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Abstract 
The skin undergoes regressive changes after the menopause. It has been reported that menopausal skin 

changes are not only prevented but also to some巴xtentreversed by hormone replacement therapy (HRT). The 

damages in the skin after the menopause and during HRT are not known well enough. We performed the evalu-

ation of the skin surface hydration inνivo by electrical measurement. Fifty-two females with HRT and 33 age-

matched females without HRT W巴re巴moiledinto this study. In the group without HRT, decreased skin surface 
hydration was found to increase with age and there was a statistically significant differenc巴b巴tweenthe 40’s and 

the 60’s. However, in the group with HRT, ther巴wasnot any significant decrease evident with increasing age. 

Therefore, we concluded that HRT was effective in maintaining skin surface hydration. We also examined 

changes in dry skin, itching, pigmentation and skin elasticity after HRT by sending out questionnaires to the sub-

jects with HRT. The subjects who became aware of the benefits of HRT outnumbered those who didn’t. How-

ever, the vast majority still remained unaware of the benefits of HRT to their skin condition. Taken together, 

HRT may be effective to prevent skin aging or to maintain skin function, but most people undergoing HRT are 

unaware of these benefits. Therefore, cosmetics may play some role in increasing the su句ectiveeffect on keeping 
the skin in good condition. 
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ホルモン補充療法（hormon巴 replacement therapy, 

HRT）は北米を中心として閉経後女性に対し行われて

きたが，最近本邦でも HRTが施行されるようになっ

た。HRTにはさまざまな効果があり，中高年女性の

Quality of Life (QOL) をあげているといわれている

が，皮膚に対してどのような作用があるかは不明の点

も多い。いっぽう，鍛，しみなどを防ぎ，皮膚の老化

を予防することにより，中高年女性の QOLをあげる

ことは，香粧品の大切な役割のひとつである。 HRT

の普及に伴い香粧品の役割も変わっていく可能性も考

えられる。そこで今回，日本香粧品科学会の 21世紀

記念大会の会長講演として「中高年女性の皮膚とホル

モン補充療法（HRT)Jを取り上げた。

まず中高年女性の皮膚の変化につき簡単に触れ，次

にホルモン補充療法とはどのようなものかを述べる。

また，聖マリアンナ医科大学皮膚科と産婦人科で私ど
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もが行った角層水分量を指標とした HRTの効果と

HRTを実際に受けている人に対して行ったアンケー

ト調査の結果を示し， HRTと香粧品の今後の役割に

ついて考察した。

1. 中高年女性の皮膚の変化

加齢に伴い皮膚の生理機能が低下し，皮膚は表皮も

真皮も薄くなり，織やしみが増えることは衆知のこと

であるが，女性のみにみられるものではなく男性にも

みられる。光老化も加わるので，正常の皮膚で閉経に

よる女性ホルモンの変化のみの影響を検討するのは難

しい。

加齢による皮脂量の変化は男性ではゆるやかに減少

するのに対し，女性は閉経後皮脂量が激減する I）。 皮

膚の構造の加齢による変化についてはこれまで多くの

報告2），めがあるので，ここでは実際の組織を示す（Fig.
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