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Abstract
Purpose: The skin physiology was measured to evaluate inﬂuence of facial aesthetic treatment on the skin. Method: One
expert and several neophytes practiced basic facial aesthetic treatment to 34 adult women. 3 measurement indexes (stratum
corneum water content (SC water), transepidermal water loss (TEWL), water content under stratum corneum) were measured at three sites (forehead, cheek and near the nasal wing) before and after treatment. The measured values were scored
(value after the treatment/value before the treatment), and the relationship between the score and site, age, the proﬁciency of
the treatment was estimated. Results: There was no signiﬁcant difference between sites in all measurement index (Kruskal–
Wallis, p≧0.05). There was a correlation between score and age at several sites (Spearman s rank-order correlation, p<0.05),
score increased according to age in all correlation sites. At the cheek where both the SC water content and TEWL correlated
with age, the score of TEWL increased according to SC water content by only neophytes (Spearman s rank-order correlation,
p<0.05). Consideration: While it tends to be effective as older people become, the barrier function also tends to decrease, so
TEWL also increases. Improvement in treatment technique could reduce the deterioration of barrier function. Both expert
and neophyte showed a TEWL score of 2 or more (n=2), so there is a possibility of causing unexpected reactions, so sufﬁcient care is needed.
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本邦ではエステティック施術利用は年間 1,000 万人以

2–1.

験
被施術者および施術者

上といわれているが，その一方で近年エステティック

被施術者としての成人女性（34 名，23〜61 歳（平均年

施術による年間 600 件以上の健康被害報告が継続してい

齢 39.4 歳））を対象に行った（Table 1）。選定基準は自由

る。2013 と 2016 年に美容皮膚科学会会員へ行ったアン

意思による試験参加の文書同意が得られた成人女性と

ケートの結果，主な被害は化粧品の接触皮膚炎や手技，

し，以下の条件に該当する場合は除外した。

機器による熱傷であった 。

①敏感肌およびアレルギー（アトピー性皮膚炎や化粧品

1）

このうち，エステティックサロンで頻用されている

かぶれなど）

化粧品や香料のパッチテストによる刺激評価を 2013〜

②循環器疾患で治療中（高血圧や心臓病など）

2015 年にかけて行った結果では安全性に問題はなかっ

③顔の疾患で治療中（皮膚，眼などの疾患および美容外

た。そこで，今回フェイシャルスキンケア施術による皮

科の施術）

膚への影響を確認するため，健常者における施術前後の

④まつ毛のエクステンションをしている，またはアート

水分量やバリア機能の変化について検討した。
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