思います。
　池田　硝子板、あまりお持ちでない
方がいるのですが、普通のプレパラー
トみたいなものでもよいでしょうか。
　栗原　プレパラートでもけっこうで
すし、透明なプラスチックの板があれ
ば、それを押しつければわかると思い
ます。
　池田　そういった圧迫して皮膚症状
が見えるもの、ということですね。
　栗原　はい。
　池田　圧迫して消えれば紅斑で、貨
幣状湿疹であれば紅斑ですから、圧迫
すると色が衰える。
　栗原　ほとんど消えるだろうと思い
ます。
　池田　紫斑だと押しても赤みは残る
のですね。
　栗原　はい。
　池田　それで一応鑑別はできる。
　栗原　そうですね。
　池田　かぶれも、圧迫すると赤みが
取れるということですね。
　栗原　かぶれは、色も違うのですが、
ごりごりかいたりすると、出血も混じ
ることがあります。やはり押して消え

るかどうかと、もう一つはさわってみ
ることが大事かと思います。
　池田　さわってつるつるか、でこぼ
こなのか、ざらざらか。その辺が鑑別
になりますね。例えば、特発性色素性
紫斑であれば、なかなか一般の先生方
だと治療は難しいのでしょうか。
　栗原　そうですね。治療は難しいで
すね。
　池田　その場合は皮膚科の専門医に

任せるということですね。
　栗原　そのほうがいいと思います。
あまりかゆくないことが多いので、診
断さえつけば、様子をご覧になっても
いいとは思いますが。
　池田　心配であれば、専門医に１回
は診ていただく。
　栗原　それがいいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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