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Abstract
Acne is a common skin disease: however, the psychosocial burden is often serious because it affects the faces of those 

during puberty and in young-adulthood. The quality of life （QOL） of acne patients, especially of female patients, is likely to 
be degraded due to the change in appearance. It is notable that even mild acne can significantly influence patient QOL, espe-
cially on the emotional plane. Acne has also been reported to be accompanied by depression and anxiety disorders. Psycho-
social stress is one of the major exacerbating factors of adult acne. In such cases, acne is regarded as a psychosomatic skin 
disorder. The most frequent stressors among these cases are daily hassles, particularly interpersonal stress at work, which is a 
common stressor among young adults. In such cases, scratching behavior such as scratching, rubbing, and squeezing acne le-
sions may occur as a reaction to stress. This behavior is regarded as an inappropriate way of stress coping. Decreasing this 
scratch behavior as well as improving stress coping skills is necessary. A scratch diary, a self-monitoring of the situation in 
which scratching behavior occurs, is an effective tool for patients to recognize the correlation between their stress or negative 
feelings and scratching behavior. This helps patients find more effective and appropriate ways of dealing with stress. Patient 
self-care is the key to controlling acne; namely, practicing appropriate treatment behaviors, including adherence to medica-
tion, a good life style, reducing scratching behavior and so on. Dermatologists should support acne patients so that they exer-
cise the expected self-care more successfully. The purpose of this article is to discuss the psychosocial aspects of acne in or-
der to understand patients’ problems more adequately. It also introduces a few simple approaches to acne treatment from a 
psychodermatology standpoint.
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1.　は じ め に

ニキビはもっともありふれた皮膚疾患の一つではある
が，主に顔面に皮疹を生じることから，外見の問題を生
じ，患者の心理面への影響はかなり複雑である。好発年
齢である思春期の患者は，アイデンティティーの確立と
いう，重要な課題を抱えており，ニキビといえども，患
者にとってその悩みは深刻である。恥ずかしい，自信が
もてない，ニキビで嫌な思いをした，という中高生も少
なくないことが指摘されている1）。一方，成人例では，
ストレスが密接に関係する，一種の皮膚心身症と捉えら
れる症例もあり，薬物療法に加えて，ストレス対処法の
向上をめざした，心身医学的な治療が奏功する例も少な
からず経験する。
患者の QOL （Quality of Life;生活の質）の観点からみ
ると，ニキビが軽症であっても QOLへの影響は大きい
のが特徴の一つであり2），この QOLの改善が治療上の

課題となろう。また，成人例では不安症や抑うつの合併
などの精神医学的問題を伴うこともあることが指摘され
ており，配慮が必要である。
本稿では，ニキビの心身医学的側面に焦点をあて，そ
の実態とアプローチの方法について考えてみたい。

2.　皮膚心身医学―皮膚とこころの関係を考える

皮膚は人体の最外層にあって，常に心理状態の影響を
受けて変化する。たとえば皮膚の色調を考えてみると，
恥ずかしくて赤面する，恐怖のあまり蒼白になる，など
の表現がある。また，怖くて鳥肌が立つ，焦って冷や汗
をかく，など誰しも経験することである。皮膚（および
皮膚付属器）は情動を表出する器官であり，心理状態と
皮膚とは切り離せない関係にある。
さらに皮膚は自分自身で触ることができるという点
が，ほかの臓器と大きく異なる特徴である。日常生活に
おいて入浴や洗顔による洗浄などの衛生行動や化粧を通
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