日本香粧品学会誌

Vol. 43, No. 1, pp. 8–13（2019）

〈一般論文〉

セルフメディケーションにおけるスキンケアの役割の検証
—アトピー性皮膚炎患者を対象とした臨床使用試験—
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Abstract
Recently, in the ﬁeld of dermatology, the number of patients, especially adults, with atopic dermatitis (AD) has increased. 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 containing 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 testing 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 preventing 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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本研究は，東邦大学医療センター大森病院倫理委員会

配慮も重要な側面と考えられている 3）。
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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

2–1.

化粧水 1（しっとり），化粧水 2（とてもしっとり），乳

用は，皮膚炎症状の緩和および再燃予防に寄与すると考
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