


皮膚の老化は

主として

紫外線による光老化



皮膚の紫外線ケア

紫外線の強い時期に特に重要な



紫外線(UV)に関する重要事項
★実測経験から紫外線の強さは空の青さに比例する （曇りの日の方が晴れた日よ
りも紫外線は強いというのは誤り）。
★実測結果によると三重大内の年間平均では７月が一番強い。
★地球レベルでは、赤道に近いほど強い。
★地域では、山や海は強い。特に雪山は。
★1日に20～30分くらい顔と手に太陽光を当てないと骨が脆くなる。
★当りすぎると皮膚の老化を早め、下手をすると『皮膚がん』になる。特に白人は。
『白内障』は角膜の日焼けである。
★日焼け止めクリームを塗るのはよいが、メラニン色素の合成酵素の阻害剤を使う
のはよくない。
★太陽光が暑いのは赤外線によるものであり紫外線ではない。
★紫外線をカットすれば農作物や海産物も増産となる。植物は光合成のために太
陽光が必須であるが、それは可視光線であって紫外線は有害な光線。
★紫外線はガラスを透過しにくい。特に波長が短いほど。
★柑橘類やキュウリなどにはソラレンが含まれており紫外線との相悪効果で、皮膚
障害を増強するので要注意！



生物に有害な領域

紫外線(UV)について

290～400nm

太陽光



紫外線の功罪

紫外線がヒトに必要な唯一の点

食品から摂取したプロビタミンＤは皮下に蓄積され、それが紫外線

によって活性なビタミンＤに変換され、そのビタミンＤは腸管からカル

シウムを吸収するのに必要なキャリアータンパク質（運搬屋）の合成

に必須のものなので、紫外線に全くあたらないと、いくらカルシウムを

摂取していてもカルシウム欠乏になる！

なので、１日に20～30分は顔と手に太陽光を当てる必要がある。

紫外線が有害な点

上記以外では紫外線は人体に良いことはなく、皮膚の老化の促進

や皮膚がん、白内障の原因になる。紫外線の影響で農作物や漁業

資源の減収にもなっている。



【例】生シイタケ 乾燥シイタケ
プロビタミンＤ ビタミンＤ

人体内 人体内
プロビタミンＤ ビタミンＤ
（不活性型）
皮下に蓄積 ビタミンＤ製剤を飲めば

太陽光に当たるのは不要

食べる 食べる

太陽光（紫外線）

太陽光（紫外線）

皮膚に当てる

紫外線によるビタミンＤの活性化

単なる加熱ではダメ



女性の方、骨粗鬆症に十分ご注意を！！

日焼けや皮膚の老化、皮膚がんになるのが嫌なのか、目だけ出した完全防御の

姿で皮膚に全く紫外線があたらないような状態で出歩いている女性を時々見かけま

すが、日本人は皮膚の色や遺伝子の関係で白人よりはるかに皮膚がんになりにく

いので、骨粗鬆症の予防の方に十分な注意をしないといけません。

閉経まではほぼ大丈夫ですが、閉経後にはエストロゲンの分泌が止まり、ホルモ

ンバランスが大きく狂うので、次ページに示す理由で急速に骨が弱くなり、骨粗鬆症

が発症します。発症してからカルシウムをいくら補給しても、もはや治療はできませ

ん。下手すると寝たきりになってしまいます。なので若い時に骨を丈夫にしておかな

いといけません。それにはカルシウムを十分に摂取し、運動をするとか階段を使うな

どして常に骨に負担をかけないと骨は丈夫になりません。カルシウム補充にはミル

クがいいです。



紫
外
線
過
剰
防
御
の
お
ば
ち
ゃ
ん

十
月
に
撮
影
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に

や
り
過
ぎ
で
す
。

それとも紫外線が危険な 『色素性乾皮症 xeroderma pigmentosum = XP』 の人か？



通常は、紫外線で遺伝子が損傷を受けても、すべての細胞が死んだ

り、がん細胞となったりする訳ではなく、大部分の細胞は遺伝子の損傷

部位を修復する機能、すなわち不定期遺伝子合成 (UDS：unscheduled 

DNA synthesis) 機能を有していて、損傷を受けた遺伝子を正常な状態

へと修復することができる。

しかし、色素性乾皮症患者では、この遺伝子損傷部位を修復する機

能が遺伝的に低下しているため、遺伝子レベルの損傷が固定化され、

異常細胞、すなわち、がん細胞の増殖に繋がり、皮膚がんが発生する

と考えられている遺伝子異常による疾患であり、紫外線に当たっては

いけない。



脊椎動物の最上位にある人間では、骨の進化上でエストロゲン、テストス

テロン、プロゲステロンなどのホルモンバランスは大変重要です。確かに閉

経になると生理のホルモンであるエストロゲンの分泌が止まり、骨吸収が骨

形成を上回り、骨量の急速な減少が起こります。なので、エストロゲンは骨

を丈夫にする作用があるのです。

生化学的には、閉経になると骨髄中のIL1-α、IL1-β、TNF-α、IL-6など

各種サイトカインのmRNA発現量が高まっており、エストロゲン投与でこれら

は低下し、IGF-1濃度などが高まるなどとか色々な学術的報告があります。

エストロゲンは乳がん発症とも関係があり、これの分泌回数の多い人（初

潮が早い、閉経が遅い、出産回数が少ないなど）は、そうでない人よりも乳

がんになりやすいと言われております。

生理の女性ホルモン：エストロゲンについて



骨はカルシウムの貯蔵庫

カルシウム

エストロゲン （カルシウムの貯蔵作用）

閉経になり、エストロゲンの分泌が止まると
骨からカルシウムが出ていく一方通行になる
ので骨がもろくなる！



皮膚の日焼け防止指数について

◎MED (Minimal Erythema Dose)；最小紅斑量

・例： 真夏の正午における日本中部の海岸≒20分
間

◎SPF (Sun Protection Factor)；日光防御指数 （これは対UV-B）

例) SPF=15ならば

15×20=300分=5時間有効

・紫外線を浴びて微かに赤くなる時の紫外線照射量

SPF＝
何も塗布していない時のMED

Sun Screen剤塗布時のMED

【注】SPF30以上は現実にはあまり意味が無いし肌にも良くない。
SPF50+ と書いてあるものは、SPF値が50以上という意味。



【注】SPFもPAも日焼け止め化粧品を1平方センチメートル
当たり2mg塗った時の値である。

◎PA(Protection Grade of UV-A) UV-A防御指数

SPFは肌が赤くなる原因を防ぐのに対して、

これは肌が黒くなる原因を防ぐ指標で次の

ように分類されている：

PA+ はPFA2以上4未満の効果があるもの

PA++ はPFA4以上8未満の効果があるもの

PA+++ はPFA8以上の効果があるもの



メラニンについて

★紫外線から自分の皮膚を守る自己防衛のために生産している。

★その原料はアミノ酸の『チロシン』であり、タケノコのエグ味物質

で、輪切りにして煮たタケノコが冷えると、その切り口に白い斑点

のように析出してくるもの。

★イカ墨、タコ墨などの黒い色素もメラニンである。

★生理前１０日間は紫外線対策を万全にしましょう！生理前に分

泌される黄体ホルモンの影響でメラニン色素が発生しやすくなる。

★日本女性は美白好きで、白人女性は小麦肌好き（ないものねだり）。

イカ墨パスタ

パラソル好き 日光浴好き



メラニンの生合成経路
イカ墨もメラニンです

ユーメラニンよりもフェオメラニンは化学的に安定

黒色 黄色



柑橘類の果汁（特にレモンやグレープフルーツに

多い）などに含まれる成分のソラレンが紫外線の作

用を増強し、皮膚に有害な作用を強めるので注意。

すなわち、紫外線感受性を高める光増感剤。

ソラレンは、パセリ、セロリ、きゅうり、など多くの野

菜にも含まれている。



ソラレンとは？

Psoralen
ソラレンとは、果物や植物に含まている「紫外線作用増

強物質」で、これを摂取すると紫外線への感受性が高まっ

て、日焼け、シミ、そばかす、しわが増加する原因になる。

日焼け止めの逆作用！

このソラレンを含む食べ物を食べると約２時間後に全身

にまわり、日焼けしやすい状態になってしまう。ソラレン自

体に害があるというわけではないが、紫外線の害を増強

するので、日光に当たる時間帯にはなるべく避けて、紫外

線の害を抑制しましょう。



ソラレンを多く含む食品

★レモン
★オレンジ
★グレープフルーツ
★いちじく
★きゅうり
★パセリ
★セロリ
★みつば
★しそ
★クロレラ など

食後に太陽光に当たる朝食や昼食には、
これらを食べる量をなるべく少なくしましょう。



ソラレンが少ない食品

★バナナ

★リンゴ

★イチゴ

★モモ

★ブドウ

★スイカ

など

これらは朝食や昼食に食べても大丈夫。



紫外線によるヘアレスマウスの皮膚がん発症実験

10月の快晴の日に、日本の地上に届く紫外線と同じ程度の強さの

紫外線を、皮膚の研究によく用いられているヘアレスマウスの背中に、

1回15分で、月・水・金の週3回照射するだけで、3ヶ月くらいで全てのマ

ウスで後出の写真のようになり、医学部の病理学教室の白石教授によ

る病理学的組織検査で『扁平上皮がん』と判定していただいた。

ネズミは、夜行性動物であり、普段は紫外線にあたることはなく、

紫外線耐性が非常に弱いので、遺伝的に毛の生えないヘアレスマウ

スは、この程度の紫外線照射で全て皮膚がんが発症するので、紫外

線による皮膚障害の防止の研究によく使われている。しかし、やや入

手しにくく高価であり、本格的な研究をするには大変であるが、皮膚

障害の予防の研究には必要な実験動物であるので、よく使っていた。



私の研究室でフランス製の紫外線自動照射装置を使って
紫外線による皮膚障害の研究を実施中の院生と卒論生



へアレスマウスに紫外線を照射するところ (実際には扉を閉めて照射)



へアレスマウスに紫外線を照射して発生した皮膚がん
（なぜか異常に爪が伸びる）



フランス製携帯型紫外線測定器で三重大学における紫外線
の強度を1年間にわたり毎日測定している時の様子



中国で共同研究者と太陽光の紫外線の強度を測定している様子 (北京の紫外線は非常に弱い)



上記の紫外線測定器で実際に毎日のように測定したところ、日本

では平均すると7月が一番紫外線が強いことがわかった。

曇りの日の方が晴れた日よりも紫外線が強いという間違った噂が

あるようだが、これは明らかに間違い。紫外線測定器で測定しなくて

も簡単に紫外線の強さを知る方法は、空の色を見ることである。すな

わち、季節や気温とは直接の関係はなく、空が抜けるように真っ青な

時は非常に強い。その青味が少ないほど弱い。なので、快晴 → うす

曇り → 曇り → 雨 の順に紫外線は弱くなっていく。

海外では、赤道近くやオーストラリアなどで強かった。北京などは

スモッグで常に空がもやっていて、紫外線はかなり弱い。なので紫外

線障害の心配はいらないが逆に紫外線不足 → カルシウム不足で

『クル病』が多く発症している。実際に北京へ調査に行った時には、

その実例を見た。信じられないことであるが、教室の天井から紫外線

ランプで照射している学校があると現地で聞いて驚いた。



紫外線の功罪

★功： 皮下に蓄積されているプロビタミンＤを
活性なビタミンＤに変換すること（唯一の功）
ビタミンＤは、腸管からカルシウムを吸収
するのに必須のキャリアー・タンパク質の
生合成に必要。なので欠乏するとくる病になる。

★罪： 皮膚の老化や皮膚がん、白内障の原因になる。
動物（特に魚介類）や植物の生育阻害

とにかく紫外線と活性酸素は健康の敵！
ただし、両者ともに有益・必須な点もあるが、有害性の方が大。



短期研究に行っていた

フロリダ大学の様子

特に人とワニの日光浴





歴史的建造物



フロリダ大学の身分証明書



私の教員室





Prof. Dr. Federo



大学内にある池には先住民である野生のワニがたくさんいるので要注意



池から岸辺に上がって日光浴中のワニ (日本の大学ではあり得ない風景)



日光浴中 (ワニもプロビタミンＤの活性化に紫外線が必要なのか？！)



医学部と農学部の間にある浅い小川にいたワニ



フロリダ大学のキャンパスにあったGATORADE（ワニに由来する名前）の自販機
フロリダ大学の先生が開発した清涼飲料水。



皮膚での『ないものねだり・できないことねだり』などで
起きる問題点

★白人は小麦色に焼きたいので必死に日光浴する
→焼けずに皮膚がんになる

★日本人は白い肌に憧れて日焼けしたくないので
過剰に防御する→骨粗鬆症になる

日傘を差すのは日本人。白人は絶対に差さない。
奇異に見られているし、通行の邪魔で目に危ない。
欧米人は小雨なら傘を差さない人も多い。マスクも
同様で、日本人特有の習慣。



日本の大学では絶対にあり得ない日常の普通のキャンパス風景
(以下、学生たちが授業の合間に日光浴をしている様子を4月に撮影：4月でも日本の夏のような気候)



フロリダ大学のキャンパスでは、このような風景は普通にあちこちで常に見られる





フロリダの日差しは非常に強く、日焼け止めも塗らずに日光浴をしており『皮膚がん』が心配！！



皮膚がんと乳がんは、

自分で見つけられる。



悪性黒色腫 Malignant Melanoma

人種的にみると白人、黄色人、黒人の順に多い。アメリカやオーストラリアの白人

の発病率は日本人の数倍以上である。

皮膚における発症部位をみると、白人では顔、体躯、下肢、上肢に多く、日本人は

足底、下肢に好発するが、黒人では大多数が足底である。したがって原因は、紫外

線だけではない。男女差はほとんどない。発症年齢は20歳台より上昇し60歳台まで

あまり大差がなく、いわゆるがん年齢は悪性黒色腫にはない。

病名が示すように悪性度が高く、非常に転移しやすくて増殖が非常に早いので、

原発部位が皮膚でも内臓に転移して命を落とすことになる。そのために、変な形で

急速に大きくなるホクロのようなものが顔や足の裏などにできたら、大至急に病院

へ！！ 足の裏にもできるのが特徴。この場合は紫外線が原因ではなく刺激か。



へ

悪性黒色腫（メラノーマ）
鼻の周辺や足の裏にできやすい



足の裏にできた悪性黒色腫



悪性黒色腫

ホクロ

正面 断面 大きさの変化

ほとんどない

急速に大きくなる

ホクロと悪性黒色腫（メラノーマ）の違い



皮膚とUＶの総括

(1) UV-A、UV -Bは、生体内で活性酸素/フリーラジ
カルを発生させ、光老化やがん化を引き起こす。

(2) 光老化やがん化は、UV回避を心掛けることで遅
延や防止をすることが可能。

(3) UVの脅威から皮膚を守るには、まずサンスクリー
ン剤（日焼け止め）の使用が有効。

(4) 体内で発生した活性酸素/フリーラジカルは、抗
酸化性物質によって消去されるので、それを積極
的に摂取するとよい。




