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Abstract
The number of women with sensitive skin has increased recently. Sensitive skin is associated with a decline in barrier
function of the stratum corneum induced by a weak inﬂammation. However, other causes of sensitive skin, including skin
color, have not been investigated in detail. We investigated skin-related complications in women between the ages of 25 and
40 years using a web search in Japan and selected representative panels. Among those with sensitive skin, we focused on
women who have repeated skin problems. Women who repeatedly develop skin-related complications have concerns about
dryness and redness. Sensitive skin has higher transepidermal water loss values and lower skin water content compared with
normal skin; in addition, the stratum corneum in those with sensitive skin can be peeled off easily. Moreover, the indexes of
both red and black skin coloration were increased in women with sensitive skin. These increases probably occurred because
of repeated inﬂammation in the surface skin on the face. Next, we performed detailed investigations for determining reasons
for skin redness, and our results indicated that redness occurred owing to increased ﬂow in the blood vessels of the cheek. On
observing the cheek of panels using a video microscope, the entire skin surface was red, speciﬁcally the area with blood vessels and the epidermis around the skin pores. These results suggest that sensitive skin may develop red and black coloration
because of repeated skin problems compared to normal skin.
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いと言われている2） 。
–4）

言

日本では自称敏感肌人口の増加もあって，近年化粧品

「敏感肌」という言葉の定義は，皮膚科学的には確立

市場全体が伸び悩んでいるなか，敏感肌市場は拡大を続

されたものはない。ただ，お客さま自身が敏感肌である

けている5）。従来は防腐剤，香料，アルコールなどを添

という意識は高まっていて，香粧品科学領域では敏感肌

加しない処方が中心であったが，近年は角層バリア保護

を対象とした化粧品開発が進められている。「敏感肌」

機能をもたせつつ，さまざまな肌効果実感も得られる処

の指す意味は皮膚科医を含め捉える人によって異なり，

方にシフトしてきている6）。

アトピーやアレルギー体質を指す場合から，ささいな要

これまでの敏感肌研究は，角層の状態についての研究

因で肌トラブルを起こしやすいなど一時的な肌の不調ま

が多くなされ4）, 6）, 7），そのほかの項目についてはあまり検

でを含めるときもある 。敏感肌用化粧品は後者を主な

討されていなかった。たとえば敏感肌の皮膚の色に着目

対象としている。肌が不調になりやすい人は，一般的に

した研究としては，アンケートによる赤みの意識調査2）, 3）

角層の水分保持能力が低下し水分蒸散量が増加している

や角層細胞の面積が敏感度および赤みの発生頻度に関連

ことなどが指摘されており，また，ウィルスやアレルゲ

することを示した研究4），機器測定で赤みが高い傾向の

ンに対するバリア機能も低下していると考えられてい

あることに触れている例8）があるものの，敏感肌と色み

る。これにより免疫反応が起こりやすく，炎症が引き起

（赤み）の関連性に着目してその実態や要因など詳細に

こされがちとなり，痒みやかぶれ，赤みなどが生じやす

解析した研究はこれまでにない。今回われわれは，「繰
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