
東邦大学大森病院皮膚科臨床教授
関　東　裕　美

（聞き手　池田志斈）

　比較的高齢の女性にやや多い印象ですが、両眼の周辺皮膚が黒っぽく色素沈
着していることがありますが、これは基礎疾患として何か存在すると考えたほ
うがよいのでしょうか。
　また、これは何という所見（病名）でしょうか（以前は心不全の末期に多く
見られるのかと思っていましたが、普通に生活している心不全のない患者にも
見られるように思います）。
 ＜新潟県開業医＞

両眼周辺部の色素沈着

　池田　比較的高齢の女性に多いよう
な印象で、両眼の周辺皮膚が黒っぽく
色素沈着していることがあるというこ
とです。どのような疾患が考えられる
のでしょうか。
　関東　高齢ということで、老人性の
色素斑、角化症、老化変性をまず考え
ますが、両眼ということなので、ただ
の老化現象ではなく、何か疾患の可能
性ということで、皮膚科医は後天性対
称性真皮メラノサイトーシスと診断を
することがあります。遅発型の太田母
斑といわれていたこともあったと思い
ます。両側性眼周囲のしみというと肝
斑（いわゆるしみ）よりは少し年齢が

上の女性に出る疾患として、この病気
が一番考えられるかと思います。
　池田　ちょっと難しい名前ですね。
　関東　先天性のものでなく後天性、
対称性、真皮メラノサイトーシス。老
人性の色素斑の茶色っぽい感じよりも
少し深いところに色素増生があるので、
青灰色調で黒っぽい感じが老人性の色
素斑との鑑別ポイントです。
　池田　表皮に色がつくと茶色っぽく、
真皮だとちょっと青っぽく見えるので
すね。それから、メラノサイトーシス
なので、メラニンを持った細胞が増え
る。これはいつごろからわかっている
概念なのでしょうか。

　関東　思春期女子に好発する太田母
斑と異なり、両側性で中年女性に好発
することで両側性太田母斑の旧型と扱
われていましたが、現在は独立疾患と
して後天性真皮メラノサイトーシス、
この名称に統一されているようです。
　池田　遅発型の両側性、太田母斑の
ような名前もあったのですね。
　関東　そのように言われていたこと
もありました。
　池田　これはどうしてできるのです
か。
　関東　遺伝性も高いようですが、肝
斑と同じように紫外線やホルモンの関
係など、だから女性に多いのかもしれ
ません。肝斑と違うところは、肝斑は
まぶたに出ないけれども、まぶたのと
ころにも出てくるのが鑑別ポイントに
なるかもしれません。
　池田　もし患者さんが治療したいと
なると、この病気はどうやって治療す
るのですか。
　関東　肝斑より深い真皮にメラニン
の増生がありますから、肝斑は塗り薬
で、あるいは内服薬でコントロールが
つくと思います。これは一生懸命肝斑
の治療をされてもなかなか治らなくて、
レーザー治療になると思います。
　池田　レーザーになるのですね。ち
なみに、肝斑だとどのような治療法で
きれいになるのですか。
　関東　通常、私たちが長いこと行っ
ているビタミンCやトラネキサム酸の

内服は、ある程度の効果があると思い
ますし、ハイドロキノンも随分長いこ
と使っていただいていると思いますが、
やはり効果があると思っています。今
は化粧品でもハイドロキノンを含有さ
れたものが市販されていますので、お
使いいただくと、ある程度効果は期待
できると思います。
　池田　逆に、例えば肝斑と後天性の
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対称性真皮メラノサイトーシスを鑑別
するのにも、こういった治療は役に立
つのでしょうか。
　関東　外用、内服しても色は少しも
変わらないところが鑑別ポイントにな
るかもしれません。両方が合併してい
ることもあると思いますので、肝斑は
きれいになって、少し点状に残ってい
るなということがあります。そういう
部分だけレーザー治療を行うこともあ
るかもしれません。
　池田　なかなか鑑別も難しいし、合
併もしているということで、例えばレ
ーザー治療を行うことになって、後天
性の真皮メラノサイトーシスはいいと
思うのですが、肝斑はレーザーを行っ
たらどうなるのでしょうか。
　関東　現在は効果的なものも出てき
ていて、積極的に治療されている施設
もあるように思いますが、まだ肝斑は
特に年齢を選んで行っていただく必要
があるかと思います。更年期のときに
は外的な衝撃に過剰に反応することも
あり、むしろ肝斑のレーザー治療は時
期によりよくないことがあるようにも
思います。
　池田　レーザーを行うと悪くなると
いうことですか。
　関東　悪くなってしまう症例もある
と思います。
　池田　安易にやってはいけないので
すね。
　関東　ホルモン変動を起こし始めた

ようなときには、紫外線でも黒みが非
常に強くなったり、あるいは日によっ
て随分黒みが違ったりすることがあり
ます。ホルモン変動を強く感じている
ような方は、あまり刺激の強い外的な
治療は少し避けて、時期を待って、あ
る程度目立たなくなって、鑑別をきち
んとしていただいて、必要に応じてレ
ーザーをかけるほうが、今の段階では
安全な気がいたします。
　池田　逆に、よかれと思ってレーザ
ーを行って、よけいにひどくなったと
か、そういうことが起こる可能性があ
るのですね。
　関東　はい。ですから、合併してい
ると難しいと思います。基本的にホル
モン変動期により目立つような肝斑は
少し静かな治療、内服、外用療法をさ
れて、少し落ち着いて更年期の症状が
下火になったころに、残ったものをレ
ーザーで、というほうが成功するので
はないでしょうか。
　池田　真皮メラノサイトーシスを合
併していることを考えれば、まず保存
的に行うということですね。
　関東　そうですね。
　池田　そして、肝斑がある程度落ち
着く、あるいは薄くなってきて、年齢
的なホルモンバランスも含めて今度は
レーザーも考えてみるということです
ね。
　関東　そういう順番がいいように思
います。

　池田　そのほかに疾患は考えられま
すか。
　関東　私の専門は皮膚のアレルギー
で、目の周りは一番トラブルが多いよ
うに思います。皆さん、年齢を重ねて
もしっかりよく洗いますので、洗顔料
の刺激が眼周囲は一番出てしまうとこ
ろです。刺激で少しかゆくていじって
いるうちに両側性に赤くなって、炎症
後の色素沈着を起こしたり、あるいは
黒ずんでしまうようなかぶれもありま
す。赤みがあって、かゆくなって、黒
くパラパラしてくるときには、かぶれ
の合併があるかどうかを考えていただ
くのもよいと思います。
　池田　かぶれのもとで一番多いのは
化粧品や石けんなどでしょうか。
　関東　洗顔料で刺激を起こしやすい
場所ですから、皆さん、目の周りのし
み、しわ、くまを気にされて、アイク
リームをよくおつけになります。目の
周りの美容液というのもたくさんあり、
そういうものをいいと思って使うこと
がかえって刺激を起こしてしまうこと
があります。しみを取る目的でお使い
になったのがかえってしみをつくって
しまうこともあるのです。
　池田　かえってあだになるのですね。
先ほどの肝斑の治療と似ていますね。
　関東　なかなか難しい年齢で、時間
的、金銭的な余裕が出てくると、いろ
いろと美容治療を積極的に行って、む
しろよくないと受診されることもあり

ます。
　池田　こういった疾患が疑われる場
合は皮膚科に紹介ですね。
　関東　そうですね。
　池田　かぶれが慢性に起こっている
とのことですが、どのように診断され
るのでしょうか。
　関東　目の周りと口の周りが一番刺
激の変化が起こりやすい、見えやすい
ところです。目周り、口周りのかさつ
き状況が、もしご覧になってわかるよ
うでしたら、ぜひどのように洗顔して
いるのかをうかがうとよいと思うので
す。だいたい皆さん、50になっても、
60になっても、夏でも冬でも同じよう
に洗っていらっしゃる方が多い。女性
はメイクをするとメイク落としを使用
して、さらに洗顔料で洗う、ダブル洗
顔を、化粧を覚えたころに指導されま
す。ダブル洗顔は30後半ぐらいから、
冬場に乾燥して、おかしいなと感じる
はずなのです。年を重ねるごとに目の
周りの違和感や乾燥を感じながら継続
されている方が非常に多いようです。
バリア機能が落ちやすい目の周りには
いろいろなトラブルを起こしてくるこ
とになります。老人性のしみ一つにし
ても、そういう洗顔料の刺激の状態の
中で起こってくることがとても多いよ
うに思います。
　池田　乾燥もキーワードに入ってく
るのですね。
　関東　そうですね。特に冬場は、自
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身の年齢、皮膚の状況を考えて手入れ
をする、スキンケアをすることが皮膚
を守っていただくことになると思いま
す。
　池田　この場合、パッチテスト等で
何が根本的に悪いのかを見ることはあ
るのでしょうか。
　関東　刺激性のものか、あるいはか
ゆくて赤くて、ブツブツが少し広がっ
てきたというような場合には、アレル
ギーの合併もあるかもしれないと思っ
て、お話をうかがいながら、臨床症状
を見る。パッチテストは特別な検査に
なるので、それは皮膚科に紹介するこ
とになると思います。
　池田　なかなか一般の先生だと難し
そうですね。
　関東　パッチテストまでは少し難し
いかもしれませんが、洗顔指導はどな
たでもやっていただけます。皆さんに
お聞きすると本当に同じように夏も冬
も洗っています。夏と冬の外気の状況
を考えてみたら、同じように洗ってい
たら乾燥に違いがあるのは気付かれる
と思うのですが。
　池田　同じように洗ってしまうので
すね。
　関東　同じように洗う方がほとんど

です。
　池田　先生お勧めの、特に冬場の洗
顔は、どのようにされるのですか。
　関東　好きな温度でいいのですが、
朝はぬるま湯で洗うだけ、洗顔料を使
わない。夜はメイク落としだけでダブ
ル洗顔をしない。40代を過ぎたら秋か
ら冬はメイク落としのみで、あとはぬ
るま湯で洗い流す。泡で流したい方は
泡を少なくしていただく。目の周り、
口の周りは皮膚がとても弱いところと
いう認識を持って泡でこすることを慎
んでいただくと、よけいなしみも、し
わも、くまも、むしろできないと思っ
ています。
　池田　皮膚というのはそんなに強く
ないのですね。
　関東　強くないです。年とともに弱
くなりダメージを受けていることは自
覚していただくことが大事だと思いま
す。
　池田　以前ですと、乾布摩擦などで
皮膚を鍛えるということがありました
ね。あれは間違いですか。
　関東　皮膚科の先生は皆さん、特に
ナイロンでこするのは間違いだと指導
されていると思います。
　池田　ありがとうございました。

梨の花ひふ科院長
佐々木　りか子

（聞き手　池田志斈）

　水いぼ（molluscum contagiosum）についてご教示ください。
　１．自然治癒を待ってよい発疹の程度とその期間および局所の対策
　２．摘除を急ぐ必要のあるもの
　３．簡便な摘除の方法
 ＜埼玉県開業医＞

水いぼ

　池田　佐々木先生、水いぼというの
はどのような病気なのでしょうか。
　佐々木　水いぼは、ウイルスの病気
で、伝染性軟属腫ウイルスの皮膚感染
ということになっています。幼児の
２～６歳に圧倒的に多い病気で、９歳、
10歳になると非常に数が減り、また、
乳児も少ない病気です。成人にはほと
んど見られません。
　池田　いぼというのですが、見た目
はどのようなものなのでしょうか。
　佐々木　最初は毛穴程度の大きさで、
白い、あるいは少し透明な、少しピカ
ピカ光った感じがする症状なのですが、
さわると、ちょっとコチッと固い感じ
がします。
　池田　いぼといいますと、表面が毛

羽立ったような、いぼいぼのものなの
ですが、そうではなくて、比較的丸っ
こいものなのですか。
　佐々木　そうですね。平らで、つる
っとしています。
　池田　いぼというけれども、通常の
いぼとは違うのですね。
　佐々木　そうですね。尋常性疣贅と
は見た目は違う。
　池田　小さいお子さんに生じるとは、
どういうことなのでしょうか。
　佐々木　保育園児あるいは幼稚園児
に圧倒的に多く、集団生活でうつし合
うと考えられていることと、まだバリ
ア機能が未熟な時代の子ども、あるい
は特にアトピー体質を持つお子さんに
圧倒的に多く見られるということから
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