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Abstract
Recently, in the field of dermatology, the number of patients, especially adults, with atopic dermatitis (AD) has in-

creased. In addition to conventional drug treatments, the appropriate use of skin care products can help in the recovery of 
normal skin conditions, thus improving the quality of life (QOL) of patients with AD. Therefore, an appropriate use of skin 
care products is expected to help facilitate self-medication. This study investigated efficacy of skin care products contain-
ing tranexamic acid in AD patients. After using prototype skin care products for 4 weeks, a significant recovery from drying 
and itching symptoms was observed. The average water content of the stratum corneum increased significantly from 70.5 to 
95.5 AU. Approximately 65% of the subjects realized the importance of skin care. Assessment of skin irritation by patch test-
ing in patients with dermatitis showed that prototype skin care products caused almost no irritation, and no severe adverse 
events were detected in the clinical trial. Overall, this study indicated that daily skin care may play a partial role in prevent-
ing the recurrence of dermatitis. It was shown that the appropriate use of skin care products was beneficial for patients with 
AD and could contribute to the promotion of self-medication among patients with AD.
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1. 緒 言

アレルギー性疾患は近年増加傾向にあり，アレルギー
は国民病とまで言われている。以前は子供の疾患と考え
られていたが，平成26（2014）年に発表された厚生労働
省の患者調査によると，成人 AD患者は増加しており，
とりわけ40～44歳の AD患者数が突出している 1）。成人
ADの約8割は，心理社会的ストレスが症状の増悪に関
与しているとの報告もあり 2），治療において心身医学的
配慮も重要な側面と考えられている 3）。
近年，高齢化，生活習慣病の増加，高度先端医療費等
の要因により，国民医療費は増大の一途をたどってお
り，医療費抑制の方策として，セルフメディケーション
推進の重要性が増している。

AD治療に並行した，適切なスキンケア製剤の日常使
用は，皮膚炎症状の緩和および再燃予防に寄与すると考

えられており 4, 5），AD患者の QOLの向上への貢献を通
じ，セルフメディケーション推進の一助となることが期
待される。
以上の背景から，AD患者におけるスキンケアの有用
性を評価する目的で，抗肌荒れ効果が報告されているト
ラネキサム酸 6）を有効成分として配合したプロトタイプ
製剤を作製し，患者の皮膚状態を観察した。

2. 方 法

本研究は，東邦大学医療センター大森病院倫理委員会
の承認後に，東邦大学医療センター大森病院皮膚科外来
で被験者から文書によるインフォームドコンセントを得
たうえで実施した。
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