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要

旨

左右対称に 生 ず る も の は symmetrical type of nevus
２）
of Ota（俗称パラパラ型の太田母斑）
（図 2）と呼ばれ，

後天性色素沈着症には種々のものがあるが，全身性

遺伝性があり，ほぼ女性に限られ，乳幼児の発症例は

の色素沈着症は通常基礎疾患を伴うため，その診断は

報告されていない．そしてパラパラ型の太田母斑と後

重要で，基礎疾患の治療にもつながる．しかし限局性

天 性 両 側 性 太 田 母 斑 様 色 素 班 を 合 わ せ て acquired

の色素沈着症は，有効な治療法がなかったため，その

dermal melanocytosis（ADM）と呼ぶこともある．ま

診断に関心がもたれることはなかった．しかし，近年

た俗に目の下の隈と言われるものも，多くは軽症の太

レーザー治療などの進歩により，色素沈着症のいくつ

田母斑である３）ので，
顔面に生ずる真皮メラノサイトー

かは治療が可能になった．その結果，色素沈着症を正

シス（facial dermal melanocytosis：FDM）は表 1 のよ

確に診断する必要が生じた．ここでは，限局性色素沈

うに分類される．

着症の鑑別と治療法を紹介する．
1．はじめに
色素沈着症には種々のものがあるが，全身性と限局
性の色素沈着症に分類できる．このうち全身性色素沈

古典的太田母斑の色調は基本的には灰青色で，これ
に褐色調の色が加わるのが典型的であるが，灰褐，灰
紫，紫褐，藍黒，深青，灰黒などさまざまである．そ
のため褐色調が強く，境界が鮮明であると，カフェオ
レ斑や扁平母斑（図 3）と誤診される．

着症はアジソン病などの内分泌疾患や腎障害，肝障害

真皮メラノサイトーシスの唯一有効な治療法はパル

などによるものなので，その治療は全身療法が基本と

ス幅がナノ秒の超短パルス・レーザーによる治療であ

なる．しかし限局性の色素沈着症の治療の基本は局所

る．現在市販されているナノ秒のパルス・レーザーに

療法である．

は Q スイッチのルビーレーザー，アレキサンドライト

従来は限局性の色素沈着症に対し有効で安全な治療

レーザー，Nd：YAG レーザーがある．治療により脱色

法はなかったため，医師側の関心は低く，良性か悪性

素斑になることを防ぐために通常は 3，4 カ月以上間

かの鑑別を行えば，事足りていた．そのため色素病変

隔をあけてレーザー治療を行えば，全例色を薄くする

の鑑別はないがしろにされ，皮膚科の教科書には古い

ことができ，しかも瘢痕などの副作用もない．

記載がそのまま踏襲され続けていた．しかし，
近年レー
ザー医学の発達により，色素病変のいくつかは治療が

2）真皮にメラノファージが存在する色素沈着症

可能な疾患となった．そこで，これらの色素病変を正

固定薬疹後の色素沈着やリール黒皮症などがある

確に診断することが，皮膚科医にとって重要な課題と

が，いずれも上記の Q スイッチ・レーザーでなけれ

なってきた．

ば，治療はできない．また炎症後色素沈着のほとんど
2．各疾患の診断と治療

1）真皮メラノサイトーシス

は自然に消失するが，1 年以上続くものの多くは，メラ
ノファージによるものなので，この場合も Q スイッ
チ・レーザー治療が唯一の治療法となる．

太田母斑は顔面に生ずる真皮メラノサイトーシス
で，通常生後 1 年以内に生ずることが多いが，出生時
に存在しないことも多い．また思春期〜青年期に増悪，

3）肝 斑
シミは肝斑の俗称とされているが，肝斑はシミを主

あるいは新たに発症する．しかし成人発症例もあり，

４）
訴に来院する患者の 5％ 程度である
（図 4）
．肝斑は一

特に中年以降に生ずるものは両側性のことが多く，後

般に妊娠あるいは経口避妊薬の投与を契機に発症ある

１）

天性両側性太田母斑様色素斑（図 1）
などと呼ばれ，太

いは増悪し，思春期以降多くは 30 歳前後から始まると

田母斑と区別されている．またそばかす様の色素班が

されている．皮疹は額，眼窩下部から頬骨にかけて，
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図 1 後天性両側性太田母斑様色素斑
図 3 扁平母斑（日本以外の国ではカフェオレ斑と呼
ぶ）と紛らわしい太田母斑患者

う概念がある．しかし Sanchez ら５），Kang ら６）は肝斑
患者の病理学的検討を行い，真皮型の存在を否定して
いる．実際米国で発売されているレーザー装置のパン
フレットに記載されている肝斑の症例写真をみると，
後天性両側性太田母斑様色素斑や白斑黒皮症などが含
まれ，明らかに肝斑でないものがある．おそらく欧米
で言う真皮型の肝斑は後天性両側性太田母斑様色素斑
図 2 雀 卵 斑 を 主 訴 と し て 来 院 し た symmet
r
i
cal
t
ypeofnevusofOt
a

や炎症後に生じた組織学的色素失調（リール黒皮症な

表 1 Faci
alDer
malMel
anocyt
osi
s（FDM）

でも世界中でゴールド・スタンダードと認められてい

ど）を誤診しているものと思われる．
種々の美白剤（表 3）が肝斑に有効であるが，その中

・
（古典的）太田母斑
―カフェオレ斑様太田母斑
qui
r
ed
・そばかす（パラパラ）型太田母斑券 Ac
ma
l
犬 Der
・遅発性両側性太田母斑様色素斑 鹸 Me
l
anoc
yt
os
i
s
（堀母斑）
・I
nf
r
a
o
r
bi
t
a
lr
i
ngs
ha
pedme
l
anos
i
s

るのはハイドロキノンであり，これには多くのエビデ
ンスがある７）．1〜2 カ月のハイドロキノンの外用で肝
斑の改善が認められるようになるが，外用を中止する
と数週間でもとに戻ることがある．
レーザーやケミカルピーリング治療は一時的に肝斑
の改善をもたらすが，治療 1 カ月後にはかえって色が
濃くなり，無効である．しかしケミカルピーリングや

そして口囲周囲に好発する．紫外線曝露によって増悪

外用レチノイドは皮膚を剝離する作用があるため，ハ

するが，紫外線を避けるだけで，改善がみられる．色

イドロキノンの浸透性が良くなり，肝斑に対するハイ

素斑の大きさ濃さは症例により様々であるが，境界は

ドロキノンの治療効果が多少高まる．なお日本で最近

鮮明で，両側性のびまん性，均一の褐色調地図状色素

肝斑治療薬として認められたトラネキサム酸は，医薬

斑で，点状色素斑はみられない．また下眼瞼や上眼瞼

品医療機器総合機構の承認審査報告書８）を見ると，
二重

を侵すことがないのも特徴の一つである．従って表 2

盲検比較試験でない点や，診断の問題，評価の問題，

のような症状が見られた場合は他の疾患を考える．

特に担当医師判定，写真判定，画像判定の結果に相関

なお肝斑は組織学的には基底層の色素沈着である
が，欧米では紫外線カメラ所見から真皮型の肝斑とい

性がない点が指摘されている．
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図 4 顔面のシミを主訴に来院した患者の色素病変の内訳 4）
老人性色素斑が 6
0
％近くを占めるが，皮膚科の教科書でしみと同義語とされている肝
斑はそれほど多くない．

表 2 肝斑以外の疾患を疑う症状とその疾患
皮膚症状

疑うべき疾患

紅斑や瘙痒を伴う
色素斑が境界不鮮明
色素斑が上下眼瞼周囲まで及ぶ

接触皮膚炎，固定薬疹など
FDM など
FDM，固定薬疹，接触皮膚炎など

色素斑が広範囲に及ぶ
色素斑が左右非対称
色素斑が灰紫色を呈する
色素斑に季節的変動がない

FDM，接触皮膚炎，老人性色素斑など
接触皮膚炎，固定薬疹，老人性色素斑など
FDM，固定薬疹など
接触皮膚炎，固定薬疹，FDM など

点状の色素斑を混ずる

FDM，老人性色素斑など

クロ秒やミリ秒のパルス・レーザー光でも治療は可能
4）老人性色素斑

９）
である
（表 4）
．しかしパルス幅が長くなると，瘢痕形

後天性色素沈着症の中で最も頻度が高く，シミを主

成が目立つので，照射エネルギーを下げなければなら

４）
訴に来院する患者の 60％ を占める（図 4）
．老人性色

ず，安全域は狭い．また炭酸ガスレーザーを老人性色

素斑はメラニンの異常というよりは，表皮ケラチノサ

素斑の治療に使用する人がいるが，このレーザー光は

イトの異常であるため，治療の原則は異常となったケ

メラニンに吸収される光でない上に，基本的に連続照

ラチノサイトを除去することである．従って以下のよ

射なので，皮膚腫瘍の焼灼には良いが，色素病変の治

うな治療法があるが，いずれにせよ基底層まで剝がす

療には適さない．デフォーカスにして，軽い熱傷をお

ことができれば，一過性（通常は数カ月続く）の炎症

こし，表皮下水疱を作る程度であれば，老人性色素斑

後色素沈着の後に老人性色素斑は消失する．しかし病

の治療に使えるが，安全域は非常に狭く瘢痕のリスク

変の表層のみを剝がしただけでは，多少の改善が認め

は高い．

られても，老人性色素斑が消失することはない．
a．レーザー治療
パルスレーザーは老人性色素班に有効である．Q ス
イッチ・レーザーばかりでなく，パルス幅が長いマイ

b．高出力パルス光発生装置による治療
IPL（intense pulse light）などは，パルス光ではある
が，せいぜいミリ秒のパルス光しか照射できないため，
基本的にはパルス幅がミリ秒のレーザー装置と同じで
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表 3 作用機序による Ski
nLi
ght
eni
ngAgent
s
（美白剤＊とピーリング剤＊＊）
の分類
1
．チロジナーゼに対する作用
・チロジナーゼ活性阻害

4．表皮ターンオーバー促進＊＊
・レチノイド外用剤

・ハイドロキノン
・アルブチン

・トレチノイン（Ret
i
nA）
・アダパレン（ディフェリン）

・コウジ酸

・タザロテン

・油溶性甘草エキス

・ケミカルピーリング剤

・エラグ酸
・ルシノール

・Hydr
oxyac
i
d（HA）
・αhydr
oxyac
i
d（AHA）

・4メトキシサリチル酸カリウム

・グリコール酸，乳酸

・チロジナーゼ分解促進
・リノール酸

・βhydr
oxyac
i
d（BHA）
・サリチル酸

・チロジナーゼ成熟抑制

・Pol
yhydr
oxyac
i
d（PHA）

・マグノリグナン

・Combi
nat
i
onHA

2
．エンドセリン情報伝達阻害
・カミツレエキス
3
．メラノゾーム転送阻害

・J
es
s
ner
・TCA（トリクロロ酢酸）
5．その他

・ニコチン酸アミド

・トラネキサム酸

美白剤＊：日本で言う美白剤はこの表では 1，2，3に相当し，1が狭義のメラニン合成
阻害剤となる．
ピーリング剤＊＊：表皮ターンオーバー促進することにより色を薄くするものでレチノ
イド外用剤とケミカルピーリング剤がある．Ski
nl
i
ght
eni
ngagentであるが，日本で
言う美白剤の定義には合致しない．

表 4 レーザー光のパルス幅と波長による適応疾患の目安
パルス幅（照射時間）
ナノ秒（10－9：ns
ec
）

マイクロ秒（10－6
：μs
ec
）

ミリ秒（10－3：ms
ec
）

波長（nm）

適応

副作用

630nm 以上

すべての色素病変＊

瘢痕形成－

630nm 未満

表皮内の色素病変＊

瘢痕形成－

630nm 以上

表皮内の色素病変＊
抜毛～脱毛

瘢痕形成＋
瘢痕形成＋

630nm 未満
585nm 前後

表皮内の色素病変＊
血管腫特に単純性血管腫

瘢痕形成＋
瘢痕形成＋

630nm 以上

表皮内の色素病変＊

瘢痕形成＋＋

脱毛
Ski
nr
ej
uvenat
i
on

瘢痕形成＋＋
瘢痕形成＋＋

表皮内の色素病変＊
太い血管からなる血管腫
Ski
nr
ej
uvenat
i
on

瘢痕形成＋＋
瘢痕形成＋＋
瘢痕形成＋＋

630nm 未満
585nm 前後
秒（s
ec
）

小腫瘤の焼灼

瘢痕形成＋＋＋

＊肝斑を除く色素病変

ある（表 4）
．但しレーザーほど高い照射エネルギーで

性疣贅ばかりでなく，老人性色素斑の治療にも使用で

ないため，治療効果は中途半端である．その分副作用

きる．但し皮膚表面を軽く圧抵しただけでは表皮は剝

も少ない．

離されず，強く圧抵し過ぎると瘢痕形成をきたす可能

c．凍結療法（液体窒素療法など）
皮膚表面を冷却すると表皮・真皮境界部で水疱が生
じ，表皮がはがされる．そのため液体窒素療法は老人

性がある．
d．ケミカルピーリング
グリコール酸やフェノールなどの化学薬品を皮膚に

3．後天性色素沈着症の診断と治療
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表 5 ケミカルピーリングの適応と副作用
レベル
レベル I
レベル I
I
レベル I
I
I
レベル I
V

組織学的剥離の深さ
角層
表皮顆粒層から基底層
の間
表皮と真皮乳頭層の一
部から全部
表皮と真皮乳頭層およ
び網状層に及ぶ深さ

適応

瘢痕形成

面皰，痤瘡

なし

表皮の病変

表皮内に留まればなし

限局した小さな表皮病変，
皺伸ばし

瘢痕＋

老人性角化腫，皺伸ばし

瘢痕＋＋

塗って，その化学作用により，皮膚を溶解させ，皮膚

調の改善が認められることがある．

をある程度の深さで剝脱させる方法である．ケミカル

②ピーリング剤（表皮剝離剤）

ピーリングの適応は皮膚を剝離する深さにより表 5 の

外用レチノイドやその他のピーリング外用剤は，基

ように分類されているが，皮膚が深い部位まで剝脱さ

本的にケミカルピーリングと同じで，色調の改善が多

れると脱色素斑や瘢痕を形成するため，皮膚表面だけ

少認められる．しかし糜爛になるまで表皮を剝離しな

のピーリングが行われていることが多い．皮膚表面の

いと老人性色素斑は完全に消失しない．

ピーリングでも，老人性疣贅は多少の改善が認められ
るからである．しかし老人性色素斑は基底層まで剝離

5）炎症後色素沈着

しないと治療効果がないため，基底層までの剝離が可

美白剤を外用した方が早く改善するが，炎症後色素

能な深いピーリングを行わなければならない．しかし

沈着は半年以内，遅くとも 1 年以内に自然に消失する

使用する薬剤の濃度や pH，ピーリング時間，施行する

ので，必ずしも美白剤を使用する必要はない．ただし

部位，患者の年齢や肌質などの要因が治療結果に影響

炎症後に色素沈着が 1 年以上も残っている場合は，組

を及ぼすため，治療効果のばらつきが大きく，瘢痕な

織学的色素失調を疑わなければならない．

どの副作用も多い．
e．外用療法

6）雀卵斑

美白剤というと，
「肌を美しく白くしてくれるもの」

雀卵斑は Rook の教科書によると，夏季に紫外線暴

と思っている人が多いが，この言葉は香粧品分野にお

露部位に広範囲に生じ，冬季にはその数や色調も激減

いて漂白に代わる用語として生まれ育ったもので，厚

する色素病変で，現在原因遺伝子も同定されており，

労省もその使用を認可しているわけではない．では日

治療は不要と記載されている１０）．しかしこのような患

本で言う美白剤は何かと言うと，
「メラニンの生成を抑

者を日本で見かけることはほとんどない．実際帝京大

え日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ」という効果・

学で行った調査では，ソバカスを主訴とする患者の約

効能を謳うことのできる「医薬部外品の有効成分とし

1!
3 は両側性の太田母斑，つまり肥田野がいう sym-

て認可された剤」である．従って正式には「紫外線に

metrical type of nevus of Ota２）であり，残りは小型の老

よる色素斑形成予防剤」であり，その多くはメラニン

人性色素斑か小型の色素性母斑（ホクロ）が多発した

合成阻害作用がある．

症例であった４）．
つまり世間一般では後天的に生じた色

一方海外では skin-lightening agent があるが，これ

素斑で，小型のものをソバカスと呼んでいるようであ

には日本で言う美白剤だけでなく，表皮を剝離するこ

る．従って治療はそれぞれの疾患に会わせた治療にな

とによって皮膚色を薄くする，いわゆるピーリング剤

る．

も含まれている（表 3）
．
①いわゆる美白剤（メラニン合成阻害剤）

7）色素性母斑

老人性色素斑にハイドロキノンなどのメラニン合成

後天的に生ずる色素性母斑は俗に ホクロ といわ

阻害剤を外用すると色素斑の周りの皮膚の色の方が多

れ，組織学的には複合母斑のことが多い．3〜4 歳ころ

少薄くなり，むしろ皮膚色のコントラストが目立ち，

より生じ，思春期までに大きさ，隆起，色調と数を増

有効とは言えない．しかし，皮膚刺激がある（かぶれ

し，以後しだいに退色することが多いが，成人後に新

を起こす）と，老人性色素斑の表皮を剝がすため，色

たに発生することもある．ホクロの大部分は Q スイッ
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チ・レーザーの治療が有効で，何回か治療を繰り返す

題は記憶力の方である．そのため左右比較試験では正

と，ほとんどわからなくなる．また隆起した色素性母

確にどちらが良いかを判定できるが，劇的な変化でな

斑は Q スイッチ・レーザーであまり扁平化すること

い限り，経時的変化を認識できることは少ない．そこ

はないので，隆起をとりたい場合は，瘢痕が残るもの

で，写真判定に頼らざるを得ないが，撮影条件や現像

の外科的切除か炭酸ガスレーザーによる焼灼を行うし

条件によって，かなり恣意的に結果を変えることがで
きる．そのため肝斑の治験は，プラセボ
（アクティブ・

かない．

プラセボでない本当のプラセボ）をおいた半顔試験が

3．後天性色素沈着症の治験の問題点

今のところ最も信用できるデータである．

肝斑は紫外線の影響を強く受けるので，肝斑は夏か

そして何よりも一番の問題は，医師の診断能力であ

夏が終わった頃にひどくなり，冬になるに従って自然

る．特に治験論文の場合は，個々の症例の診断が正し

に軽快することが多い．従ってこの時期に処方した薬

いかを検証できないため，たとえ診断が間違えていて

剤はすべて肝斑に効いたと錯覚をおこしてしまう．

も，その結果だけが独り歩きしてしまう危険性がある．

従って海外では，肝斑の治験を行った季節を明記する

4．ま と め

ことが常識となっている．またケミカルピーリングや
レーザー治療などで表皮が剝離されれば，肝斑は一時

色素沈着症の治療法は大きく 3 つに分かれる．つま

的に薄くなる．しかし治療後 1 カ月程度すると，炎症

り，真皮にメラニンが存在する色素病変には Q スイッ

後色素沈着のためにかえって色が濃くなる．そのため

チ・レーザー，肝斑にはハイドロキノンなどいわゆる

治療結果の判定時期をかえるだけで，治療効果を意図

美白剤（メラニン合成阻害剤）の外用，老人性色素斑
（扁平な脂漏性角化症を含む）には表皮を選択的に剝が

的に有効にも無効にもできる．
その他にもシミ治療の治験にはいくつかの問題点が

す治療法である．表皮を剝がす方法はいくつかあるが，

ある．例えば，色調の改善を色差計など器械で測定す

Q スイッチ・レーザー治療が確実で，しかも最も安全

るのは，それなりに科学的根拠があるようにみえるが，

性が高い．診断を間違えると，適切な治療ができず，

測定する部位が数ミリずれただけで，色差計の値が大

結果として治らないばかりでなく悪化することもあ

きく異なる．また人間の目は比較的正確であるが，問

る．そのため正確な診断を下すことが最も重要である．
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