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化粧品を扱う人々が知っておきたい皮膚障害と化粧の有用性～臨床現場から～

皮膚の構造と美容に関わる病態
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Abstract
For those who deal with cosmetics, it is recommended to know the normal structure and function of the skin to ensure 

safe and effective use of cosmetics and cosmetological treatments. The skin is not just a membrane that separates the human 
body from the outside but has various functions for maintaining homeostasis of the human body. In this paper, we have out-
lined the normal structure of the skin, touching on the pathological structures related to cosmetology.

The skin consists of three layers: epidermis, dermis, and subcutaneous fat. The epidermis contains four layers: horny 
layer, granular layer, spinous layer, and basal layer. The horny layer plays a major role of barrier function at the forefront. 
When the stratum corneum is deficient in intercellular lipids, horny cells become compact and their water retention function 
is reduced, resulting in “asteatotic eczema,” which is a very common pruritic skin lesion in elderly. With aging, elastic fibers 
are denatured by long-term exposure to ultraviolet rays, and cause solar elastosis resulting in deep wrinkles. As skin append-
ages of the dermis, there are hair follicles, sebaceous glands, and sweat glands, which are sites of androgenic alopecia, acne, 
hyperhidrosis, and osmidrosis, respectively, and exhibit morphological and functional changes. All pathological conditions 
treated cosmetologically are closely associated with changes in skin structure and function.
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1. は じ め に

皮膚は面積約1.6 m2，重さは体重の16%程度を占める
最大の臓器である。化粧品はメイクアップ化粧品のみな
らず，スキンケア化粧品，香水，洗浄剤，染毛剤，制汗
剤，サンスクリーン剤，シワを改善する機能を有するも
のなどさまざまなものを含んでいるが，そのほとんどが
皮膚に塗布するなどして使用される。化粧品を扱うもの
にとって，皮膚の正常な構造と機能を知っておくこと
は，安全に化粧品を使用するための第一歩と言える。皮
膚には単なる人体と外界を隔てる皮ではなく，人体の恒
常性（ホメオスタシス）を保つためのさまざまな機能を
有しており，アトピー性皮膚炎や食物アレルギーも皮膚
のバリア機能不全が原因になっていることが示唆されて
いる。美しく健康な生活を実現するためにある化粧品が
皮膚本来の機能を損なわないよう，常に配慮は必要であ
る。また，加齢による変化は皮膚を通じて見られるもの
が多く，美容や抗加齢医学の対象となるものが多い。本
稿は皮膚科学の基本となる構造と機能について，美容医

療に関係する病態に触れながら解説する。

2. 皮膚の正常構造

皮膚は表皮，真皮，皮下組織（皮下脂肪）の3層から
なっている（Fig. 1）。表皮は角化細胞（ケラチノサイト）
が重層して常に新陳代謝を行い，皮膚表面を新鮮な状態
に保っている。真皮は主に膠原線維と弾力線維からな
り，皮膚全体に張りと弾力を持たせる役割を担ってい
る。また，毛，毛包，脂腺，立毛筋，汗腺などの皮膚付
属器が存在する（Fig. 2）。真皮は表皮に比べ新陳代謝は
遅く，膠原線維をつくる線維芽細胞は均等に分布してい
るが密度は高くない。

2–1. 表皮の構造
正常ヒト表皮の病理組織 HE染色像を Fig. 3に示す。

表皮と真皮の間には基底膜が存在し，それに接して表皮
基底細胞が1列並んで存在し基底層を形成する。表皮は
基底膜側から基底層，有棘層，顆粒層，角層の4層から
なる。表皮基底細胞は分裂し，娘細胞を表層へ送り出
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