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Abstract
Hair and scalp tend to get dirty. Excess sebum may result in dandruff, itching and unpleasant odors and causing reduced
QOL. Not only healthy people, but also cutaneous diseases patients such as atopic dermatitis need to shampoo. However,
shampooing itself causes irritation in their skin and disease progression. Recently excessive shampooing becomes subjects of
discussion. Therefore a low-stimuli shampoo with adequate cleansing ability is desired. In this paper, we report the development of the prototype shampoo by adequately formulating mild anion, amphoteric and nonion surfactants. Consequently, it
was shown the prototype shampoo possessed rich foaming ability and low skin-irritation-index. The treatment auxiliary effects were observed in more than 90％ of the subjects in the clinical trial, while 9％ of the subjects felt worsening on their
scalp. These results suggested the prototype shampoo was suitable for the maintenance of healthy scalp, even for cutaneous
disease patients.
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とがあり，適正量の配合が重要となる。一方で，被髪頭

言

部に皮膚疾患がある場合でも，余分な皮脂や細菌，真菌

頭皮は比較的皮脂腺が密に存在し，皮脂量が多く汚れ

などを除去する必要があり，症状の悪化を防ぐためにも

やすい1）。頭皮に付着し酸化した皮脂は，フケ，痒み，

頭部を清潔に保つ洗髪は重要である。日常の使用を考慮

匂いなどの原因となり，生活の質（QOL）の低下を招

した適度な洗浄力を持ち，処方全体として低刺激化を考

くのみならず，皮膚の健康を損なう可能性もある2）, 3）。

慮し，各界面活性剤を適正量配合したバランスのよい

そのため，皮膚を清浄に保つため頭皮・頭髪専用の洗浄

シャンプーが望まれている。

料（シャンプー）が使用されてきた。
シャンプーの主成分であるアニオン性界面活性剤は，

今回，頭部皮膚疾患患者を対象に，われわれが構築し
た低刺激性プロトタイプシャンプー（以下試験シャン

それ自身が皮膚刺激性を持つ物質であり，通常の洗髪条

プーと示す）の安全性および使用性を総合的に評価し，

件では，平均 0.9 µg/cm が皮膚に残存するという報告が

患者の QOL 向上に寄与するか否かについて検討した。

2

ある4）。加えて，過度なシャンプーは，皮脂の過剰な除
去，天然保湿因子（NMF）や角質細胞間脂質など，皮
膚の恒常性維持に必要な成分の溶出による皮膚のバリア

2–1.

機能の低下の誘因となる 。
したがって，アトピー性皮膚炎，頭部皮膚炎などのよ

Formulation of prototype shampoo.

Water, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl methyl aminopropionate, Sodium methyl cocoyl taurate, PEG-150 distearate, Polyquaternium-10, Polyoxyethylene cetyl stearyl diether, Edetate, Anhydrous citric acid, 1,2-Hexanediol, Paraben

した状態にある頭部皮膚疾患患者にとっては，低刺激化
したアニオン性界面活性剤配合シャンプーでも，その配
合量が過度な場合には症状の増悪，再燃，刺激となるこ
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Table 1.

うに角層バリア機能が低下し，物質の皮膚浸透性が亢進

1

法

アトピー性皮膚炎，接触性皮膚炎，脂漏性皮膚炎など
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