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皮膚の構造や皮膚の老化について勉強してみよう！

2022 年 4 月１日 内科 大塚
（イラスト原図は123RF より有料でダウンロード）

汗孔（かんこう）

落ち葉を敷きつめたように扁平な細胞（死滅）
が並んでいる。

（有棘細胞層は 5～10 層）

立毛筋

分裂した基底細胞は皮膚
表面へ移動していく
エポクリン汗腺
アポクリン汗腺

（基底層は１層）

皮膚の面責は成人で約 1.6 ㎡、重量は体重の約 16％。
皮膚は①表皮②真皮③皮下組織の３つから構成。①表皮は部位によって異なるが、厚さ約 0.2mm。
表皮は５つから構成され、一番上が A 角層（角質細胞層）で、約 10 層からなる。
角層の細胞は死滅している。角質細胞が剥がれ落ちるのが垢（あか）。一番下の E 基底細胞が分裂
を開始して角層に到達して垢で剥がれ落ちるまでの期間は約 28 日～45 日。皮膚のターンオーバー
時間と呼ぶが、若い人ほど周期は早く、高齢になると周期が遅くなる。つまり、基底細胞の分裂速度
が高齢になると遅くなる（仕方ないか・・・）という事。高齢になると角質層は厚くなるためターンオーバー時間が
長くなる一因ともなる。

表皮は体内の水分の保持に重要な役割をしている。
いわばラップフィルムのような感じである。
高齢→表皮細胞の減少→体内の水分保持が出来ない→乾燥肌
→痒みなど出現（老人性皮膚萎縮症、老人性乾皮症）。
（病院ではヒルドイド軟膏やローション、ワセリンなどの保湿剤を使用する事が多い）

顆粒細胞が角質細胞へ変化する時に産生するウロカニン酸
などは保水や紫外線吸収をする天然保湿因子である。
シワ
表皮が厚い

若い人の皮膚

角層は肥厚
表皮の萎縮

高齢者の皮膚（私もだが、トホホ・・・

表皮の萎縮は皮膚のシワの一因となる。高齢になると
表皮全体は萎縮するが角層は逆に厚くなる。

）
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表皮の下にある真皮の働きについて

真皮は表皮の厚さの 15～20 倍である。
汗孔（かんこう）

表皮

真皮は表皮基底膜部分に食い込んでいる①乳頭層
と乳頭層直下の②乳頭下層と真皮の大部分を占める
③網状層(もうじょうそう）の３つに分かれる。
左図は血管や汗腺、毛囊などの構造を示すが、網状層
には多数の膠原線維や弾性線維があり、皮膚の強度を
保ち、弾力性を持っている。

③網状層

膠原線維 膠原線維の間を
弾性線維 弾性線維が走行
膠原線維 している。

アポクリン汗腺

イメージとしては弾性線維がバネの働きをしている、と
考えればよい。真皮はベッドのマットレス構造に類似。
（真皮には痛覚などの知覚神経受容体も存在する）

下は表皮と真皮の顕微鏡写真。
膠原線維は左図では染色してい
表皮 るのでピンクだが、実際は白色。
膠原線維の名前は煮ると
膠（にかわ；ゼラチン）ができる事に
由来する。
真皮
膠原線維は真皮乾燥重量の
約 70％を占めている。

膠原線維の電子顕微鏡写真。膠原線維は
コラーゲン繊維である。

下は弾性線維を見やすくするため特殊
染色をしている。濃い紫が弾性線維。

表皮

皮膚表面に近い弾性線維
は垂直方向に走る。

真皮

薄いピンクが
膠原線維

ピンク色の濃いのが膠原線維だが
真皮網状層の下にいくにつれて
膠原線維が太くなっているのが
わかる。

真皮下層の弾性線維
は太く水平方向（皮表
に対して平行）に走って
いる。

膠原線維や弾性線維の間にはゲル状の物質（ゼラチンや寒天に類似）が含まれる。このゲル状物質を
基質(細胞外マトリックス）と呼ぶ。ヒアルロン酸やエラスチンなどで構成される。ヒアルロン酸は水分を保
持する働きがある。美容外科領域でもヒアルロン酸の顔面への注入が行われるが 6～12 ヶ月で消失する。
膠原線維や弾性線維は線維芽細胞が産生する。高齢になって線維芽細胞の働きが低下→膠原線維
や弾性線維が減少→真皮の減少や皮膚弾力の低下→皮膚の張りが無くなり、シワの原因となる。
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紫外線は皮膚の膠原線維にダメージを与える

（実験とはいえ、可哀想だがラット足底の皮膚に紫外線（UVB)を照射して膠原線維のダメージを確認したのが下図。
（Skin Cancer 18,2003 の 160 頁の写真を参照）

紫外線を照射しなかった
生後 9 週目のラット足底
の膠原線維。
綺麗な繊維である。

生後 3 週間目から 6 週間
紫外線を照射した→膠原線維が
変性、破壊され、見るも無残な姿
となっている。
弾性線維も同様の変化をとる。

紫外線という日本語は下図の紫より波長の短い外側にある（光）線、という意味。
英語の UV（Ultra Violet)はどういう意味？→Violet(紫）より Ultra(強力な）エネルギーを持つ、という意味。

波長が最も
短い UVC UVB
UVC

UVA

紫外線(UV)には波長が長い UVA(長波長紫外線 )、波長が
UVA より短い UVB（中波長紫外線）、最も波長が短い UVC
(短波長紫外線）に分類される。
紫外線(UV)は波長が短いほどエネルギーが強いが皮膚への
浸透性が少なく皮膚表面に作用する。
UVC が一番波長が短い。(UVC は細胞毒性が強く、殺菌灯に使用され
ることもある。殺菌灯にはあまり近づきすぎない方が良い）

UVB（中波長紫外線）は、UVC より更に奥の皮膚表皮付近に
到達する。エネルギーは強いので日焼けやシミの原因となる
UVA（長波長紫外線）は、紫外線の 95％を占め、エネルギー
は弱いが、波長が長く皮膚の奥の真皮付近まで到達する。

シミの原因となるメラニンは紫外線を防御する。肌の黒い人種ほど皮膚癌は少ない。

角層

メラニン色素は①メラノサイト
が作る。
メラノサイトは表皮の一番下
の基底層に存在する。

メラニン色素

表皮
メラノサイトの内部で
②メラノソームという器官が
作られ、③樹状突起先端に
到達し、メラニン色素を放出。
①メラノサイト

基底層

メラニン色素
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メラニン(melanin)の語源は
③樹状突起
ギリシャ語の(melanos)黒い、
（デンドライト）
に由来する。

メラニンを増加させる因子として
①紫外線②エストロゲン③副腎皮
②メラノソーム
核
質刺激ホルモン(ACTH)④甲状腺
ホルモンなどがある。
①メラノサイト
妊娠中はエストロゲンが増加する
メラニン色素はメラノサイト（色素細胞）が作る
ため色素沈着や肝斑（いわゆるシ
ミ）が増加する。

メラニンには黒色のユーメラニン（真性メラニン）
と黄色のフェオメラニンがある。
皮膚や髪の毛にはこの 2 種類のメラニンがある。
黒色メラニンの含有率が多いほど、皮膚の色や
髪の毛の色が黒い、という事になる。

シミの治療として、レーザー照射がある。私も 3 年前に宮崎市内の某美容外科で治療を受けた。
シ
ワ

術前写真は実際はもっと色が黒かったが、上写真は薄く見える。黄色楕円部分がシミが大きかった
部分で①、②は小さなシミ。レーザー照射後７日目は色が黒くなるが、治療 30 日目は綺麗になる。
ただ、しばらくすると、以前よりは薄いがシミが出現した。数回治療を繰り返す人もいる。
治療費は幾ら？というと、シミ１㎠あたり 5,000 円という事だったが、私の場合には総て含めて
6,000 円弱だった。シミ取りクリームやサプリ、ビタミンＣなどあるが効果は期待出来にくい。
ビタミンＣ大量服用(1,000mg)もなど私も数か月試したが効果は無かった。

目の下のクマは眼輪筋 の筋力低下などによる脂肪の突出による。
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熊が目の下のクマ
を作っているという
面白いイラスト！

目の下にテープを貼ってみたりクリームを塗っても消えない。
根本治療は脂肪吸引。高齢になると脂肪吸引後に目の下の
皮膚が余るので皮膚切除が必要な事もある。
治療費も 10 万円以上（片側だけで）かかる。
脂肪を皮膚切開して 私もトライするか現在検討中→顔全体の皮膚の劣化がある
取り出す方法もある。 ので、目の下のクマを改善しても無駄か？

図１のように①眼輪筋の下に②眼窩隔膜が
あり、その下に③脂肪がある。

高齢になると①眼輪筋が薄くなり、
眼輪筋の筋力低下や、眼球を支持する ①眼輪筋
腱の緩みなどで③脂肪が前に突出して
眼のクマとなる。

①眼輪筋
図１

眼輪筋が緩んで脂肪が前に出てくる

図2

上の写真はどういう事か？というと、
眼輪筋の下眼瞼部に力を入れたことで脂肪が内側に押されてクマが見えにくくなった。
眼輪筋を鍛える方法があるか？アッカンベーの感じで眼の下を少し引っ張って眼を少し閉じるなどの、
方法が紹介されている。しかし私も継続してみたが、効果は無かった。バーベルで腕の筋肉を鍛えるよ
うには上手くはいかない。あまり力を入れて眼を閉じるとシワの原因にもなる。
他にも眼輪筋トレーニングなどがネットでは紹介されているが、若い頃からしていたら少しは効果ある？
医学文献では効果が確認されたという報告は残念ながら無い。
眼輪筋

高齢になると眼輪筋の厚さが減少する。
眼輪筋にバーベルの
ようなおもりをつけて
眼を閉じるのを繰り返
せば、鍛えられると思
うが、それは無理。

眼輪筋の筋力低下→クマの原因の１つ
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職員の皆さんへ
４月１日で池井病院に勤務して 2 年が経過しました。

循環器や一般内科の治療を担当してきましたが、患者さんのお役に立っているのではないかと思
います。この病院で勤務出来ている事を嬉しく思っています。
女性職員も綺麗な人が多いですしね（ゴマの香りがしますか？ゴマはすってないですよ）
。
小林、高崎、高原、えびの方面は美人やイケメンも多いですね。
（April fool では無いですよ

）
。

今後もこの病院で自分の能力に見合った仕事をして、皆さんのお役に立ちたいと思います。
移り気で短気な私ですので急に病院を辞める！という事もあり得ますが（若い頃は女性にも移り
気な性格でしたので；

）
、人生最後の医師としての御奉公はこの病院で、と思っています。

少し落ち込んでいる人達を勇気付ける歌がありますので紹介します。
永井龍雲（ながいりゅううん）が 1979 年に発表した『道標（しるべ）無い旅』です。
歌詞に句読点は付いていませんが、理解しやすいように付けてみました。
歌を知らない人は You Tube で聴いてみてください（CM 料金はもらってないですよ）
。
下に歌詞を抜き書きしてみました。
閉ざされた部屋の窓を開けてごらんよ。 いつまでも そんなふうに塞(ふさ)いでいないで。
そこにはあの日、希望に燃えて君が見上げた青い空が変わらずに続いているはずだ。
大空を翔（と）びかう鳥達よ、今より遥か高く上（のぼ）れよ。
青春を旅する若者よ、君が歩けば そこに必ず道はできる。

当時、仕事で落ち込んでいた時期があり勇気づけられた歌で、
『もう一度頑張ってみよう！』
という気持ちになった歌なので、皆さんにも紹介してみました。
歌詞も素敵ですが、旋律も綺麗ですよ。歌の得意な人はカラオケで披露してみて下さい！

♪

