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〈教育セミナー〉
光老化を防御する―光に関する基本知識から最新のサンケア製品まで―

サンスクリーンの長期使用効果
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誠 1,2,*

Effects of a Long Term Use of Sunscreen
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Abstract
Continuous use of sunscreen products prevents not only sunburn or suntan, but also signs of photo-aging such as wrinkles or pigmentation spots. In the U.S., sunscreen products are categorized as over-the-counter drugs. If certain conditions
are fulﬁlled, statements on the preventive efﬁcacies against skin cancer and early skin aging are allowed on the package insert. The EU commission also stated sunscreen products can prevent the damage linked to photo-ageing. Application of
sunscreens is strongly recommended for the prevention of photo-aging or skin cancer in these countries. However, statements
on the preventive effects of sunscreen cosmetics against photo-aging or skin cancer are not approved in Japan because their
efﬁcacies in Japanese people are unclear because of the lack of reliable data. This article reviews the studies that demonstrated the preventive effects of continuous application of sunscreens on photo-aging, and also describes our three-year study on
sunscreen application for Japanese elderly subjects, which is probably the ﬁrst long-term, interventional, clinical study conducted in Japanese people. The results of our clinical study showed that continuous application of the appropriate amount of
sunscreen prevents photo-aging signs such as a change in skin color tone uniformity, similar to that seen in Caucasians. Our
study investigating the relationship between efﬁcacy and the amount of sunscreen applied, in order to examine the appropriate use of sunscreens to achieve a sufﬁcient effect, is also introduced here.
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本稿では，実際に日焼け止め料を長期間塗布する試験

はじめに

系からその光老化予防効果を検証している研究報告につ

日焼け止め料はサンバーンやサンタンの予防，すなわ

いて紹介するとともに，われわれが日本人高齢者を対象

ち，その名のとおり「日焼けを止める」効果を持つ。さ

に実施した日焼け止め料の長期使用試験についても解説

らに継続使用することでしみやしわ等の光老化症状を予

する。また，長期使用試験の結果から見えてきた日焼け

防する。アメリカや EU などの地域では，日焼け止め料

止め料の使用量の問題に関しても過去のわれわれの報告

の効能として皮膚がんや光老化を予防することが公的に

結果を交えながら述べていく。

認められ，皮膚がん予防や光老化予防のために日焼け止

2.

め料の使用が推奨されている。
しかしながら日本では，日焼け止め料の効能として，

動物を用いた光老化抑制効果研究
日焼け止め料の光老化予防効果を実験的に示した最初

しわ，たるみなどの光老化に対する予防効果をうたうこ

の研究報告は，四半世紀以上前の動物実験の報告にまで

とは現状認められていない。この理由としては，日本人

さかのぼる。

を含む有色人種は紫外線に対する感受性が白人種ほど高

Kligman らはヘアレスマウスに 30 週間紫外線を照射

くなく，紫外線による光老化の進行ならびに紫外線防御

することで真皮組織が破壊され光老化が起きること，照

によるその進行抑制も白人種に比べると限定的だと考え

射部位に SPF15 の日焼け止め料を塗布しておくことで

られること，また，日焼け止め料を使用することで日本

この光老化症状が抑制されることを観察し，日焼け止め

人の光老化症状が抑制されたことを実証するようなデー

料の光老化予防効果を示した1） 。
–7）

さらに興味深いことに，これらの実験では日焼け止め

タに乏しいことなどが挙げられよう。
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