
初期講習



　《　肌構造について　》

　《　肌とは　》

● 　肌（皮膚）は「人体最大の臓器」とも呼ばれる。

● 成人では肌全体を一枚に広げると約1.6㎡（畳一枚くらい）の面積。

● 重さは皮下組織も含めると体重の約１６％にも及ぶ。

● 皮膚の構造は外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」の層状の構造。

● それらの中に「血管」「リンパ管」や神経系　「皮脂腺」「汗腺」がある。

　　　それぞれが関わり合いながら機能している

● 皮膚の仕組みとして

　　「表皮」は外からの刺激や菌などから身体を守る役割をしている。

　　「真皮」は表皮の下にあり肌をふっくらさせるための土台の役割をしている。

　　「皮下組織」は皮下脂肪が多く占めている部分でクッションの役割をしている。
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　《　肌の働き　》　

● 体の内と外を分け外部からの刺激(紫外線・乾燥・ほこり等）から

体内の水分や諸器官を守る。　　〔バリア機能〕

● 皮脂や汗を分泌して老廃物を排出する。　　〔分泌・排出機能〕

● 表皮や毛穴を通して外界から薬剤などを吸収する。　　〔経皮吸収機能〕

● 外部の温度を伝わりにくくすると同時に体温を一定に保つように機能する。

　　〔体温調整機能〕

● 複数の感覚器が、触・圧・痛・温・冷　などの

外界の刺激を脳に伝える。　　〔感覚機能〕

● 侵入した異物や細菌などを排除して身体を守る。　　〔免疫機能〕

　《　表皮とは　》　

● 肌（皮膚）の一番外側にあり、厚さが平均約０．２㎜のとても薄い膜である。

● 外側から「角質層」「顆粒層」「有棘層」「基底層」の4つの層から構成。

　※人によっては角質層と顆粒層の間に透明層があるという人もいる。

● 表皮を真皮の間には栄養や酸素、老廃物などの多くの情報が行き交っている。

〈　表皮の役割　〉 ・外部刺激から肌を守るバリア機能

・肌内部の水分蒸発を防ぐ（水分保持）

※表皮の細胞の90％はケラチノサイト（角化細胞）で構成され

　基底層で生まれた細胞が形や動きを変化させながら移動し

やがて「アカ」頭皮では「フケ」となって剥がれ落ちる。

この生まれ変わりのサイクルを新陳代謝（ターンオーバー）と呼び　

健康なサイクルで２８日周期である。

その際　基底細胞で作られた基底細胞は有棘層では「有棘細胞」、

角質層では「角質細胞」と変化していくがこれを角化現象という。
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　《　基底層　》　

● 表皮と真皮の結合部分が基底層である。　基底膜を介して真皮と密着している。

● 基底層は、一層の基底細胞から成る。

● 基底細胞は分裂し、ケラチノサイトを作り出す。

● 基底層で外部刺激やダメージから真皮層を守っている。

● メラノサイトは基底層に存在する紫外線から体を守る色素の「メラニン」を合成する。

〈　基底膜　〉

表皮と真皮の境目にある薄い膜。

　 それぞれ異なる構造を持つ表皮と真皮を分けるネットのような働きをしている。

〔基底膜の働き〕

・上皮細胞の支えになる。

・表皮と真皮を密着させそれぞれの動きをスムーズに保つ。

・表皮と真皮の間で物質の透過に対してフィルターの役割をしたり

　　栄養や老廃物を受け渡して物質交換のコントロールをする。

〔基底膜のダメージ〕

・紫外線の影響などで基底膜は断裂し、ダメージを受ける。

〔基底膜の損傷〕

・表皮細胞の動きが悪くなり表皮・真皮、両方に影響が及びターンオーバーが乱れ、

メラニンや古い角質を排出する事が出来ず、シミやくすみの原因となる。

　《　有棘層　》　

● 表皮の中で一番厚い層、数層～１０層からなる。

● リンパ液が流れていて、近く神経がある。

● ランゲルハンス細胞(免疫細胞）があり、皮膚内部状況を脳へ情報伝達する。

免疫機能が発動し、侵入物を排除し肌内部の状態を監視する。

ランゲルハンス細胞が活性化する事で、皮膚の生体恒常性機能（ホメオスタシス）

が保たれ、健やかな肌を維持する。

　《　顆粒層　》　

● 扁平な顆粒細胞からなる数層（2～3層）の層で形成される。

● 各層と共に肌のバリア機能を担う。

● 細胞質中にケラトヒアリン顆粒というガラス状の粒が多く存在し、

紫外線を強く屈折させ肌の奥へ浸透するのを防御する。

● ターンオーバーの過程で顆粒層から角質へと変化する段階でNMF（天然保湿因子）や

細胞間脂質（セラミド）が作られ各層へと放出する。
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　《　角質層　》　

● 人体の最外層の細胞層で厚さは平均約0.02㎜と食品ラップと同じくらいの薄さで

約10層～20層で重なっている。

● 細胞と細胞の間には、ラメラ構造からなる細胞間脂質(セラミド）がある。

〈角質層の役割〉…　外部刺激からのバリア機能や水分保持機能を持つ。

バリア機能とは…　肌の一番外側にある「角質層」が紫外線や摩擦、乾燥など

　　 外部刺激や異物の侵入を防いだり、内側に蓄えている水分が

逃げないようにする役割のこと。

※角層には「角質細胞」という細胞があり、その中にある「天然保湿因子（NMF)」

が水分を保っている。

並んでいる角質細胞の間を埋めて、細胞がバラバラにならないようにしているのが

「細胞間脂質(セラミド）」で肌の中に水分を留める役割をしている。

最後に各層表面を水(汗）と油（皮脂）が混ざって出来た「皮脂膜」が

覆っている。　内側からの水分の蒸発を防ぎ、

外からの刺激が入り込まないように保護している為

肌に備わる「天然のクリーム」とも呼ばれている。

この「天然保湿因子（NMF)」「細胞間脂質」「皮脂膜」の

３つがバランスよく整っているとバリア機能が正常に働くということである。

〈　角質層を構成する成分　〉

　 ・天然保湿因子　　　－水分を捕まえて離さず

（NMF) 　　角質層内部の潤いを保つ。

・細胞間脂質　　　　－水分を逃がさないように

　　サンドウィッチ状に挟み込む。

　　　 ・皮脂膜　　　　　　ー皮膚表面を覆い水分の蒸発を防いでいる。
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　《　真皮　》　

● 表皮の内側にあり　肌の組織の大部分をしめている　肌の本体とも言える。

● 部位などにより異なるが　皮下組織を除くと平均で約２㎜の厚さがある。

● 「コラーゲン」という線維状のたんぱく質がその大部分を占めている。

● その間を「ヒアルロン酸」などのゼリー状の気質が水分を抱えながら満たしている。

● これに「エラスチン」という線維状のたんぱく質も加わっている。

● これらの線維や基質を生成する細胞を線維芽細胞という。

● 「血管」「リンパ管」「皮脂腺」「汗腺」などの付属器がある。

〔真皮の働き〕

・大部分を占めるコラーゲンやエラスチンなどにより　土台として肌(皮膚）を支え、

肌の弾力やハリを保つ働きがある。

・表皮に栄養や水分を与える役割がある。

・さらに「血管」「リンパ管」や「皮脂腺」「汗腺」などの付属器があり、

生理的な機能も営んでいる。

〔血管〕

　 ・真皮全体に分布し皮下組織にある動脈や静脈につながっている。

「毛細血管という細い血管が表皮の基底細胞、真皮の線維芽細胞などに

栄養や酸素や水分を届け、老廃物や二酸化炭素を運び去る働きをしている。

肌(皮膚）の血管はまた体温調整にも働く。

厚くなると拡張し、血液を多く流して体外に熱を逃がそうとする。

逆に寒くなると収縮し、表面の血液を少なくして熱が逃げるのを防ぐ。

　《　皮下組織　》　

● 肌（皮膚）の３層構造のうち最も内側にある組織。

● 「表皮」と「真皮」を支えている。

● 大部分が「皮下脂肪」でそこに「動脈」や「静脈」が通っている。

● 肌組織に栄養を届けたり老廃物を運び出す。

〔皮下組織の動き〕

・大部分が皮下脂肪

→クッションの役割をして外部からの刺激や衝撃を和らげる。

・熱を伝えにくいという性質から断熱・保湿の働き。

・エネルギーを脂肪の形で蓄える役割。
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〔活性酸素と肌への影響〕

活性酸素は不安定な酸素のこと。　何かにくっついて安定しようとする特性をもっている。

くっつかれた物質は酸化されてしまう。

また、活性酸素はフリーラジカルの一種で、皮膚の細胞膜の働きを阻害し

過酸化脂質（酸化した脂質）を作り出す。

活性酸素による皮膚細胞の酸化はメラニン色素を誘発させ、シミの原因になる。

皮脂の酸化による刺激はニキビの炎症を招きそれを悪化させる。

そして、真皮層にあるコラーゲンやエラスチンを破壊し、シワ・タルミ・肌の老化　を促進する。

活性酸素と反応した皮脂は過酸化脂質となり

肌細胞を傷つける

↓

［シミ・シワ・たるみ・ニキビの原因になる］

↓

肌の酸化を防ぐため抗酸化力のある

化粧品を使うのが大切　‼

〔乾燥と肌への影響〕

肌の乾燥は分泌される水分と油分に左右される。

角質の水分を守るために汗腺から出る水分と皮脂腺から出る油分が

皮膚の表面でミックスされ、皮脂膜となり表皮をコーティングしている。

季節や年齢によって皮脂の分泌される量は違ってくる。

乾燥した肌は、角質がめくれあがって肌荒れを起こし、肌表面のバリア機能が低下すると共に

ターンオーバー（肌の再生周期）が乱れるようになる。

さらに肌の乾燥は表面だけではなく、表皮と真皮層にまで影響を与え

皮膚細胞とコラーゲンの力を弱め、シワ・タルミの原因となる。

　　　　　　　

角質がめくりあがり不揃いになる

ターンオーバーが遅くなる

↓

皮膚細胞がシワシワになる

↓

コラーゲンの力が弱くなる

→　シワ・タルミの原因になる

↓

　肌の保湿が大切
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〔思春期ニキビ〕

思春期ニキビはホルモンのバランスが崩れ、過剰に皮脂分泌することが原因である。

毛穴の中にたまった皮脂に紫外線や皮膚の常在菌の一つであるアクネ菌が作用して炎症し

さらに悪化すると化膿して、噴火口のように穴があく。

思春期ニキビは、皮脂分泌が特に多い額を中心にできると言われている。

過剰な皮脂が皮膚表面を覆い毛穴が皮脂でふさがる

↓

過剰な皮脂を取り除くための洗顔が何より大切　‼

〔大人ニキビ〕

大人ニキビはストレスやホルモンバランス・便秘・乾燥・不規則な生活

食べ物などの多くの原因で肌のバリア機能やターンオーバーが低下することで

発生する。

大人のニキビは口のまわりやフェイスラインにできる事が多い。

肌のバリア機能やターンオーバーが低下する

↓

　十分な保湿と体調を整えることが大切　‼

〔ニキビの炎症〕

思春期ニキビと大人ニキビはその発生原因こそ異なるが、毛穴がふさがり炎症を起こす。

炎症状態によっては真皮層にダメージを与え、ニキビ跡が凸凹になったり

色素沈着を起こす。

※ニキビは額・鼻の上・口回りに出来る事が多いが

　この部分の皮脂の分泌量が他の部位よりも2～3倍も多く

　毛孔がつまりやすい。

白ニキビ　…　毛孔の内側の角質肥厚で毛孔がふさがり皮脂が内部で固まり

　　　出口がふさがる。

黒ニキビ　…　毛孔が異物などで塞がれ皮脂が内部で固まり

　 　　先端が汚れや皮脂の酸化で黒くなる。

赤ニキビ　…　毛包内で繁殖したニキビ菌によって皮脂が分解されて、

　　刺激物質となり毛包の周囲が刺激を受けて炎症をおこす。

黄ニキビ　…　毛包内で繁殖したブドウ球菌が毛包外に出て

　　周囲の真皮組織を破壊して化膿させる。
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　　紫外線とは ・紫外線とは地球に到達する太陽光線のうち

　　　　　UV 　　波長が短くエネルギーの高い光を指す。

・UVとは　UltraVioletの略。

・紫外線は「UV-A波」「UV-B波」「UV-C波」の3種に分けられ

　　そのうちA・Bが地球に届いている。

　　紫外線の種類

UVC　→ 大気層（オゾン層）などで吸収され地表には到達しない。

UＶＢ　→ 大気層（オゾン層）などで吸収されるが一部は地表に届く。

UVＡ　→ 物質を透過しやすく雲などの影響を受けにくい。

■UVC　 （レジャー紫外線）（シミの原因）

・太陽から届く紫外線の約1割と量は少ないが肌への作用が強い。

・短時間でも肌が赤くなる「サンバーン」や数日後に肌が黒くなる。

　「サンタン」を引き起こす作用がある。

・波長が短いUVBは炎症やシミの原因や肌表面の表皮細胞やDNAを傷つける

　など、生態への影響が強い。

・皮膚の表面に届き皮膚や眼に有害。

・日焼けを起こしたり、皮膚がんの原因になる。

・皮膚細胞を守るためにメラニン色素が生成され、シミやソバカスの

　原因となる。

■UVA （生活紫外線）（シワ・タルミの原因）

・肌に急激な障害を与える作用は弱いが太陽から届く紫外線の

　約9割を占め、肌に蓄積的なダメージを与える。

・肌の奥の真皮にまで侵入し、肌のハリや弾力を失わせて光老化を

　引き超す原因になる。

　（コラーゲンやエラスチンを破壊してシワやタルミの原因となる。）

・すでにできているメラニン色素を酸化させ、肌を黒くさせる作用もある。

・UVBほど有害ではないとされているが、長時間浴びた場合は

　同じように細胞を傷つける。

・窓ガラスや雲を通過して皮膚の奥深くまで届く。

・シワやタルミなどの「肌の老化」を引き起こす原因になる。
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〔シミの原因〕

基底層にあるメラノサイトがシミの基となるメラニンをつくり出す。

　　1.　紫外線を浴びるとメラニン生成

表皮が紫外線を浴びるとメラノサイトに信号が送られる。

するとメラノサイトはメラニンという色素を生成し、細胞内のメラノソーム

という小胞に蓄積する。

メラニンが充満したメラノソームは、メラノサイトの先端から

ケラチノサイトに受け渡され、ここでメラニンが現れる。

メラニンはケラチノサイト内に留まり、紫外線から細胞核を守る働きをする。

　　2.　皮膚のターンオーバー

表皮の一番下の基底層にある表皮細胞が分裂して徐々に押し上げられ、

最後は細胞核のない角質に変化して、「アカ」となって剥がれ落ちる。

これがターンオーバーで、約28日のサイクルで行われる。

紫外線を浴びてつくられたメラニンも細胞と共に剥がれ落ちてゆくので

通常の一時的な日焼けなら約１カ月後には消える仕組みになっている。

　　3.　大量のメラニンの滞留がシミに

長時間又は、強い紫外線を浴びるとメラノサイトの数が増え、

メラニンの生成は活発化する。　

一方加齢、紫外線の浴びすぎ、肌への過度の刺激、ストレスなどにより　

ターンオーバーのサイクルが乱れると、新陳代謝が滞留し

メラニンも滞留してしまう。

たくさん生成されてもなかなか消えていかないメラニン

これが色素沈着が進んだシミの正体である。
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