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Abstract
Many cosmetics, not only skin care products but also make-up products, are employed together with pharmaceutical 

products in dermatology. We dermatologists recommend the use of moisturizer for preventing the development of eczema-
tous lesions from xerotic skin such as atopic xerosis and senile xerosis. We also utilize sunscreen products together with 
physical protection such as hats and long sleeved-shirts for the prevention of photoaging such as solar lentigines and wrin-
kles as well as various skin tumors that are caused by a history of prolonged sun exposure. Moreover, strict photo-protection 
with sunscreen products is required in patients with photosensitive dermatoses and with diseases whose skin symptoms are 
easily exacerbated by sunlight exposure. The former includes xeroderma pigmentosum, chronic actinic dermatitis and poly-
morphous light eruption, the latter includes systemic lupus erythematosus, dermatomyositis and rosacea. In aesthetic derma-
tology, we recommend to the use of retinol or retinoic acid products for facial wrinkles due to photoaging. Whitening agents 
such as hydroquinone are utilized for treating melasma. Make-up products are utilized to camouflage mottled pigmentation 
and telangiectasia caused by photoaging and skin disorders whose symptoms are mainly color changes such as birthmarks, 
vitiligo and scars. Camouflaging lesional skin is helpful for improving the quality of life of patients.
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1.　は じ め に

「スキンケア」は，皮膚を健康に保つために皮膚に対
して行う日常行為である。その行為の内容は，行う人に
よって，また想定される場面によっても若干異なること
もあるが，皮膚科医が一般的に考えているスキンケア
は，①皮膚を清潔に保つ「保清」，②皮膚の乾燥や亀裂
を防ぎ，刺激から皮膚を守る「保湿・保護」，そして③
太陽紫外線障害から皮膚を守る「紫外線防御」の三つで
ある。「化粧」は，「化ける」「美しく粧う」という意味
が強いメイクアップを想起させられるが，「化粧品」に
は，メイクアップ化粧品とスキンケア化粧品が含まれ，
後者のスキンケア化粧品は日常のスキンケア行動に不可
欠なものとなっている。筆者はスキンケア化粧品をさら
に，日常的な保清，保湿，紫外線防御の基本的スキンケ
アを行うために用いられるスキンケア化粧品と，美白，
抗シミ，抗シワなど若返り効果・美容的効果を期待する
機能性化粧品に分けて考えている。本稿では，皮膚科治
療で役立てている化粧品について述べたいと思う。

2.　保 湿 剤

保湿剤は，角層内に水分ならびに水分を保持する成分
である湿潤剤を直接に寄与することにより，あるいは，
表面を油脂性成分で覆うことにより，体内から蒸散して
くる僅かな水分である経表皮水分喪失が貯留することで
角層水分量の上昇をもたらし，皮膚表面の角層に潤いを
与えて柔軟な性状にし，さらには，外的刺激から皮膚を
保護する役割も担う。皮膚科診療では，乾皮症（乾燥皮
膚，ドライスキン）に続発する湿疹の予防のために，乾
皮症を呈する疾患である冬期乾皮症，アトピー性乾皮
症，老人性乾皮症などに保湿剤が適用されることが多い
が，近年その適応の範囲は増加している（Table 1）。臨
床の場面では，疾患皮膚に使用されることにエビデンス
があり保険適用により患者費用負担が軽減されることか
ら，処方箋で処方するヘパリン類似物質含有保湿剤や尿
素含有保湿剤，白色ワセリンなどを保湿剤として用いる
ことが多い。病院で処方される保湿剤のほうが化粧品の
保湿剤よりも効果が高いと思っている一般人（患者を含
む）が多いが，保湿ならびに保護効果が医薬品と同程度
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