
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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くと思います。
　池田　例えば、かゆいときにステロ
イドなどを塗ると、よけい増えてしま
うようなイメージがありますが。
　佐々木　そうですね。しかし、実際
に臨床的な経験からは、この時期に薄
いステロイドを使わないと湿疹のかゆ
みが取れないので、例えば１週間、非
常に弱いステロイドを保湿などと一緒
に少量使うと、湿疹がきれいになって、
かゆみが取れてきます。水いぼは特に
治りかかりの時期は増えることがない
ので、むしろ患者さんにはそのほうが
よいと思います。
　池田　そうなれば自然に取れていく
のですね。100個も200個もとなります
と、ちょっと小児科医も皮膚科医も困
ると思うのですが、取る時期というの
はいつ頃なのでしょうか。
　佐々木　100個も200個もとなったら、
延々取り続けなければいけないので、
どうしても放置せざるを得ないことに
なりますから、なるべく数の少ないう
ちに取るのが適していると思います。
　池田　でも、少ないときは逆に、こ
れが水いぼかどうかはご両親もわかり
ませんよね。
　佐々木　なかなかそこは知識が必要
だと思います。
　池田　どのような方が摘除を依頼し
てくるのでしょうか。
　佐々木　例えば「ほうっておいてい
いですよ」と言われたけれども、かな

り増えてしまったので皮膚科にいらっ
しゃる方は多いと思います。ですから、
お母さんの希望というところもありま
す。お子さんは、どの子も取りたくな
いのが普通です。お母さんが「取って
ほしい」ということで、痛くない方法
をなるべく考えつつ応対していく。あ
るいは、スイミング教室や保育園など
では先生方がこれに対する知識をお持
ちのため、「流行するので、早く取っ
てきてください」と言われて病院に来
るお母さんもいらっしゃいます。
　池田　先ほどプールとの関係もちょ
っとありましたからね。そういった要
請で取るということですね。先生が例
えば水いぼの摘除を一番いいタイミン
グで行うとなると、どのような患者さ
んになるのでしょうか。
　佐々木　私たちが診察をしていると
きに見つけて、早めに取ってあげると
いうのが一番いいと思います。数個以
内ですと、それほど痛みがないので、
その場で取ることもあります。数年前
に健康保険でリドカインのテープが伝
染性軟属腫摘除時の疼痛緩和に対して
保険適用になりました。１回に２枚で
取れる範囲で、それを貼って取ってあ
げれば、疼痛が緩和されて取れるので、
子どもさんも苦痛が少ないということ
になると思います。
　池田　パターンとして、先生のとこ
ろにいらしてリドカインテープを貼る
のでしょうか。それとも、お母さんが

も、幼児期のバリア機能が弱い時期に
感染しやすく、また集団で感染してい
くと考えられています。
　池田　皮膚から皮膚へのウイルス感
染ということでしょうか。
　佐々木　そのように考えられていま
すが、一部、水泳教室でも流行するよ
うな報告があります。ビート板からこ
のウイルスが見つかったという報告が
あります。しかし、水からは発見され
なかったということになっています。
ですから、皮膚から皮膚への直接感染
か、その患者さんの使ったものには一
部いる可能性があります。
　池田　メインはおそらく皮膚から皮
膚で、場合によっては水泳時のビート
板を介してうつることが考えられてい
るのですね。
　佐々木　そうですね。
　池田　逆に言いますと、防ぐ方法は
あるのでしょうか。
　佐々木　防ぐ方法は、バリアを強く
する。清潔と保湿というスキンケアに
なると思います。
　池田　表面のかさかさ感を抑えてあ
げて、バリア機能を向上させることに
よってうつりにくくする、というかた
ちですね。
　佐々木　そう思います。
　池田　質問によりますと、自然治癒
を待ってよい発疹の程度、期間ですが、
これは自然治癒するものなのですか。
　佐々木　自然治癒があります。血清

の抗体も見つかっています。しかし、
平均１～２年かかります。
　池田　そんなにかかるのですか。
　佐々木　はい。その間に何百個とい
う数に増えることもわかっています。
　池田　自然治癒を待ってよい発疹と
いうのはどのようなものなのでしょう
か。
　佐々木　自然治癒を待ってよいとい
うか、ほとんど治りかかりのときが待
ってよいと言えると思うのですが、そ
の頃は白かった水いぼが少し大きさを
増してピンク色になっています。そし
て周囲には、molluscum reactionとい
われる、免疫反応と考えられているの
ですが、湿疹反応が出てきます。もと
もとはかゆみのない発疹なのですが、
治りかかりの頃はかゆがって、患者さ
んはかなりかくようになります。その
頃はもう取らずに自然に放置、あるい
は湿疹に対して、かゆいので、それに
対する治療をしていくことになってい
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くと思います。
　池田　例えば、かゆいときにステロ
イドなどを塗ると、よけい増えてしま
うようなイメージがありますが。
　佐々木　そうですね。しかし、実際
に臨床的な経験からは、この時期に薄
いステロイドを使わないと湿疹のかゆ
みが取れないので、例えば１週間、非
常に弱いステロイドを保湿などと一緒
に少量使うと、湿疹がきれいになって、
かゆみが取れてきます。水いぼは特に
治りかかりの時期は増えることがない
ので、むしろ患者さんにはそのほうが
よいと思います。
　池田　そうなれば自然に取れていく
のですね。100個も200個もとなります
と、ちょっと小児科医も皮膚科医も困
ると思うのですが、取る時期というの
はいつ頃なのでしょうか。
　佐々木　100個も200個もとなったら、
延々取り続けなければいけないので、
どうしても放置せざるを得ないことに
なりますから、なるべく数の少ないう
ちに取るのが適していると思います。
　池田　でも、少ないときは逆に、こ
れが水いぼかどうかはご両親もわかり
ませんよね。
　佐々木　なかなかそこは知識が必要
だと思います。
　池田　どのような方が摘除を依頼し
てくるのでしょうか。
　佐々木　例えば「ほうっておいてい
いですよ」と言われたけれども、かな

り増えてしまったので皮膚科にいらっ
しゃる方は多いと思います。ですから、
お母さんの希望というところもありま
す。お子さんは、どの子も取りたくな
いのが普通です。お母さんが「取って
ほしい」ということで、痛くない方法
をなるべく考えつつ応対していく。あ
るいは、スイミング教室や保育園など
では先生方がこれに対する知識をお持
ちのため、「流行するので、早く取っ
てきてください」と言われて病院に来
るお母さんもいらっしゃいます。
　池田　先ほどプールとの関係もちょ
っとありましたからね。そういった要
請で取るということですね。先生が例
えば水いぼの摘除を一番いいタイミン
グで行うとなると、どのような患者さ
んになるのでしょうか。
　佐々木　私たちが診察をしていると
きに見つけて、早めに取ってあげると
いうのが一番いいと思います。数個以
内ですと、それほど痛みがないので、
その場で取ることもあります。数年前
に健康保険でリドカインのテープが伝
染性軟属腫摘除時の疼痛緩和に対して
保険適用になりました。１回に２枚で
取れる範囲で、それを貼って取ってあ
げれば、疼痛が緩和されて取れるので、
子どもさんも苦痛が少ないということ
になると思います。
　池田　パターンとして、先生のとこ
ろにいらしてリドカインテープを貼る
のでしょうか。それとも、お母さんが

も、幼児期のバリア機能が弱い時期に
感染しやすく、また集団で感染してい
くと考えられています。
　池田　皮膚から皮膚へのウイルス感
染ということでしょうか。
　佐々木　そのように考えられていま
すが、一部、水泳教室でも流行するよ
うな報告があります。ビート板からこ
のウイルスが見つかったという報告が
あります。しかし、水からは発見され
なかったということになっています。
ですから、皮膚から皮膚への直接感染
か、その患者さんの使ったものには一
部いる可能性があります。
　池田　メインはおそらく皮膚から皮
膚で、場合によっては水泳時のビート
板を介してうつることが考えられてい
るのですね。
　佐々木　そうですね。
　池田　逆に言いますと、防ぐ方法は
あるのでしょうか。
　佐々木　防ぐ方法は、バリアを強く
する。清潔と保湿というスキンケアに
なると思います。
　池田　表面のかさかさ感を抑えてあ
げて、バリア機能を向上させることに
よってうつりにくくする、というかた
ちですね。
　佐々木　そう思います。
　池田　質問によりますと、自然治癒
を待ってよい発疹の程度、期間ですが、
これは自然治癒するものなのですか。
　佐々木　自然治癒があります。血清

の抗体も見つかっています。しかし、
平均１～２年かかります。
　池田　そんなにかかるのですか。
　佐々木　はい。その間に何百個とい
う数に増えることもわかっています。
　池田　自然治癒を待ってよい発疹と
いうのはどのようなものなのでしょう
か。
　佐々木　自然治癒を待ってよいとい
うか、ほとんど治りかかりのときが待
ってよいと言えると思うのですが、そ
の頃は白かった水いぼが少し大きさを
増してピンク色になっています。そし
て周囲には、molluscum reactionとい
われる、免疫反応と考えられているの
ですが、湿疹反応が出てきます。もと
もとはかゆみのない発疹なのですが、
治りかかりの頃はかゆがって、患者さ
んはかなりかくようになります。その
頃はもう取らずに自然に放置、あるい
は湿疹に対して、かゆいので、それに
対する治療をしていくことになってい
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家で貼ったりして来るのでしょうか。
　佐々木　お母さんがおうちで貼れば、
待ち時間がたいへん少ないので、お母
さんにとってはいいのですが、麻酔薬
ですので、私は原則は院内で貼って、
１時間お待ちいただいて取るようにし
ています。
　池田　何かリドカインテープを貼る
ことによって不都合なことがあるので
しょうか。
　佐々木　非常にまれですが、リドカ
インテープによるであろうアナフィラ
キシーの報告がありますので、やはり
気をつけなければいけないと思います。
　池田　やはり医師の管理下できちん
と貼っていくということですね。
　佐々木　そうですね。
　池田　その背景として、アトピー素
因などをお持ちのお子さんがいること
もあるのでしょうか。
　佐々木　バリア機能が弱い乾燥した
皮膚に貼れば、経皮吸収量は多くなる
と思います。
　池田　そういうこともあるのですね。
先生のところにいらしてリドカインテ
ープを貼って、１時間待ってから取る。
　佐々木　院内が込めば、少し近くに
出かけていただくことはありますが、
遠くに行かないことと、注意喚起をし
ておくことが必要だと思います。
　池田　まれにアナフィラキシーが起
こるかもしれないので、そんな遠くに
行ってしまうと困るのですね。

　佐々木　そうですね。
　池田　小児皮膚科学会等で何か提言
をまとめられたとうかがったのですが、
どういう内容でしょうか。
　佐々木　日本皮膚科学会と日本臨床
皮膚科医会と、そして日本小児皮膚科
学会、３学会で保育園向け、幼稚園向
けの指針を作っていて、学校保健委員
会が中心になっています。ホームペー
ジでダウンロードができます。これは
例えば水からはうつりませんので、水
泳を禁止する必要はありません、とい
うようなことが書かれてあり、そのほ
か、とびひとかアタマジラミとか、お
子さんのいわゆる第３種の感染症につ
いてまとめたものなので、ご活用いた
だければと思います。
　池田　水でうつらないということで
すね。とびひとかアタマジラミは、だ
いたい皮膚─皮膚接触感染ということ
でしょうか。
　佐々木　そうですね。
　池田　それぞれの注意点や予防法な
どが書いてあるのですね。
　佐々木　学校でどのような対応をし
たらいいかが書いてあります。
　池田　それを見ていただいて、水い
ぼも含めて先生方が対応していくとい
うことですね。
　佐々木　参考にしていただければと
思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

昭和大学江東豊洲病院泌尿器科教授
深　貝　隆　志

（聞き手　池田志斈）

　前立腺がんのホルモン治療についてご教示ください。
　最近は、PSA検診などが充実しており、ホルモン治療を受ける方が増えてい
るように思います。勃起障害や更年期障害のような症状を訴える方が多いです
が、これらの症状を緩和させるにはどのような対応があるのでしょうか。
 ＜神奈川県開業医＞

前立腺がんのホルモン治療

　池田　前立腺がんのホルモン療法の、
特に副作用に対する対処法についての
質問ですが、前立腺がんのホルモン療
法はいつ頃から行われているのでしょ
うか。
　深貝　非常に古くからで、一番初め
に行われたのは1941年にHugginsとい
う先生が発明したというか、開発した
治療でした。男性ホルモンを低下させ
ると前立腺がんをやっつけることがで
きる。そういったコンセプトで生まれ
た治療です。Huggins先生はノーベル
賞を受賞されました。それほど社会に
大きな影響を与えた治療です。
　池田　最初の頃は多分去勢ですね。
　深貝　そうですね。男性ホルモンを
下げるというと、初めは精巣を取ると

いう方法もありました。ただ、当時か
ら実は女性ホルモンを投与すると男性
ホルモンが下がるのはわかっていて、
去勢という方法、一つは精巣の男性ホ
ルモンを抑える方法、もう一つはエス
トロゲンを投与する方法が取られてい
たのが現状です。
　池田　最近になっていろいろな薬が
出てきていると思うのですが、ホルモ
ン療法の適応は前立腺がんで、どのよ
うになっているのでしょうか。
　深貝　進行している前立腺がんに対
して使われるのが基本的な役割になっ
ています。進行しているのは残念なが
ら骨に転移をしたりとか、局所に進行
していることになりますが、そういっ
た状況の前立腺がんに対して全身的な
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