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顔や皮膚のシミについて （皮膚の基礎知識も解説）
（私のシミのレーザー治療体験記も記載）

文責 内科 大塚伸昭

皮膚の基礎解剖、メラニン色素や紫外線の話などもわかりやすく解説する。
ケラチノサイト（角化細胞）

角質層（表皮細胞の死骸！）
表皮（角質層も表皮）

皮脂腺

表皮の下が真皮（しんぴ）

角質層

立毛筋

表皮

真皮（しんぴ）

表皮の一番下の細胞が生まれて角質
になって剥がれ落ちるまで（ターン
オーバー）は約 1 ヶ月。

立毛筋（りつもうきん）は起毛筋とも呼ばれ、
交感神経（アドレナリン）支配なので恐怖、
興奮、寒冷などで収縮する。

立毛筋の収縮→鳥肌が立つという事になる
知覚神経線維と知覚受容体。知覚受容体にはマイスナー小体
（触覚）やパチニ小体（圧力、振動）などがある。

皮下組織

エクリン汗腺
（イラストは 123RF から有料でダウンロード）

（高齢になり表皮が薄くなると知覚受容体を刺激しやすくなり乾燥す
る冬場は乾性湿疹などが見られやすい。保湿などが必要。
）

表皮の組織構造（イメージイラスト）とメラノサイト（メラニン産生細胞）について
表皮は ① 角質層 と ② 顆粒層 ③ 有棘層
④ 基底層 の 4 つの層から構成される。
タコに似た細胞はランゲルハンス細胞と呼ばれ
皮膚に侵入してきた異物を貪食、分解して
免疫細胞に情報を送る前線部隊である。
ケラチノサイト（角化細胞）は表皮の主要な蛋白質
であるケラチンを産生する。
※ケラチンはギリシャ語の κέρας（動物の角；つの）が語源

メラニン色素を産生するメラノサイトは表皮の
一番下の基底層に存在し、ランゲルハンス細胞
と同様にタコの足のような樹状突起を出す。
※基底層には皮膚細胞を作る源となる幹細胞（皮膚細胞の
生産工場）がある。幹細胞があるので高齢になっても皮膚
が出来る！残念だが、活動が衰えて皮膚もたるむ一因とな
る。将来、皮膚幹細胞移植で高齢でも若々しい肌が保てる
かも、
、
。

基底層で作られた角化細胞などは有棘層→顆粒
層まで到達して最後は死滅して角質となる。皮
膚細胞が生まれて角質となって剥離するまでの
期間（ターンオーバー）は約 1 ヶ月（20～30 日）
。

角化細胞の
死骸

① 角質層

顆粒細胞

② 顆粒層

ランゲルハンス
細胞
ケラチノサイト
（角化細胞）

③ 有棘層

（緑色の丸は細胞の核）

メラニン色素
メラノサイト
（メラニン産生）
メルケル細胞

④ 基底層

基底膜
（イラストは 123RF から有料でダウンロード）

メラニンを作るメラ
ノサイトの解説は 2
頁でも行うが、右図
のように樹状突起を
出している。
メラノソームという
小さな袋でメラニン
色素は生産、貯蔵さ
れて、放出される。

樹状突起
メラニン色素

メラノソーム
ゴルジ装置

核
粗面小胞体

ミトコンドリア

メラノサイト

メラニンはどのようにして皮膚で作られていくのか？
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※メラニン（melanin)の語源はギリシャ語の melas(原語は melanos)で黒いという意味から来ている。

太陽光がメラノサイトにあるチロシナーゼ(メラニン生成に必要な酵素）を活性化！
活性化

チロシン(アミノ酸）

活性化

ドーパ

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
は、この 2 種類のメラニン複合体なのでこれらの
含有率の違いで皮膚や髪の毛の色が異なる。

ドーパキノン

ユーメラニン(黒色）

フェオメラニン（黄色）
（黄色メラニン）

（真性メラニン）

※メラニンを増加させるのは紫外線以外に女性ホルモン(エストロゲン）や副腎
皮質刺激ホルモン（ACTH)，甲状腺ホルモン、X 線などがある。

メラニン色素が少ない白皮症(白子）
；albinism(アルビニズム）の原因の一つに上記のチロシナーゼの先天性欠損、
機能不全などがある。（アルビニズム;albinism の語源はラテン語の albus(白い）;尚アルビノは差別的な意味があり、アルビニズムを使用するほうが良い。）

紫外線の種類によって皮膚への到達度やダメージが異なる（紫外線は A,B,C に分類される）
波長の長さは左図に示すように波の頂点～頂点まで。
ラジオの AM 波の波長は周波数で異なるが、東京の

最も波長が短い

UVC

NHK 第 1 放送の波長は何と！約 500m もある。

波長

紫

藍

青

緑

黄

橙

赤

波長が短い 波長が長い
エネルギーは弱い

表皮

赤橙黄緑青藍紫は虹の色

紫外線
（紫色より
波長が短い）

真皮

ガンマ線

可視光線
X線

UV

赤外線

（赤色より
波長が長い）

赤外線

ラジオ波

皮下組織
（イラストは 123RF から有料でダウンロード）
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（n;ナノは10）1nm は 100 万分の 1mm
(ちなみにウイルスは約 1 万分の 1mm)

紫外線

（可視光線の紫のすぐ外（横）にあるので
紫外線。赤のすぐ外が赤外線）

紫外線は波長の長い UVA（長波長紫外線；315～400nm）と UVB（中波長紫外線；280～315nm）と UVC（短波長
紫外線；100～280nm）の 3 つに分類される。
（100nm は 1 万分の 1mm と同じこと）

紫外線は波長が短いほど皮膚への浸透性が低い（エネルギーは大きい）
。なので、UVC は皮膚表面にのみ作用
する。細胞毒性が強いので現在は主に殺菌灯で使用されている。殺菌灯に近づきすぎたりしない方が良い。
UVB（中波長紫外線）は紫外線の約 5％を占めるとされ、UVC より更に皮膚の奥（表皮付近）に到達する。上述
のように波長が短いほどエネルギーが強いので UVA より浅い皮膚にしか到達できないが日焼け、シミの原因と
なる。
UVA（長波長紫外線）は紫外線の約 95％を占めるとされ、エネルギーは弱いが、波長が長いので皮膚の奥（真皮
付近）へ到達してダメージを与える。
紫外線は可視光線の紫の外（横）にあるので紫外線だが、英語の UV（Ultra Violet；ウルトラ・バイオレット）
は何故この名前？→紫（バイオレット）の光のエネルギーより強力なエネルギーをもつ事から命名されている。
目の敵にされる紫外線だが皮膚科では病気の治療として使用される事がある。
UVA や UVB はアトピー性皮膚炎、円形脱毛症、尋常性乾癬などに使用される事もある。

年甲斐も無く(66 才！）顔のシミのレーザー治療をしたので、その体験記を紹介する
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これはシワ

①

①

①

②

②

②

治療 30 日目

治療 7 日目

術前

黄色の円で囲んだ部分が 1×１cm の大きさだったが、治療 30 日目には余り目立たなくなった。小さなシミ（①②）
は 30 日目では中心部がまだ少し黒い。治療 7 日目で黒くなっている部分がレーザー照射した箇所。
（印刷では分かりにくいかもしれない。HP｢大塚先生の診察室パート 2｣のトップ頁や講義スライドの頁でも見ることが出来る。費用は 1cm 四方が 5,000 円(施設
によって差がある）
。他ガーゼ等諸費用で 5,600 円。体験記を話した人の感想は安い！と言う人もいれば高い！と言う人まで色々だった。
）

消失しないシミの原因は何か？
角質層

皮膚のターンオーバーは約 1 ヶ月。
メラノサイトで製造されたメラニン
色素を含んだ細胞が 1 ヶ月で角質層
に到達して剥離すれば、シミは消え
る事になる。何故、消えないのか？
幾つかの原因を以下に記載する。

ケラチノサイト
（角化細胞）

メラニン色素
メラノソーム

真皮
真皮

メラノサイト

基底膜

メラノサイト

基底膜
（イラストは 123RF から有料でダウンロード）

（イラストは 123RF から有料でダウンロード）

②
メラニン色素が角質
として剥離出来ない
（角質の手前で足踏み
状態；角質エラー）

①メラノサイトが制御不能でメラニン色素
をエンドレスに生産し続ける。

メラノサイトに
｢もっと働け！｣と
命令する。

基底膜
④

（シミの部分の角質層
は数が多く絡み合って
剥がれにくい）

③
シミの部分全体の細胞分裂低下
により、細胞が角質に到達出来
ない。

シミに対するサプリ、化粧品は多く誇大広告も目立つ（シミ以外のサプリも
然りだが）
。1 頁に記載したがメラニン合成にはチロシナーゼという酵素が
働く。この酵素を分解するという化粧品が 30ｇ1 万円！だそうだ。皮膚から
吸収して酵素を分解できるかどうかも疑わしいが、
、
。その他、ビタミン C な
どもシミ除去などと効果をうたっているがさほど効果は期待出来ない。
（ビタミン C は私自身が試して実証済み）

真皮

基底膜が障害されていて真皮からメラノサ
イトを刺激する物質が流出し続ける。

皮膚のターンオーバーが約 1 ヶ月だから、サプリや化粧品を 1 ヶ月使用して
変化が無ければ、効果無しと判断しても良いかな？と個人的には考える。

最後に、メラニン色素を産生するメラノサイトが暴走して悪性になるメラノーマについて解説する
メラノーマ（悪性黒色腫）には 4 つの型があるが左写真は特徴が良く分かるので
供覧する。表在拡大型と呼ばれるメラノーマである。解説を下記に行う。
形が均整で辺縁に不整が無いかをみる。左写真は辺縁が不整で形も不整である。
濃淡に差が無いかも重要。左写真は濃淡差がある。

（形、辺縁の不整、色の濃淡に注意して観察
する事）

（写真は 123RF から有料でダウンロード）

