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Abstract
The objective of this study was to clarify variations of the ceramide（CER）proﬁle in human stratum corneum（SC）in
different regions of the body and to estimate the contributions of CERs to the SC barrier and water holding functions. Based
on the information that there are great variations of SC functions among body sites, we compared the CER proﬁles obtained
from 11 different anatomical sites in healthy Japanese females. Not only the physiological parameters of SC but also the CER
proﬁle showed body region variations. Especially, strong（signiﬁcant）regional variations of the CER proﬁle were shown in
the lip and the palm; the total CER level, the composition of CER［NP］contains non-hydroxy fatty acid and phytosphingosine and CER［NH］contains non-hydroxy fatty acid and 6-hydroxy sphingosine, the levels of longer species of CER［NS］
contains non-hydroxy fatty acid and sphingosine were less, but the composition of CER［NS］, CER［AS］contains alpha-hydroxy fatty acid and sphingosine and the levels of shorter species of CER［NS］were more than those of the upper arm. The
total CER level on palm displayed strong correlations with the values of capacitance. Our results indicate that there are the regional variations of the CER proﬁle in the healthy Japanese female and which may contribute to the SC functions.
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る。セラミドと生理学的・病理学的な皮膚状態との強い

言

関連はここ数年多くの報告がある8） 。ヒト角層のセラ
–11）

ヒトの角層は，生体と外界の間に存在する器官であ

ミドは 12 グループにクラス化され，鎖長の異なる分子

り，角層の存在により生体内部からの水分喪失を防ぐと

を含めて，350 種もの分子種が同定された 12）。われわれ

ともに，外界からの物質の侵入から生命を守るバリアの

はこれまでに，角層機能の不全を反映するセラミドプロ

役割を果たしている。このように角層はバリア機能と，

ファイルの異常と，それらの異常が角層機能の低下と関

適度の水分を保ち皮膚表面の柔らかさや滑らかさを保つ

連することを示してきた13）, 14）。

保湿機能を果たしている1）。

本研究は，日本人健常女性における角層中のセラミド

一 方， バ リ ア 機 能 の 指 標 で あ る 経 皮 水 分 蒸 散 量

プロファイルの部位差を詳細に解明し，セラミドと角層

（TEWL）や角層の物質透過性，保湿機能の指標である

機能との関連を明らかにすることを目的とした。

角層水分量が身体の部位により異なることが報告されて
角層細胞の大きさ，汗腺や皮脂腺の分布の違いが起因す
ると考えられているが

実
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いる1）, 2）。TEWL 値の部位差には，表皮と角層の厚さ，

2–1.

，角層成分の部位差について

験
被験者

自由意志による試験参加の文書同意が得られている，

3）, 4）

の研究は少なく5） ，部位における角層機能の違いに対

栃木県在住の 20 歳代から 40 歳代（平均 33.6 歳）の健

する角層成分の寄与についても十分に解明されていな

常日本人女性 10 名を対象とした。なお，この試験は，

い。

ヘルシンキ宣言に基づき，花王株式会社の倫理委員会の

–7）

セラミドは，角層脂質重量の 30〜40％を占め，バリ

承認のもとに行われた。

ア機能や保湿機能に重要な細胞間脂質成分の一つであ
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