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掌蹠膿疱症に対する口蓋!桃摘出術の有効性

山北

高志1）

鶴田

1）

旭

要

京子

宏2）

鷲見 康子1）
鈴木加余子1）
内藤

旨

藤田保健衛生大学病院皮膚科において掌蹠膿疱症

健晴2）

矢上
赤松

晶子1）
浩彦1）

松永佳世子1）

る．PPP の治療法としては，ステロイド剤の外用ある
いは内服，活性型ビタミン D3 製剤の外用，外用 PUVA
療法，抗生剤内服，エトレチナート内服，歯科治療，

（Pustulosis palmaris et plantaris：以 下 PPP と 略 す）

金属義歯対策などが挙げられるが，治療に難渋する場

の治療を行った患者 80 例を口蓋!桃摘出術（以下，!

合も多い．また，PPP に対しては口蓋!桃摘出術（以

摘と略す）施行群 23 例，!摘未施行群 57 例に分けて

下!摘と略す）により高い治療効果が得られることが

PPP に対する!摘の治療効果を検討した．!摘施行群

以前より知られている2）が，その有効性に関する皮膚科

においては「改善」以上の有効率は 60.8％，未施行群に

領域からの報告はほとんどされていない．

おいては 17.5％ と!摘施行群の方が有意に改善が認

そこで，今回我々は過去 8 年間に藤田保健衛生大学

められた
（p＜0.01）
．また，歯科金属パッチテストによ

病院皮膚科を受診した PPP 患者 80 例を!摘施行群お

り金属アレルギーと診断され歯科金属除去を行ったに

よび未施行群に分け，!摘の PPP に対する有効性を検

もかかわらず，皮疹が改善しなかった患者に対して!

討したので文献的考察を加えて報告する．

摘を施行したところ 8 例中 6 例（75.0％）に皮疹の改善

対象と方法

を認めた．したがって PPP に対して!摘は有効な治療
法であると考えられた．発症から!摘までの期間が短

対象：1993 年 4 月から 2001 年 4 月までの 8 年間に

いほど高い有効率を認める傾向があった（p＜0.1）．し

藤田保健衛生大学病院皮膚科で PPP と診断した 80 例

たがって，PPP 患者に対して早期に!摘を勧めるべき

を対象とした．その内訳は!摘施行群 23 例，未施行群

であると考えた．

57 例であった．両群の背景は表 1 に示す．重症度につ
はじめに

いては皮疹の面積で決定し，スコア化した．すなわち，
重症度 1：皮疹の面積が両掌蹠の面積における 25％

!桃を原病巣とする二次疾患，すなわち!桃病巣感

未満，重症度 2：同 25％ 以上 50％ 未満，重症度 3：同

染症としては現在までに掌蹠膿疱症（Pustulosis pal-

50％ 以上 75％ 未満，重症度 4：同 75％ 以上とした．

maris et plantaris；以下 PPP と略す）
，胸肋鎖骨過形
成症，および IgA 腎症などが知られている1）．なかで
も PPP は手掌，足蹠を中心に無菌性の多発性の小膿疱

表１

患者背景

を生じ，しばしば寛解増悪を繰り返す難治性疾患であ
孫摘施行群
（n ＝ 23）
1）

藤田保健衛生大学医学部皮膚科学講座（主任：松永
佳世子教授）
2）
藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学講座（主任：
内藤健晴教授）
平成 16 年 6 月 1 日受付，平成 16 年 8 月 20 日掲載決定
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ
別刷請求先：（〒470―1192）
窪 1―98 藤田保健衛生大学医学部皮膚科学講座
山北 高志

男女比
年齢
重症度
罹病期間
慢性孫桃炎の
既往の有無
孫桃肥大の有無

孫摘未施行群
（n ＝ 57）

1：2.83

1：2

N.S.

48.5 ± 6.1
1.95 ± 0.37
3.45 ± 1.86

52.3 ± 7.3
1.75 ± 0.42
3.98 ± 2.13

N.S.
N.S.
N.S.

6：12

13：38

N.S.

25：20

N.S.

14：7

（mean ± SD, N. S.：not significant）
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（1）判定時期

が歯科金属パッチテストにおいて少なくとも一つの金

!摘の効果判定の時期は藤原ら3）の報告に準じて，!

属に陽性）と内服治療を行った経口内服薬群 17 例（抗

摘施行群に関しては!摘施行より 1.5 年後，未施行群

菌薬 12 例，シクロスポリン製剤 2 例，ステロイド剤内

は初期治療より 1.5 年後とした．

服 8 例，重複例あり）について!摘施行群との比較を
行った．
#!桃誘発試験の結果と!摘治療効果の検討

（2）判定方法
皮膚科医による肉眼的観察に基づき皮疹を表 2 に

!桃誘発試験陽性群 8 例と陰性群 8 例との間で!摘
の治療効果に有意な差があるかを検討した．

従って評価した．

$!摘後の効果発現までの期間
!摘施行後に皮疹が軽快し始めた期間を比較検討し

（3）評価項目
!!摘施行群と未施行群での皮疹の比較

た．

!摘施行群 23 例と!摘未施行群 57 例を比較して，

%性差による!摘の有効性の比較
!摘施行群 23 例の中で男性 6 例，女性 17 例の間に

その治療効果を検討した．
"!摘と他の治療法における治療効果の比較
!摘未施行群 57 例中，歯科治療群 16 例（16 例全例

!摘による皮疹の改善度を比較した．
&発症してから!摘までの期間による!摘治療効果
の検討
!摘施行群 23 例の中で発症より!摘までの期間を

表２
治
改

1 年未満，1 年以上 3 年未満，3 年以上の 3 群に分けて

皮疹改善度の評価

!摘による皮疹の改善度を比較した．

癒：皮疹が完全に消失した
善：50% ≦皮疹の改善度＜ 100%

'喫煙歴の有無による!摘治療効果の比較
!摘施行群 23 例中喫煙歴が明らかであったのは 22

やや改善：0% ＜皮疹の改善度＜ 50%
不
増

変：皮疹の状態に改善が認められない
悪：皮疹が悪化した

表３

例であったが，そのうち喫煙歴がある 10 例と喫煙歴の
ない 12 例の間に!摘による皮疹の改善度を比較した．

孫摘施行群に対するアンケート

質問 1． 孫桃摘出術を受けられたときにお困りになったことはありますか？以下であてはまるものに○をつ
けてください（複数回答可）．
a. 術後，喉の痛みがひどかった．
b. 術後，喉からの出血が何度もみられた．
c.
d.
e.
f.

手術費用が高額であった．
仕事を長期に休まなければいけなかった．
皮膚の症状が一時的に悪くなった．
特になし

g. その他（
）
質問 2． 孫桃摘出術を受けられた後にお困りになったことはありますか？以下であてはまるものに○をつけ
てください（複数回答可）．
a. 風邪をひきやすくなったり，傷口が化膿しやすくなった．
b. 内科で他の疾患を指摘された．病名（
）
c. 特になし
d. その他（

）

質問 3． 現在の皮膚の症状についてお聞きします．あてはまるものに○をつけてください．
a. 全く皮膚の症状がなくなったので皮膚科には通院していない．
b. だいたいはよくなったので時々皮膚科に通院する程度である．
c.
d.
e.
f.

皮膚科への通院は変わらないが，手術する前に比べてよくなった．
手術する前とあまり変わりがなく，皮膚科に通院し続けている．
悪くなったので皮膚科に通院する回数が増えた．
その他（
）

掌蹠膿疱症に対する!摘の有効性

2321

図 1 !摘施行群と未施行群での皮疹の比較

図2

!摘と他の治療法における治療効果の比較

$副作用および術後合併症の検討

0％，
「改善」17.5％，
「やや改善」14.0％ と「改善」以上

!摘施行群 23 例に対して郵送で表 3 のアンケート

が 17.5％ で両者の間に有意差を認めた（p＜0.01）
（図

を施行し，!摘時の苦痛，!摘後の支障，現在の皮膚

1）
．
"!摘と他の治療法における治療効果の比較

症状について調査した．

歯科治療群においては有効率は 43.8％ と!摘施行
（4）統計処理方法

群との間に有意差を認めなかった
（p＝0.13）
．また，歯

統 計 学 的 処 理 方 法 は「改 善」以 上 を 有 効 と し て

科金属パッチテストで金属アレルギーがあると診断さ

Fisher の直接確率法を用い，いずれも危険率は 5％ 未

れた患者のうち，!摘を施行した症例は 8 例で有効率

満で統計学的に有意と判定した．

は 75.0％（6"
8 例）であった．

結

果

!摘施行群と経口内服薬群を比較すると前者が有意
に高い有効率であった（p＜0.01）
（図 2）
．

!!摘施行群と未施行群での皮疹の比較

#!桃誘発試験の結果と!摘治療効果の検討

!摘施行群の全般改善度では「治癒」が 13.0％，
「改

!摘施行群での治療効果については!桃誘発試験の

善」47.8％，
「やや改善」30.4％ と「改善」以上が 60.8％

陰性群と陽性群の間に有意な差を認めなかった（p＝

であった．それに対して未施行群においては「治癒」

0.56）
（図 3）
．
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図 3 !桃誘発試験の結果と!摘治療効果の比較

!!摘後の効果発現までの期間
!摘をしてから皮疹の改善がみられ始めるまでの期
間は最短で 2 カ月，最長で 2 年と個人差が見られた．
6 カ月までに皮疹の改善がみられ始めた症例が全体の
約 7 割を占めた（図 4）
．
"性差による!摘の有効性の比較
男性群においては有効率は 66.7％，女性群において
は 70.6％ と男女間に有意差は認めなかった（p＝0.62）
（図 5）
．
#発症してから!摘までの期間による!摘治療効果
の検討

図 4 !摘後の効果発現までの期間

発症してから!摘までの期間が 1 年未満と 1 年以上
3 年未満，1 年以上 3 年未満と 3 年以上の間には!摘に
よる皮疹の改善度に有意差は認めなかった（p＝0.45，

るが，費用について不満を訴えた患者はみられなかっ

0.29）
．しかし，発症してから!摘までの期間が 1 年未

た．また，アンケートに回答した 15 例中 11 例
（73.3％）

満の群と 3 年以上の群を比較すると，前者において高

は現在も症状が全くあるいはほとんど消失していると

い有効率を認めた（図 6）
．

回答していた（表 4）
．

$喫煙歴の有無による!摘治療効果の比較
!摘治療効果を比較したところ，有効率は喫煙群で

考

察

は 50.0％，非喫煙群では 83.3％ で，非喫煙群に高い結

PPP に対しては既述のとおり様々な治療法が行わ

果であったが有意差は認めなかった（p＝0.11）
（図 7）
．

れている3）．しかし，治療に難渋し皮疹が寛解と増悪を

%副作用および術後合併症の検討

繰り返しながら長期間持続することが多い．今回の検

!摘施行群 23 例にアンケートを施行したところ 15

討から!摘による PPP の「改善」以上を有効とした有

例より回答を得た．!摘時の苦痛は術後咽頭痛が 11

効率は 60.8％ であり，!摘は有効な治療法であると考

例（73.3％）と最も多く，次に一時的な皮疹の増加が 3

えられた．我々が調べ得た限りでは，PPP における!

例（20.0％）みられた．その他に!摘後に風邪をひきや

摘の有効性についての報告はこれまでに5施

すくなったと回答した患者が 1 例
（6.7％）
みられたが，

設4）5）8）〜11），いずれも耳鼻科領域からなされており，皮

12 例（80.0％）は!摘による支障はないと回答した．!

疹の有効率は「改善」以上が 16〜75％（平均 55.9％）で

摘にかかる費用は 1 週間ほどの入院で約 10 万円であ

あり，今回の結果とほぼ一致するものであった．

掌蹠膿疱症に対する!摘の有効性

図5

図6

性差による!摘の有効性の比較

発症してから!摘までの期間による!摘治療効果

図7

喫煙歴の有無による!摘治療効果
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孫摘施行群に対するアンケート結果（n=15）

1．孫摘施行時の苦痛や困ったこと（複数回答可）
術後の疼痛
11 例（73.3%）
皮膚症状の一時的増悪
3 例（20.0%）
術後発熱

2 例（13.3%）

術後の咽頭出血

1 例（ 6.7%）

仕事への支障
手術費用

1 例（ 6.7%）
0 例（ 0.0%）

特になし

0 例（ 0.0%）

2．孫摘施行後の弊害や困ったこと（複数回答可）
特になし
12 例（80.0%）

表５
項

目

孫桃誘発試験の診断基準
基

準

白血球数

誘発 3 時間後 1,200/μl 以上の増加

赤

沈

誘発 3 時間後 12mm 以上の促進

体

温

誘発 15 分後 0.55℃ 以上の促進

皮

疹

掌蹠に新しい膿疱の出現

経口内服薬群の内訳は抗菌薬の全身投与 27 例中 10 例
（37.0％），ステロイド剤内服 27 例中 5 例（29.4％），イ

感冒をひきやすくなった

1 例（ 6.7%）

感冒時に強い咽頭痛が生じた

1 例（ 6.7%）

トラコナゾール 27 例中 1 例（5.9％）例，シクロスポリ

回答なし

1 例（ 6.7%）

ン 27 例中 1 例（5.9％）であり，これらの内服薬を中止

3．現在の皮膚症状
全く皮膚症状なし

8 例（53.3%）

ほとんど皮膚症状なし

3 例（20.0%）

術前よりよいが，皮膚症状はある
術前と変わらず皮膚症状はある
術前より増悪した皮膚症状がある

4 例（26.7%）
0 例（ 0.0%）
0 例（ 0.0%）

することにより多くの症例で症状の再燃が認められ
た．これらの薬剤は新たな膿疱の形成を抑制するのみ
であり，PPP の根治療法ではないため，一旦は症状が
軽快しても長期の寛解は望めないものと考えられる．
発症から!摘までの期間と!摘による治療効果の検
討では，発症から!摘までの期間が短いほど高い有効
率が認められる傾向にあった．従って PPP 患者におい

!摘施行群と歯科治療群の比較では!摘施行群では
有効率は 60.8％，歯科治療群の有効率は 43.8％ であ

てできるだけ早期に!摘を勧めたほうが!摘による皮
疹の軽快，完治を望めると考えられる．

り，ほぼ同じ治療効果であった．しかし，治癒した症

喫煙と!摘による治療効果の検討では，喫煙群と非

例が前者では 13.0％ 認められたのに対し，後者では 1

喫煙群で有意差は認められなかった．喫煙と PPP の関

例も認められなかったことより，この点においては!

係については Hagforsen ら16）は蛍光抗体染色すること

摘による治療効果は歯科治療群に比し優れていると言

により，抗アセチルコリン受容体抗体が PPP 患者と喫

える．また，歯科治療群はパッチテストで口腔内に使

煙者両者に染色されることを証明した．これにより

用されている歯科金属が陽性であった症例にのみ施行

PPP が喫煙により誘発される自己免疫疾患であると

しているのに対し，!摘は!桃誘発試験が陽性，陰性

示唆しているが，!摘の治療効果とは関連がないと思

にかかわらず行われており，その点でも歯科治療に比

われた．

べて!摘は適応範囲が広く，有効な治療法であると考

当科ではこれまで PPP に対する!摘の適応の判断

えた．加えて歯科金属パッチテストにおいて陽性反応

基準として!桃誘発試験を用いてきた．その基準を

を呈し金属アレルギーを有するにもかかわらず，口腔

表 5 に示す．しかし，今回の検討では!桃誘発試験の

内の歯科金属に陽性金属がない患者や，歯科金属を除

陽性例と陰性例で!摘の効果に有意差は認められな

去したにもかかわらず，皮疹が改善しなかった患者に

かった．したがって，PPP の治療に!摘の適応を!桃

対して!摘を行った場合，有効率は 75.0％（6"
8 例）と

誘発試験で判断することの困難性が示唆された．今後

金属パッチテスト陰性例と同様の治療効果を得てい

は!桃誘発試験はあくまでも参考にするにとどめ，陰

る．

性例に対しても他の治療法で改善が認められない場合

経口内服薬群との比較については，経口内服薬群で

には!摘を施行すべきと考えた．また，Asada ら17）は!

の有効率は 17.6％ と!摘施行群の有効率（60.8％）の方

桃マッサージの前後で掌蹠の温度をサーモグラフィー

が有意に高い結果であった．抗菌薬，ステロイド剤，

でモニタリングすることにして，掌蹠の表面温度が 1

エトレチナート，シクロスポリン，コルヒチン，イト

度以上上昇することにより!摘の適応を決定すること

ラコナゾール，メトトレキサートの内服などは PPP

を提唱している．古典的な!桃試験の誘発試験の判断

の治療に確かに有効であるが，いずれの薬剤も内服を

基準は皮疹の増悪以外は全身症状を反映しているのに

中止することにより再燃が認められる3）．自験例での

比べて，本法は掌蹠局所の反応をみているという点で

掌蹠膿疱症に対する"摘の有効性
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以上のように"摘は PPP に有効と考えられるが，"

感度が高くなっていると考えられる．
PPP に対して"摘が有効な理由として，"桃の陰窩

摘をすることによる合併症及び副作用について考えて

上皮と掌蹠皮膚における共通抗原性が考えられる．

みると，"摘の術後合併症について小林らは 271 症例

18）

Hayashi ら は SCID マウスに PPP 患者の"桃リンパ

中 3 例（1％）に容易に止血可能な術後出血がみられた

球を移入する事により血清中の抗ケラチン抗体が上昇

のみであったと報告している13）．我々が行ったアン

し， PPP 様の皮疹が出現することを観察した． また，

ケートでも術後咽頭痛が 73.3％ ともっとも多く，次に

赤城ら19）は"桃リンパ球が掌蹠皮膚に親和性を有する

一時的な皮疹の増悪が 20.0％ にみられた．これらは一

ことを"桃リンパ球と掌蹠皮膚を反応させることによ

時的な副作用に過ぎず，長期的に患者の QOL を低下

り証明し，それに細胞接着分子が大きな役割を果たし

させるものではないと思われた．また，稀に"摘後に

ていることを報告している．さらに，Yamamoto ら20）は

味覚障害14）や皮下気腫，縦隔気腫15）を生じた症例が報

"摘前後のサイトカインを測定し，"桃リンパ球由来

告されているが，当院ではそのような症例は認めな

の血清 IL-6 および IL-8 が有意に上昇していることを

かった．長期的にみると風邪をひきやすくなったと回

証明し，これらが皮膚病変の白血球遊走に大きな役割

答した患者が 6.7％ みられたが，8 割は"摘による支障

を果たしていると論じている．"摘はこのような異常

はないと回答していた．したがって，"摘は術後の合

な免疫反応を起こしている原病巣を除去することによ

併症が少なく比較的安全に施行できる手術であり，費

り，自己抗体の上昇を抑制し PPP に対して効果を挙げ

用もアンケート調査結果から問題にされることなく，

ていると考えられる．

他の治療法により劣っているとは考え難い．
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Clinical Effect of Tonsillectomy in Patients with Pustulosis Palmaris et Plantaris（PPP）
Takashi Yamakita1）, Yasuko Washimi1）, Akiko Tomitaka-Yagami1）, Kyoko Tsuruta1）, Kayoko Suzuki1）,
Hirohiko Akamatsu1）, Hiroshi Asahi2）, Kensei Naito2）and Kayoko Matsunaga1）
1）
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2）
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Pustulosis palmaris et plantaris（PPP）is a disease characterized by the development of aseptic pustula in
the palms and!or planta. PPP is an infection with a tonsillar focus, and therefore, tonsillectomy has been performed in patients with intractable PPP. We evaluated the clinical effect of tonsillectomy in patients with PPP
（tonsillectomy group : 23 patients, control group : 57 patients）.Patients were followed for 1.5 years or longer,
and skin lesions were evaluated based on 5-grade scales. Comparison of tonsillectomy and other treatment
methods revealed that skin lesions improved in 14 of 23 patients in the tonsillectomy group, but improved in
only 10 of 57 patients in the control group. The difference between the two groups was statistically significant
（p＜0.01）
. Furthermore, skin lesions were ameliorated in 6 of 8 patients after tonsillectomy who did not show
improvement following removal of dental materials due to a positive metal patch test. This effect is more apparent when evaluated over the period from onset of PPP to tonsillectomy（p＜0.1）.We sent a questionnaire
to 23 patients in the tonsillectomy group to examine the side effect of tonsillectomy, and 15 patients replied. 11
patients（73.3％）complied of throat pain and 3 patients（20.0％）complained of temporary aggravation of skin
lesions. No patients complained about cost. We conclude that tonsillectomy may be an effective and reliable
method for treating PPP.
（Jpn J Dermatol 114 : 2319〜2326, 2004）
Key words : pustulosis palmaris et plantaris, tonsillectomy, treatment

