
順天堂大学順天堂江東高齢者医療センター皮膚科先任准教授
植　木　理　恵

（聞き手　山内俊一）

　８歳（小学校３年）男児の抜毛症についてです。
　基礎にアトピー性皮膚炎があり、皮膚科で治療されていました。５月の連休
後から抜毛症がみられ、湿疹の悪化があり、６月末に当院受診されました。湿
疹の加療をしながら経過観察中です。抜毛症の治療について、「八味地黄丸」
内服で、８週間で治癒した症例があるようです。試みてもよいでしょうか。適
応について、またその他の漢方薬で効果の期待できるものがあるのか、ご教示
ください。

＜大分県開業医＞

小児の抜毛症

　山内　植木先生、抜け毛といいます
か、まず毛が抜けるという訴えは成人
の女性も含めて時々見るのですが、ま
ず最低限度、どういった疾患を念頭に
置かなければならないかといったあた
りからお願いします。
　植木　脱毛症は様々ありまして、年
齢的な変化もありますし、ホルモンの
変化や体質によって抜けてくる場合や、
湿疹続発性の脱毛症といいまして、ア
トピー性皮膚炎の方に多く見られます
が、かゆいために搔爬して抜けてしま
ったりとか、単純に湿疹が悪くて抜け
てしまうこともあります。あと、脱毛

症としては、円形脱毛症の方も多くい
らっしゃいますので、抜け毛が多かっ
たときに頭皮をよく見て、毛髪の形を
よく見て診断をつけていく必要があり
ます。
　山内　このケースに絡みそうですが、
アトピー性皮膚炎や湿疹は多いのです
か。
　植木　かゆくてどうしてもかいてし
まう、かくのがやめられない、かかな
いと気持ちが落ち着かないというよう
な状況に陥っていると、頭髪も一緒に
抜けてしまうことがあります。アトピ
ー性皮膚炎でかく癖がついてしまうと、

かくのを抜く行動に移してしまって、
痛み刺激でかゆみをやわらげるという
ような、かゆみに対するストレス解消
法にしてしまうこともあるようです。
　山内　それは重要な鑑別点ですね。
　植木　そうですね。
　山内　ただ、そのあたりはかゆいと
いう症状が前面に立つと見てよいので
すね。
　植木　そうですね。あと明らかに浸
出液が多かったり、紅斑が強かったり
と、皮膚症状は強いと思います。
　山内　中にはかゆくなくてというケ
ースもあるのでしょうか。
　植木　皮膚炎と関係なく抜毛してし
まうお子さんたちも多いです。抜毛症
は思春期の女子に多いといわれていま
して、母親との関係がわりと契機にな
ることが多いのですが、男の子でも、
周りから急に注目されるようなことが
あってストレスが高まったり、病気な
どがあって兄弟のほうに親の気持ちが
移ってしまって、自分が取り残されて
いるようなストレスを感じたりするこ
とで、髪を抜いて自分の精神状態を、
「助けて」というように表してくるこ
とがあるようです。
　山内　先ほどのアトピーや湿疹は少
し局在的なものかと思われますが、内
科で有名なバセドウなどの甲状腺疾患
や膠原病などでは全体的に出てきます
よね。
　植木　ホルモンの変動が原因の場合

はびまん性な抜け方をすることが多い
ので、局所的ではないと思います。こ
れも一つ鑑別になります。
　山内　抜毛の場合はいかがですか。
　植木　抜毛の場合は、わりと利き手
側で抜くことが多かったり、眉毛だっ
たり、隠しやすいような前髪の辺縁を
抜いていたりということもあるようで
す。
　山内　お子さんの場合ですと、周り
にいる親なり大人が抜いていることに
気がつくのでしょうか。
　植木　そこが診断にはとても大事で、
「髪の毛が抜けました」と皮膚科にい
らっしゃる方はとても多いのですが、
抜毛症かなと思っておうかがいしても、
「うちの子はそんなことしてません」
という親御さんが多いのです。ちょっ
と気をつけて見てみてくださいと申し
ますと、数週間してから「現場を見ま
した」「本人が自覚してました」と、
わかることがあります。まずそこをは
っきりさせるところが大事になります。
　山内　そうしますと、抜毛症の治療
ではメンタル的なセラピーも必要とい
うことですね。
　植木　そうですね。ICD-10コードで
は精神疾患に分類されていますので、
メンタルがもともとの原因で、症状と
して毛を抜くという行為をしてしまっ
ている衝動的な病気と考えられていま
す。精神面も含めていろいろ聞き取っ
ていく必要がありますし、お子さんも

ドクターサロン62巻10月号（9 . 2018） （753）  3332 （752） ドクターサロン62巻10月号（9 . 2018）

1810本文.indd   33 2018/09/14   9:52



順天堂大学順天堂江東高齢者医療センター皮膚科先任准教授
植　木　理　恵

（聞き手　山内俊一）

　８歳（小学校３年）男児の抜毛症についてです。
　基礎にアトピー性皮膚炎があり、皮膚科で治療されていました。５月の連休
後から抜毛症がみられ、湿疹の悪化があり、６月末に当院受診されました。湿
疹の加療をしながら経過観察中です。抜毛症の治療について、「八味地黄丸」
内服で、８週間で治癒した症例があるようです。試みてもよいでしょうか。適
応について、またその他の漢方薬で効果の期待できるものがあるのか、ご教示
ください。

＜大分県開業医＞

小児の抜毛症

　山内　植木先生、抜け毛といいます
か、まず毛が抜けるという訴えは成人
の女性も含めて時々見るのですが、ま
ず最低限度、どういった疾患を念頭に
置かなければならないかといったあた
りからお願いします。
　植木　脱毛症は様々ありまして、年
齢的な変化もありますし、ホルモンの
変化や体質によって抜けてくる場合や、
湿疹続発性の脱毛症といいまして、ア
トピー性皮膚炎の方に多く見られます
が、かゆいために搔爬して抜けてしま
ったりとか、単純に湿疹が悪くて抜け
てしまうこともあります。あと、脱毛

症としては、円形脱毛症の方も多くい
らっしゃいますので、抜け毛が多かっ
たときに頭皮をよく見て、毛髪の形を
よく見て診断をつけていく必要があり
ます。
　山内　このケースに絡みそうですが、
アトピー性皮膚炎や湿疹は多いのです
か。
　植木　かゆくてどうしてもかいてし
まう、かくのがやめられない、かかな
いと気持ちが落ち着かないというよう
な状況に陥っていると、頭髪も一緒に
抜けてしまうことがあります。アトピ
ー性皮膚炎でかく癖がついてしまうと、

かくのを抜く行動に移してしまって、
痛み刺激でかゆみをやわらげるという
ような、かゆみに対するストレス解消
法にしてしまうこともあるようです。
　山内　それは重要な鑑別点ですね。
　植木　そうですね。
　山内　ただ、そのあたりはかゆいと
いう症状が前面に立つと見てよいので
すね。
　植木　そうですね。あと明らかに浸
出液が多かったり、紅斑が強かったり
と、皮膚症状は強いと思います。
　山内　中にはかゆくなくてというケ
ースもあるのでしょうか。
　植木　皮膚炎と関係なく抜毛してし
まうお子さんたちも多いです。抜毛症
は思春期の女子に多いといわれていま
して、母親との関係がわりと契機にな
ることが多いのですが、男の子でも、
周りから急に注目されるようなことが
あってストレスが高まったり、病気な
どがあって兄弟のほうに親の気持ちが
移ってしまって、自分が取り残されて
いるようなストレスを感じたりするこ
とで、髪を抜いて自分の精神状態を、
「助けて」というように表してくるこ
とがあるようです。
　山内　先ほどのアトピーや湿疹は少
し局在的なものかと思われますが、内
科で有名なバセドウなどの甲状腺疾患
や膠原病などでは全体的に出てきます
よね。
　植木　ホルモンの変動が原因の場合

はびまん性な抜け方をすることが多い
ので、局所的ではないと思います。こ
れも一つ鑑別になります。
　山内　抜毛の場合はいかがですか。
　植木　抜毛の場合は、わりと利き手
側で抜くことが多かったり、眉毛だっ
たり、隠しやすいような前髪の辺縁を
抜いていたりということもあるようで
す。
　山内　お子さんの場合ですと、周り
にいる親なり大人が抜いていることに
気がつくのでしょうか。
　植木　そこが診断にはとても大事で、
「髪の毛が抜けました」と皮膚科にい
らっしゃる方はとても多いのですが、
抜毛症かなと思っておうかがいしても、
「うちの子はそんなことしてません」
という親御さんが多いのです。ちょっ
と気をつけて見てみてくださいと申し
ますと、数週間してから「現場を見ま
した」「本人が自覚してました」と、
わかることがあります。まずそこをは
っきりさせるところが大事になります。
　山内　そうしますと、抜毛症の治療
ではメンタル的なセラピーも必要とい
うことですね。
　植木　そうですね。ICD-10コードで
は精神疾患に分類されていますので、
メンタルがもともとの原因で、症状と
して毛を抜くという行為をしてしまっ
ている衝動的な病気と考えられていま
す。精神面も含めていろいろ聞き取っ
ていく必要がありますし、お子さんも
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そうですが、親御さんがお子さんとど
う接しているかが大事になると思いま
す。
　山内　具体的にはどういった精神的
な葛藤がきっかけになりやすい、とい
ったものはあるのでしょうか。
　植木　お母さんとうまくいっていな
いところが意外とクローズアップされ
るのですが、数学の試験の前だけ抜い
てしまうお子さんもいましたので、そ
れぞれあるのではないかと思います。
　山内　それぞれ子どもなりのものが。
　植木　子どもなりのストレスがある
のだろうと思います。母親が失踪した
ということで抜き始めてしまったお子
さんもいました。
　山内　このケースは男児ですが、女
児のほうが多いとか、そのあたりはい
かがでしょう。
　植木　女児のほうが親子関係に対し
て敏感かと思うのですが、それ以外に
１例、私が経験したのは、母子家庭で
大学受験に失敗して、すごく抜き始め
てしまった男のお子さんがいました。
　山内　そうしますと、何か自分を責
めるような感じもしますね。
　植木　それもあると思います。自分
がよくない子だから親とうまくいかな
いのではないかと思って、罰を与える
ような意味合いで痛みを与えてしまう
ともいわれています。
　山内　ぼそぼそ抜いていくのですね。
　植木　一本一本抜く子もいれば、ま

とめてがさっと抜いてしまうお子さん
もいるし、それぞれタイプがあります。
珍しいですがわからないように、まば
らに抜くお子さんもいたり、抜いた毛
を食べてしまうような異食症を起こし
たり。最近経験したのは、８歳ぐらい
の男のお子さんですが、抜いている自
覚はあるのですが、それを口の歯の裏
に詰め込んでいたことをお母さんが発
見した。でも親子関係は別に悪くあり
ませんし、何がストレスかわからない
ということもあります。
　山内　こういったものですと、初期
的な治療としてはどんなものがあるの
でしょうか。
　植木　薬物治療は確立されたものが
なくて、まず抜くという癖を治すため
に鉛筆を持ったり、消しゴムを握った
り、人形を握ったりとか、手を別なこ
とに使うように指導していく、ハビッ
トリバーストレーニングというものが
最も有効といわれています。
　山内　メンタルをうまく指導して治
してあげることで、かなりよくなるも
のなのでしょうか。
　植木　「苦しんでいるんだね」とい
うことを周りが認めてあげることで安
心感が与えられて、イライラがおさま
って抜くのをやめることもありますの
で、その子を理解するところが大事か
と思います。
　山内　治る率はいかがでしょうか。
　植木　それは統計がないのですが、

かなり難渋することはあります。でも、
小さいお子さんほど治りはいいですか
ら、思春期の方も早く取り組めればや
められると思います。
　山内　毛根ごと抜いてしまったら、
もう生えてこないのでしょうか。
　植木　毛を抜いても、上の部分だけ
が抜けて、毛母細胞は残っていますの
で、また生えてくるのですが、何度も
何度も繰り返していると瘢痕化してし
まって、生えてこなくなります。30代
になってから、かつらをかぶって現れ
て、「昔抜いていたんです。髪が生え
なくなっていて、どうにかなりません
か」という相談を受けることもありま
すので、早くやめられるようにしてあ
げるといいですね。
　山内　早期発見、早期治療が大事で
すね。
　植木　はい。
　山内　少なくともそのあたりの指導、
教えてあげなければならないところが
ありますね。
　植木　そうですね。
　山内　さらに突っ込んだところはメ
ンタルの専門家になるかと思われます
が。
　植木　ちょっとうまくいかないと思
われたら、メンタルの先生にも相談し
ましょうと促していかれるといいと思
います。
　山内　薬ですが、この先生は漢方薬
をあげていらっしゃいますが、八味地

黄丸といったものは使われるのでしょ
うか。
　植木　八味地黄丸は私は使ったこと
はありませんが、腎虚という場合に使
うものです。このお子さんが腎臓が弱
いような状況であれば、腎虚を治して
あげると、全体がよくなりイライラが
おさまるとかあるのかもしれません。
直接的に精神症状をよくしたりとか、
アトピーをよくするものではないので、
ちょっと適当かどうかはわからないで
す。
　山内　ほかの漢方薬に関しても、こ
れだというものはない。
　植木　これというものはないですが、
アトピーがあるお子さんですので、ア
トピーを抑えるとか、イライラを抑え
てアトピーをよくするようなものはあ
ると思います。
　山内　具体的にはどのようなものな
のでしょう。
　植木　抑肝散がアトピー性皮膚炎の
搔爬を抑えるという実験があり検証さ
れています。私などは証を読めません
が、まず抑肝散を少量使うところから
始めようとは思います。
　山内　それ以外に、アトピーがかな
り強そうなケースですと、皮膚科的に
はアトピーの治療でしょうか。
　植木　アトピーの治療が第一になり
ます。ストレスが高まってもかゆみが
強くなりますので、悪化した原因や生
活などの環境も、うかがっていくこと
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そうですが、親御さんがお子さんとど
う接しているかが大事になると思いま
す。
　山内　具体的にはどういった精神的
な葛藤がきっかけになりやすい、とい
ったものはあるのでしょうか。
　植木　お母さんとうまくいっていな
いところが意外とクローズアップされ
るのですが、数学の試験の前だけ抜い
てしまうお子さんもいましたので、そ
れぞれあるのではないかと思います。
　山内　それぞれ子どもなりのものが。
　植木　子どもなりのストレスがある
のだろうと思います。母親が失踪した
ということで抜き始めてしまったお子
さんもいました。
　山内　このケースは男児ですが、女
児のほうが多いとか、そのあたりはい
かがでしょう。
　植木　女児のほうが親子関係に対し
て敏感かと思うのですが、それ以外に
１例、私が経験したのは、母子家庭で
大学受験に失敗して、すごく抜き始め
てしまった男のお子さんがいました。
　山内　そうしますと、何か自分を責
めるような感じもしますね。
　植木　それもあると思います。自分
がよくない子だから親とうまくいかな
いのではないかと思って、罰を与える
ような意味合いで痛みを与えてしまう
ともいわれています。
　山内　ぼそぼそ抜いていくのですね。
　植木　一本一本抜く子もいれば、ま

とめてがさっと抜いてしまうお子さん
もいるし、それぞれタイプがあります。
珍しいですがわからないように、まば
らに抜くお子さんもいたり、抜いた毛
を食べてしまうような異食症を起こし
たり。最近経験したのは、８歳ぐらい
の男のお子さんですが、抜いている自
覚はあるのですが、それを口の歯の裏
に詰め込んでいたことをお母さんが発
見した。でも親子関係は別に悪くあり
ませんし、何がストレスかわからない
ということもあります。
　山内　こういったものですと、初期
的な治療としてはどんなものがあるの
でしょうか。
　植木　薬物治療は確立されたものが
なくて、まず抜くという癖を治すため
に鉛筆を持ったり、消しゴムを握った
り、人形を握ったりとか、手を別なこ
とに使うように指導していく、ハビッ
トリバーストレーニングというものが
最も有効といわれています。
　山内　メンタルをうまく指導して治
してあげることで、かなりよくなるも
のなのでしょうか。
　植木　「苦しんでいるんだね」とい
うことを周りが認めてあげることで安
心感が与えられて、イライラがおさま
って抜くのをやめることもありますの
で、その子を理解するところが大事か
と思います。
　山内　治る率はいかがでしょうか。
　植木　それは統計がないのですが、

かなり難渋することはあります。でも、
小さいお子さんほど治りはいいですか
ら、思春期の方も早く取り組めればや
められると思います。
　山内　毛根ごと抜いてしまったら、
もう生えてこないのでしょうか。
　植木　毛を抜いても、上の部分だけ
が抜けて、毛母細胞は残っていますの
で、また生えてくるのですが、何度も
何度も繰り返していると瘢痕化してし
まって、生えてこなくなります。30代
になってから、かつらをかぶって現れ
て、「昔抜いていたんです。髪が生え
なくなっていて、どうにかなりません
か」という相談を受けることもありま
すので、早くやめられるようにしてあ
げるといいですね。
　山内　早期発見、早期治療が大事で
すね。
　植木　はい。
　山内　少なくともそのあたりの指導、
教えてあげなければならないところが
ありますね。
　植木　そうですね。
　山内　さらに突っ込んだところはメ
ンタルの専門家になるかと思われます
が。
　植木　ちょっとうまくいかないと思
われたら、メンタルの先生にも相談し
ましょうと促していかれるといいと思
います。
　山内　薬ですが、この先生は漢方薬
をあげていらっしゃいますが、八味地

黄丸といったものは使われるのでしょ
うか。
　植木　八味地黄丸は私は使ったこと
はありませんが、腎虚という場合に使
うものです。このお子さんが腎臓が弱
いような状況であれば、腎虚を治して
あげると、全体がよくなりイライラが
おさまるとかあるのかもしれません。
直接的に精神症状をよくしたりとか、
アトピーをよくするものではないので、
ちょっと適当かどうかはわからないで
す。
　山内　ほかの漢方薬に関しても、こ
れだというものはない。
　植木　これというものはないですが、
アトピーがあるお子さんですので、ア
トピーを抑えるとか、イライラを抑え
てアトピーをよくするようなものはあ
ると思います。
　山内　具体的にはどのようなものな
のでしょう。
　植木　抑肝散がアトピー性皮膚炎の
搔爬を抑えるという実験があり検証さ
れています。私などは証を読めません
が、まず抑肝散を少量使うところから
始めようとは思います。
　山内　それ以外に、アトピーがかな
り強そうなケースですと、皮膚科的に
はアトピーの治療でしょうか。
　植木　アトピーの治療が第一になり
ます。ストレスが高まってもかゆみが
強くなりますので、悪化した原因や生
活などの環境も、うかがっていくこと
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が必要だと思います。
　山内　例えば、アトピーでかゆくて
しょうがない場合ですと、これだけで
も、寝られないとか、精神的なものが
出てきそうですね。
　植木　出てきますね。ますます辛く
なってしまうと思います。
　山内　そういった場合には、現時点
でステロイド入りのものを使っていく
かたちですね。
　植木　塗り薬はアトピーを治すのに
使いますし、あと第一世代抗ヒスタミ

ン薬でしっかり寝てもらえるよう、あ
えて出すこともあります。
　山内　具体的にはどのようなもので
しょう。
　植木　私はアタラックスをよく使っ
ています。
　山内　いずれにしても、そのあたり、
きちっと鑑別したうえで治療すること
ですね。
　植木　そうですね。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

東京女子医科大学眼科教授
高　村　悦　子

（聞き手　山内俊一）

　ドライアイについてご教示ください。
＜千葉県勤務医＞

ドライアイ

　山内　高村先生、ドライアイという
のは、ある意味、非常に耳慣れたもの
なので、患者さんのほうから「私、ド
ライアイだから」と言ってくる場合も
ありますし、「ああ、そうですか」と
いって、我々もつい点眼薬を出してし
まうときがあるのですが、まず生活習
慣やそのほかも含めて、何に注目した
らよいのでしょうか。
　高村　パソコン作業のように、目を
開いて長いこと作業をする環境では、
ドライアイの方は確かに多いのです。
パソコン作業では目を開いて一生懸命
画面を見ていると、瞬きの回数が減っ
てしまうので、そこにエアコンの風が
当たるというのはドライアイをつくり
やすい環境だと思うのです。また最近
ですとスマホですね。スマホを見続け
るということは、ドライアイをつくる
環境になっているかもしれません。

　山内　そうしますと、単にパソコン
だけではなくて、エアコンもあるので
すね。パソコンも最近は見る角度が変
わってきているので少し変化があるの
でしょうか。
　高村　私がドライアイに注目して外
来を始めたころは、デスクトップが主
流でした。画面が目の位置より上のほ
うまであるので、どちらかというと上
目遣いで仕事をすることになります。
上のほうを見ると、目の開いている幅
が広くなるので、涙の蒸発の速度が速
くなるのです。今、多く使われている
ノート型だと視線が下を向くようにな
ったので、以前に比べパソコン作業中
の目線の動く幅が狭くなり、蒸発のス
ピードは遅くなったかと思います。
　山内　なるほど、そういうこともあ
るのですね。もちろん、エアコンが直
接当たるというのはかなり危ないので
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