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部の過角化による閉塞によって引き起こされる而胸形成

韓 日 であるがり2),面頗形成の機序についてはいまだ諸説が

尋常性軽盾は‥思春期の男女に高傾度iこ発症する疾患 見i:lれる.これまで,面胸形成に及ぼす脂質の役割に関

である. しか し.その発症病理には不明な点が多い.尋 して,種々(T)研究がなされている.Downing吊 ､:は,

常後塵癖の最も初期の病理甑繊学的変化はき毛包漏斗下 経療患者では,皮脂分泌が克進 しているために,角層の
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セラミド1にエステル結合している脂肪酸に.夜脂由来

の脂肪酸が多く含まれ りノール酸含有量が相対的に減

少していることを指摘 した.すなわち, t包上皮におけ

る必須脂肪酸欠乏状態と,そオ=こよる transepiderlml

water1(二郎 (TE帆,i)の低下が.汁opiorlibaeterituTlaeneS

(P.acnes)などの細菌の増殖をもたL--し,同時に種々

の chemotacticfactorを誘導 し,炎症を惹起すると推

の調節因子として,遊離 コレステロ…ル/コレステロ-

ルサルフェイ ト比の重要性を強調 した.彼らによれば,

皮脂分泌増加に伴 う局所的な遊離 コレステロ-ルの希釈

性減少が, コレステロ-ル/コレステロ-ルサルフェイ

ト比を低下させ,毛包上皮の過角化が誘導される. しか

しこれらの説ではサ疲癒が皮脂分泌量の最も高い20歳代

ではなく5㌧ 思春期に多く発症 し,20歳代ではむ しろ軽

快する坪由が示されていない.Proksch lTっ6､は, 人工

的iこ角層の water-barrierfunction(WBFlを障害す

ると蓑皮における遊離脂肪酸,スフイソゴ脂質, コレス

テロ一･･-,L･の合成が促進されると同時に,DNA 合成が促

進されて表皮の増殖性変化を生 Lfると諭 しナている.そこ

で泰研究では,痩癒において,毛包上皮の過角化が,WBW

や脂質代謝異常と関係ある可能性を想定 して寮験を行っ

た.その結果,面胸形成機序について新たな知見を得た

ので,考察を加えて報告する.

実 験 の 対 象

14歳から26歳の顔面に痩癖を有する男性職名を対象と

した.堰癒患者は.PIpwigと Kli打lmrlの重症度分類7‥

に従い,grade I かi､)gradeⅣ に分類 し.grade I

(軽症群 :顔面半側の面飽数が9個以下)27例 (平均年

齢 21.0±3.7歳),および gradeTl-Ⅲ (中等症群 :顔

面半側の面塵数が10個以上50個未満113例 (19.6±3.6

歳lに分煩 した.gradeⅣ (重症群 :蘭画半側の面曲

ら25歳の顔面に皮膚炎や痩癒のない健常人27名 (23.2±

2.6歳)を被験者とした.

実 験 の 方 法

1) WBF

角層C')WBFは, TEWLにより評価 した. TⅠ(.WL

は.E＼･aporimeter(EPl,ServoMod)を用いて.項

部と前腕屈側において.室温20℃.湿度5O_9-6Ll)条件に設

定 した皮膚顔能検査室で,前夜洗顔,入浴後12時間以上

経過 した被験者に,安静を保たせて測定 した.対象は,

中等症3例.軽症 4例.健常群8例について検索 した.

2) 角質細胞間脂質の採取

Wf3Fを測定 した後,項部の測定部位に近接 した部位

iこ,旺面積 9.6cm2 のガラス製のカ･--ナを当て,-キ

静置 し,角質細胞間脂質を採取 した8､. 前腕の角質細胞

間脂質は,約 250ccの9506'1 タノ-′Lによる1)ンス法

により採取 した9＼.なお,前腕は中等症3例,軽症 3作り,

健常群22例iこついて検索 した.項部および前腕より採取

量を測定 した.

3) 角質細胞間脂質の分析

角質細胞間脂質の分析は high-rxPrformancethin-layer

chr･omatography(HlyrLC)を用いた.HIYrLCプレー一一

卜(Merck､Darmstadt,GerTnan),上 土に採取 した脂質

を 50IEg塗布 し.展開溶媒として,(手 -キサン 18cm,

② ベ ンゼ ン 18cm,③ メタノー-′L･:JJロロホ′L･ム :

東 は0:95:1)6cm を2回,① ヘキサン :ジエチル

エー一十JL･:酢酸 (80:20:lo†14.5cm の高さにそれ

ぞれ展開 した.風乾後,10%硫酸銅入 りリソ観溶液をプ

レーートiこ噴零 し.180℃で約 1時間加熱,発色 させた.

発色後 ,photodensitometerLCS-9000,Shimadzu.

Kyoto)を用いて各脂質分画を定量 した.定量LT)際に,

1十卜の標準物質を用いて検量線を作成 し,その値を基準

にそIILぞわの脂質重量を求めた.

n-Ⅰ治ntaCOSane.Squalenc.stearicacidoleylestcr.

triolein.Oleieacid,cholesterol,ceramidetypem,

eeramidetypeTV.glucoccrebrosides.cholesterol

3-sulfate汀｣∴L.Sigma.St.Louis,Missouri工

phosphatidl,Icholine(SRL､Ontario.Canadこl).

Cholestel･ololeate (Nakこu-aiChemicals.Kyoto上

3) スフィンゴ脂質の分析

遊離スフイソゴシソは,シリカゲルカラムを用いて分

離 した10㌧ 力JJ-T'法により採取 した脂質をエ-テ′Lに

溶解後, カラムに流 し.主に脂腺由来の.極性(')低い脂

質を抽出 した.引き続 き'7[7T.-ホJLム :メタノーー′し:水

(200:loo:3)抽出をこより,主に表在細胞由来LJTl.極性

町電し､脂質を分離抽出 した.この極性脂質約 800/Lgを,

thin-layerehl･omatograPhy(TLClにて分析 した.醍

開溶媒 として,① タロ田ホルム :メタノ-ル :2M-ア

ンモこて (40:10:1)10cm,(ざ 17ロロホJL･ム :メタ

開 した.展開後.0.59,6/ニンヒドりン溶液を噴零 し,温

水槽上にこり力L,-+′L側を下にして5分間.上下を返 して
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さらに30分間置き,発色させた10㌧ 発色換.photode11-

Sitometerを用いて定量 した.標準物質は DiPhing(芯ine

(Sigma,St.Louis,Missouri)を用いた.

セラミドの定盤は,榛隆脂質から,遊離スフイソゴシ

ンと同様の方法で.TLC を開いて展開 し,測定 した.

発色には50%'硫酸を用い.アJLミニウム製のプレー.-卜上

で22()℃まで徐々に熱 し,発色させた.発色後,photo-

densitonleterを用いて定量 した.

4) 統計学的検索

統計学的検索には Studelltの t検定を用いた.

結 果

l) 角層の WIiFの評価

TEWL を部位別i･こ比較すると,経常群,枠墳群とも

に項部は前腕に比 して rr'EWLが高値を示 した し表 l).

また.捧槍群を経常群と比較すると,項部および前腕(I)

表 1 項部および前腕における Tr王.lnSePidermt･ll
waterloss(標準偏差)の比較

部 位 TransepidermalwaterlnssLg十rne恒

捧 療 群 至健附 解しn中等症群 軽症群
(∩-5) (m-7)

頬 部 18.98(7.87)*17.31(3.87う* 10.22(1,6(早

～p<0.05

いずI=こおいても,輯癒群で有意に高値を示 し- しかも

中等症群では軽症群より高い傾向iこあった.以上の成績

の低下が示唆された.

2) 角質細胞間脂質の組成

頼部からカップ法により採取された脂質の単位商務当

たりの蚤塵を表 2に示す.枠墳群では総脂質重量が高

し､傾向にあ-･_､たが.統計的な有意差は認められなかった.

各階質画分の蚤鼠を比較すると,脂腺由来の脂質である

スケTLノン､rトノ'7てこJ.:<ナJL, 卜りブ)J七 日トは中等

症の頼癒群においてやや増加U)傾向がふと▲-,!7Lたが有意な

セラミ上 りン脂質に-.-)いてtTLる上 +･_ニケミドだけが.

前腕から採取された脂質の脂質分画を経癒群と健常群と

で比較する上 階腺由来の脂質は,蛾部と同様に,枠墳

群で高い傾向をこあった (寮 3主 表皮細胞由来脂質をこつ

いて同様をこ比較すると,セラミドは軽症群で有意な減少

が認められたが,率等疫群では有意ではなかった.他の

脂質成分をこぼ有意の運はなかった (表 3).

豪 速に,橡性脂質に占め るスフ 1ソゴ脂質の割合を

示す.JL:-=Jミトが畔墳群におし､て∴重症度に したが--,て

減少するとともに,遊離 スフィンゴシンも有意をこ減少し

ていた.

衷 望 頬部における角質細胞間脂質分画の単位薗横あた りの
平均重恩 (標準偏差1J)比較

脂質分画 (/Lg.cm21

SquこIlene

Waxest(､rs

Triglyeerides

Freefatty.,leids

Cholester(ll

CholesterL)IeSt亡､rS

Cholesterolsulfate

Totaleeramides

Ph｡SPholipids

Tot.allipidweight

*pく0.05

rr】等症群 Lr1-10)

24.3 (5中射

･15.9(12.51

38.0し13.01

2:1.6(ll..Il*
7.5 (3.81

6.1 L1.I)

0.7 し(I.1))

Ll .O H .3)*

0.T iO.ll

159,∩(23.61

癒 群

軽症群 (n‥2-Ill

lT.(itl().31

3⊥l.3(.ト1.2､1

3:1.(1し13.011

31.9し1▲1.ll

Lq.5 L2.91

8.6 (2.31*

0.8 u).5lr

▲1.6 ,ll.91*

0.8 (().Jl

lLl･1.2し53.9)

健常対照群
もn-i)7＼

17.0 し7.ll

35.9(17.L=jl

33.0し16.1)

33.8Ll▲1.(い

6.4 (2.8)

5.7 は.5)

0.9 (0.5)

7.2 (4.1)

0.9 し0.61

140.9(42.3)
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表 3 前腕iこおけ る角質細胞間脂質分画J)割 合 (原 簿偏差l

脂 質 分 画 (%) 捧 療 群 健常対照群
率等症群 (n-3) 軽症群 (m-3 ) (n-22)

Squalene 9,9(2,81 8.1(i.9) 7.1(2.7ー

WaXesters 12.0(I.か 15.7鉦 7)* 9.8(4.日

Tr癌tyceridps 26.-ほ.9う* 28.7(6潮 * 17.8(6.8)

Freefattyacids 18.9(8.41 19.畠鉦 0) 20.6(5.57

Ch｡lester()I 12,3(1.9) ll.4(I.9) 1-.6(2.6)

Ch(ーlesterolesters 3.0(1.8) 5.8 (0.針 7.5(6.9)

Cholester.Olsulfate 1.8 (0.7) I.2(0.車 I.5(0.9)

Totalぐeramides 15.4(4.3) 8.0 摘.9)** 19.9(6.7)

*p<0.05.～+p<0.01

豪 速 角質細胞間脂質車の極性脂質に占めるスフイソゴ脂質の割合 (標準偏差)

SPhingolipid 捧 癒 群 毒 健常対照群(n-27)中等症群 (m-7) 軽症群 (m-17)

Freesphingosirle 0.18川.061* 0.22用.03)* 0.74(0,59)

秦P〈O.05

考 鞍

今回の受験では,療癒患者の額部および前腕において,

療癒の重症度に従って,TEWLの高値を認めた.TEWL

は,角層の,水分に対するバ リヤ-歯髄を評価するIl).

したがって,痩療患者をこおいて, 角層の WBFが低下

していることが明らかをこなり,療癖の発症あるいはその

重症化に,WBFが強 く関与 している可能性が考えられ

る.角層の WBFをこ関与する物理化学的因子には,ア

ミノ酸,尿素などの水溶性低分子物質も含まれるが,実

験的に,これらの低分子物質を除去することなく,角層

内の脂質を除去することにより,角層の WBFの著明

な低下がもたらされることが示されている12㌧ さらに,

溶出された脂質塵に依存 した乾燥性の過角化を伴 う皮膚

変化を生 じることも報告されている12).そこで最近で

は.角質細胞間脂質が WBFの主要な役割を果た して

いることが広 く認められ 中でもセラミドの蚤費性が注

目されている13)且4). 項部の角質細胞間脂質の成練をこお

いて,乾脂量は中等症の唖槍群では健常群と比較 して多

い傾向にあったが,軽症の座癒群では健常群とほぼ同程

度であった (羨 望).この成鱗は,思春期から20歳代に

ト.13

かけて脂線毛包の発達する年代では,痩癒の無い個人に

比べて,韓に皮脂量の増加がなくとも,脂腺毛髄の過角

化による閉塞,すなわち面鞄が形成される可能性を示唆

する.KnotsoI予 は.微細構造的に面胞とiT:_常な脂腺

E･臼を詳細に検討 した.そJHこよれ f,初期面飽iこおい

て,毛包漏斗の過角化が,層板常陸の減少に伴って認め

られた,角質細胞間のセラミドは,層板常粒の糖脂質よ

り由来することが知 られている15).そこです痩療をこお

し､ては､角質細胞間LI')i.I_:5ミド(･p')減少が.WBFの低下

と毛包上皮の過角化をもたらすと推測される由また今回

の実験で,セラミドの分解産物である遊離スフィンゴシ

ンも.七二ラミト■と同様に枠墳群で減少してし､た.そこで

セラミドの減少の原因は,その分解酵素である也ラミダ-

ゼ活性をこあるのではなく,セラミド合成の段階でき何ら

かの鼎常があることが示唆される.最近,セラミドの合

成は,年齢によって変化する可能性が示唆されており16),

痩癒患者において,思春期では成人をこ比 してセラミドが

′いないことも予想される.WBFC')低下と過角化を伴 ,I)

病態は,魚鱗癖17),乾癖 iS),ア トピー性皮膚炎桝 等で

報告されている.Pr.oksch ど)6､の前述の説に従えば.

毛包上皮の WBFの低下が,上皮の増殖性変化を生 じ,
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薗胞を形成する磯序が考えられる.

種癖においては,面飽形成に加えて,炎症が惹起され

る.今回の被験者の中等症群では,軽度かLL再7等症の炎

症所鬼7),すなわち丘疹や腺癌が混在 してみられた書換

査成績では.軽症群より低い WBF と高い皮脂量が認

を産生して,皮脂中の中性脂肪を遊離脂肪酸'こ加水分解

したり,種々の chemotacticFact()rを遊離 して炎症反

応.膿砲形成を促進する成績が示されている20)21､. し

たがって,P.acrleSは,頼癖病変の進行に深 く 関 与 し

ていることが明Ll_'かであるが,面飽形成-の関与は不明

である.Lavkeri､)-12~-は,思春期前の小児の初期面胞

について,組織学的なLLlびに細菌学的に検索したところ.

細菌の存在は認められなかった.同様をこLeemingら23)

ち,初期面蝕に細菌が含まれていないことを示しており,

面胸形成における P.こICneSの関与を否定するもので

ある.さらに最近の報告では,P.acl1eSが.表皮の炎

症の modulatnrとしてあるいはサ†トカイン遊離に促

進的に作用する成績が示されている2.11'15㌧ おそと､'(.

閉塞 した毛毎の上皮において,P.acnesは豊富左皮脂

を栄養として炎症惹起に関与すると考え1､'11..る.

また近年,スフィンゴシンの様々な生物学的作周が鞄

駕されており,そのなかiこは,P.acnesに対する抗微

生物作用 261のほか,proteinkinaseC抑制作間-171.

Calmodulin-dependentkinases28､:や.C1,tochrome-c

oxidase29)をこ対する阻害作用などがみられる. したがっ

て声セラミドだけでなくスフイソゴシソの低下も,療療

の発症あるいは増悪に影響を与えている可能性が考えLlっ

れる.

以上の考察かl､-'導かれる面飽形成榛序に-:)いて要約す

ると.はし■めに,思春期において.IrントロIrl'ンの分泌

により脂腺が発達すると勘こ.角層のセラミド合成の低

下により.WBF が障害される.これ こ伴い,脂腺性 t

包において, E-包上皮の増殖性変化 すなわち過角化を

生 し面鞄が形成される.さì〕i二面鞄において r'.acnes

によって炎症が惹起され 丘疹や腺癌が形成される.

WBF と毛包上皮の過角化し7)閏酎 ニー.~→し､ては今後さ(,

iこ検討が必要である.

凍論文の要旨は第2回三大陸倉同研究皮膚科学会で報

告 した.

橘を終えるにあたり,御指導,御校閲を賜った伊

藤雅章教授.終始直接御指導を賜りました山本綾子

助教授iこ深 く感謝いたします.
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