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Abstract
This study aimed to examine the incidence of cosmetic dermatitis in 2019 to identify cosmetic allergens. We performed 

a 48-hour closed patch test on the backs of patients who came to our hospital on suspicion of cosmetic dermatitis. Patch test-
ing was performed with each patient’s own cosmetics, the Japanese baseline series, cosmetic allergens from AMED (Chief 
researcher Kayoko Matsunaga), and hair care products. Patch test result was judged according to the International Contact 
Dermatitis Research Group (ICDRG) Recommendations. A reaction stronger than or equal to (+) at 72 h or 7 days after 
application was regarded as a positive reaction. 263 cosmetics products were tested on 54 patients with suspected cosmetic 
dermatitis. Of these, 6 patients showed positive reactions with total of 7 cosmetic products. Skin whitening cosmetics were 
the most frequent causative cosmetic allergens in 2019, although the most frequent patch test positive products (a reaction 
stronger than or equal to ?+) in the last 20 years were shampoo, rinse and washing soap (31%～50%).

Key words: contact dermatitis, patch test, cosmetic products, cosmetic allergen.

1. 緒 言

化粧品は「医薬品，医療機器等の品質，有効性および
安全性の確保などに関する法律」（旧薬事法）で「人の身
体を清潔にし，美化し，魅力を増し，又は皮膚もしくは
毛髪を健やかに保つために，身体に塗擦，撒布その他こ
れらに類似する方法で使用されることが目的とされてい
る物で，人体に対する作用が緩和なものをいう」1）と定
義されている。これらの化粧品成分は新たな成分開発
により日々変化しており，近年は美白，にきび予防やア
ンチエイジング機能などを保持する有効成分を配合し
た「薬用化粧品」の使用頻度も増加している。その結果，
新しいアレルゲンの出現にも注意する必要がある。今
回，われわれは，「薬用化粧品」と染毛剤などの「医薬部
外品」を含めた化粧品の皮膚障害の頻度と，原因製品や
原因アレルゲンを明らかにする目的で化粧品による接触
皮膚炎を疑いパッチテスト（PT）を施行した結果をまと
めた。

2. 対象および試験方法

2–1. 対象
対象患者は自由意思による PT参加の同意文書が得ら
れている。2019年4月～2020年3月までに東邦大学医
療センター大森病院で実施した PTは189例（男性：28
例，女性：161例）である。そのうち，化粧品による接
触皮膚炎を疑い，持参した化粧品で PTを施行した54例
を対象とした。内訳は男性3例（30歳～61歳；平均年齢
45.7歳）で，女性51例（21歳～80歳；平均年齢44.1歳）
であった。

2–2. 方法
2019年度の PTに用いた試薬は，持参化粧品と共に

Japanese baseline series（JBS），AMED松永班共同研究配
布アレルゲン（特定臨床研究：jRCTs041180105），日本接
触皮膚炎研究班（JCDRG）共同研究化粧品添加剤配布ア
レルゲンや持参化粧品に関連した当科常備のアレルゲン
シリーズで可能な限り同時に貼付した。患者が持参した
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