技術委員会 第１分科会

保湿性の評価方法の確立（その９）
委員

井狩 亜紀

香粧品業界では、香粧品による保湿作用について、既にいくつかの試験方法が確立されている。
一方、繊維業界では、衣類分野において、種々の加工により保湿効果をうたった製品が市販されて
はいるが、ヒトの皮膚そのものに対する保湿性の評価方法が存在していないのが実情である。
そこで第１分科会では、2008 年より「繊維による保湿性の評価方法」を確立すべく、種々の検
討を行い、冬季における下腿すね部の角質水分量、経皮水分蒸散量を試験前後（初期と４週間後）
に計測・比較することによって、保湿性の評価が可能であることを既報にて明らかにしている。
この保湿性の評価方法を用いて、これまでさまざまな条件を検討し、皮膚の保湿性向上効果とし
て有効性が確認できている。
昨年度は、これまでの検討で明らかとなっている保湿効果のある試験条件(表①〜④)および⑤の
条件において、保水による皮膚へのムレの影響を河合法にて調査した。結果を以下の表に示す。
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①〜④の保湿性評価試験は秋冬環境で行い、昨年度の河合法による試験は春夏環境で行った。
したがって、今年度は秋冬環境で昨年度と同様の河合法による試験を行い、試験時期による皮膚
刺激性の違いを確認した。
また、通気と保水を確保した系（表の⑤条件）での皮膚への保湿効果の調査を試みた。
以上
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技術委員会 第 2 分科会

低刺激製剤の D-SQUAME®による評価試験

−その 2−
委員

久間 夕佳

第 2 分科会では 2013 年より、微弱な刺激性評価における皮膚表面形態の変化を捉える評価法と
®

して、D-SQUAME による角層鱗屑評価の有用性に着目した基礎検討を行ってきた。
®

基礎検討では、D-SQUAME によるバラツキ要因や試験条件・評価法の精緻化に向け、貼付部
®

®

位の設定、測定環境、D-SQUAME の皮膚への圧着時間、D-SQUAME を貼り付ける台紙の改良を
進めたことで試験条件を確立した。
®

基礎検討による試験条件を踏まえて、昨年度の共同研究では、D-SQUAME を微弱な刺激性の評
®

価法として有効活用するために、低刺激モデル処方の洗浄剤を用いて D-SQUAME の刺激性評価に
ついて検討した。試験は過去の共同研究を参考に、刺激物質のラウリル硫酸ナトリウム（SLS）に
®

対して D-SQUAME による鱗屑指数（Desquamation Index；D．I．）に変化を認めた 8 回連続洗
浄による手法を用い、D．I．、角層水分量、経表皮水分蒸散量（transepidermal water loss；TEWL）
を指標に評価した。
®

D-SQUAME による角層採取および角層水分量、TEWL 測定は、試験前、4 日目および 7 日目に
実施した。また洗浄は、試験前の肌測定および角層採取後に 8 回洗浄処理を行い、2 日目以降の洗
浄は行わないこととした。なお、ブランク部位は洗い流しのみの処理とした。その結果、ブランク
に対して SLS は 4 日後の角層水分量に有意な減少を認めたが、D．I．、TEWL に有意な差は見られ
なかった。また、低刺激モデル処方の洗浄剤は、いずれの評価項目に対しても有意な差を認めなか
った。
刺激物質である SLS の D．I．に有意差が見られなかった点について、試験を気温が上昇しやす
い 5 月に実施したため、発汗等による季節的要因が洗浄による肌荒れ作製に影響したとも考えられ、
発汗が抑えられる時期に再度確認試験を実施することとした。
®

本年は、発汗等による季節的要因を払拭し、D-SQUAME を利用した安全性評価の有用性につい
て、昨年 5 月に実施した試験条件と同様の方法で 1 月〜2 月末に確認試験を試みた。
その結果、本試験条件によりブランクに対して SLS は角層水分量の減少、TEWL の増加を認めた。
®

また D-SQUAME による角層採取では D．I．の増加を認め、皮膚表面形態の経日的な変化を捉え
ることができたが、低刺激モデル処方 A、B は、皮膚表面形態の変化を、D．I．および角層水分量、
TEWL によって捉えることができなかった。低刺激モデル処方 A、B で明確な差を捉えられなかっ
た要因の 1 つとして、低刺激製剤による皮膚表面形態の変化は、測定前の個々の肌状態が大きく影
響するものと考えられる。
Ⓡ

今回の確認試験において、SLS の D．I．での経日変化から、D-SQUAME は角層水分量や TEWL
と同様に、皮膚表面形態の変化を捉えられるパラメータとして利用可能と考えられた。また、角層
変化が僅かと想定される微弱な刺激製剤の評価では、肌荒れ状態の作製において測定前の個々の肌
状態が大きく影響することが考えられるため、安定的な皮膚表面形態の作製方法を検討することに
より、微弱な刺激性による皮膚表面形態の変化を D．I．で評価できる可能性がある。

-2-

技術委員会 第３分科会

保湿剤によるテープ刺激の低減効果（その 2）
副委員長

薄 竜太郎

第 3 分科会では 1989 年の発足以来、粘着テープの皮膚刺激について様々な角度から検討を重ねて
いる。昨年度からは、「保湿剤によるテープ刺激の低減効果」という新テーマで、保湿剤を塗布す
ることにより、皮膚刺激の低減効果がどのようになるかを評価し、その有効性の有無の検証を行っ
ている。本テーマは、年齢や疾病等によって皮膚状態の良くない方や皮膚がデリケートな方にスキ
ンケアを施すことにより、刺激によって粘着テープの使用が制限されていた方々にも快適に粘着テ
ープを使用していただける可能性の検証を目的としたものである。
〈基本的な試験方法〉
① 片方の前腕内側部に保湿剤を塗布（前処理：1 週間 朝晩塗布、試験期間中：晩のみ塗布）
② 2 種類のテープを両腕に貼付（不織布テープ・PE テープ）
③ 一定時間後（約 5h）にテープを剥離
④ 各項目の測定実施（皮膚に対するテープ粘着力、角質細胞剥離面積、皮膚水分量、皮膚水分蒸
散量）
⑤ 上記測定結果より、皮膚刺激低減効果を評価
昨年度 4 月に実施した予備試験より、不織布テープでは保湿剤有りの方が皮膚粘着力は高いにも
関わらず角質剥離面積は低くなる傾向がみられ、保湿剤の使用はテープ貼付による皮膚刺激の低減
対策として有効となる傾向が認められた。しかしながら、夏場の測定では発汗の影響で保湿剤塗布
による効果が出にくかった。そこで、今年度は発汗の影響が少ない冬場に試験を実施したので報告
する。
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図 1 皮膚粘着力と角質剥離面積の関係 （昨年度 4 月の予備試験より）
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グレード４の深いシワまで改善する「純粋レチノール」
〜皮膚科医が認めた唯一の成分〜
株式会社資生堂

グローバルイノベーションセンター
大田 正弘

皺（シワ）はその人の人生を刻んだ証でもあり、容貌を特徴付けるものである。一方で美容的な
観点から、多くの方が関心を寄せる肌悩みの一つである。我々の調査によると、多くの女性が「写
真を撮るときなど、シワができるのを気にして思い切り笑わないようにしている」と回答した。シ
ワを気にして表情を出すのを躊躇っている現実があり、シワを改善することで本来の豊かな表情を
出せるようにソリューションを与えることこそ、我々化粧品メーカーとして存在意義を示す役割が
大いにあると考えられる。
薬事法上、シワに対する訴求は日本国内ではこれまで制限されてきた。「乾燥による小ジワを目
立たなくする」の訴求以上は認められていなかった。一方で欧米を初め中国や韓国等、海外ではシ
ワに対する訴求が認められ、日本は国際的に非常に遅れていた。
我々は日本香粧品学会が策定した「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に則っ
てプラセボ対照無作為化二重遮蔽試験により臨床試験を実施した。その結果、皮膚科専門医による
視感判定、及び機器評価（レプリカ）のいずれの評価においてもレチノール塗布群はプラセボに比
べて有意にシワを減少させた。同ガイドラインに則ってシワを改善する有効性が認められた。有効
性、安全性、品質等、多岐にわたる審査過程を経て、レチノールが「シワを改善する」医薬部外品・
有効成分として厚生労働省から承認された。レチノールのシワ改善作用メカニズムは、ヒアルロン
酸合成酵素 HAS3 の遺伝子発現の亢進によりヒアルロン酸を有意に産生し、皮膚水分量を顕著に増
加させ皮膚柔軟性を与えることであると考えられた。
市場ではレチノールに化学構造が近い成分として retinylacetate や retinylpalmitate 等がレチノ
ール誘導体として製品に配合されている。レチノールとレチノール誘導体との比較に関して、我々
の検討結果についても述べていきたい。

変化量；−13.7%
レチノール製剤使用前
図

使用後 9 週経過

レプリカによる三次元画像シワ解析（緑色部分が目尻のシワに相当）
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繊維製品の物理的・化学的性質がヒトの皮膚性状に及ぼす影響
京都女子大学

家政学部

生活造形学科

教授

諸岡 晴美

１．はじめに
およそ 20 万年前まで、私たちの祖先は体毛をまとっていた。その後、暑熱下での狩猟生活にと
って体毛が邪魔になり、皮膚にはほとんど毛がなくなった。しかし、出アフリカとともに寒さに耐
えるために動物の毛皮を再びまとうようになった。これが衣服を「第 2 の皮膚」と呼ぶ所以である。
体毛のないワニやゾウ、カバなどを思い浮かべると大変硬い皮膚に覆われているが、産着から帷子
までと言われるように常に衣服を身にまとっているヒトの皮膚は、非常に薄く・弱く、種々の刺激
から身を守るにはとても心もとない存在となった。本講演では、繊維製品の物理的・化学的性質が
ヒトの皮膚性状に及ぼす影響について解説させていただきたい。
２．繊維製品が皮膚性状に及ぼす要因
①繊維の観点からは、繊維の種類・太さ、側面・断面形状、②糸構造
の観点からは、より数・糸の太さ、③布構造の観点からは、糸密度、組
織、加工処理、摩擦係数、表面凹凸、④衣服構造の観点からは、縫製糸、
縫い代、タグ、接触圧など、数多くの要因が考えられる。以下では、筆
者らが行ってきた研究の一部を紹介する。
３．よい皮膚性状とは
どのような性状をもつ皮膚がよいと判断できるのだろうか。
乾燥肌をもつ筆者が効果を実感している市販保湿ローションを塗布し
図１ 保湿剤を使用した場合
の皮膚性状の変化

た結果を図１に示す。コントロールに比べ、皮表角層水分量が増加し、
１）

経表皮水分蒸散量が減少することがわかった 。
60

極細繊維はレギュラー繊維に比べて、汚れ落ち感（主観評価）は低い
が、実際の汚れ落ちが高いことがわかった。また、これらのタオルで 5
回擦った結果、極細繊維で皮表角層水分量が高くなった。一方、テー
プ剥離法による実験から、古い角質細胞を除去することにより、皮表
角層水分量が増加することがわかった。このことから、極細繊維から
なる浴用タオルは、より多くの角質細胞を脱落させたと推察された。
汚れをよく落とすにも関わらず、洗浄感が少ないために、より強く擦

⽪表⾓層⽔分量⊿ ｒ

2）

レギュラー繊維と極細繊維からなる浴用タオルを用いた実験 では、

(μ Ｓ)

４．極細繊維による影響

1・2週間⽬

3・4週間⽬
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図２ 乾燥肌をもつ人の加工靴下着
図２ 乾燥肌をもつ人の加工靴下着
用が皮表角層水分量に及ぼす影響
用が皮表角層水分量に及ぼす影響

る可能性も示唆され、結果として皮膚性状に悪影響を及ぼすことが懸念された。
５．卵殻膜加工による影響
卵殻膜加工を施した靴下を用いて着用実験を行った。その結果、実験開始から 1･2 週間では未加
工（ｺﾝﾄﾛｰﾙ）との間に皮表角層水分量に相違はみられなかったが、3･4 週間目において有意差
１）

(p>0.01)がみられ、加工の効果が確認された 。
文献
１）諸岡晴美,坂本雅司,笹原亮ほか,繊維学会誌, 64, 51(2008)
２）真鍋郁代,諸岡英雄,諸岡晴美,松本陽一,日本繊維機械学会誌,52,113 (2006)
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カイコ幼虫を実験モデル動物とした創薬基盤の確立に関する研究
̶̶カイコ幼虫を実験モデル動物とした安全性・有効性試験について
帝京大学医真菌研究センター 教授

関水 和久

従来、医薬品や食品の安全性を評価する急性毒性試験にはマウスやラットなどの哺乳動物が用い
られてきた。しかしながら、OECD TG401 試験法による LD50 算出法は動物愛護の観点から 2002
年末に OECD の化学物質安全性管理体系としては廃止され、急性毒性を定量的に扱える代替法に
よる毒性試験が望まれている。無脊椎動物であるカイコ (Bombyx mori) は養蚕に用いられるばか
りでなく、組み替えタンパク質の発現工場としての利用が行われている。最近、私たちはカイコを
用いて、種々の化合物を定量的に投与することにより、毒性評価が可能であることを報告している。
本講演ではカイコを用いた急性経口毒性代替法を用いて OECD ガイドラインに報告のある 59 種
類の化合物について LD50 を決定し、OECD ガイドラインに報告のあるラットの LD50 と比較した結
果を述べる。両者には高い相関性が見られ、カイコを用いた急性経口毒性試験代替法の有用性が示
唆された。ラット LD50 との相関から大きく外れる化合物があり、特に投与 2 日後と 7 日後でカイ
コの LD50 が大きく変わるものがあった。これらは遅発毒性を示していると考えられ、化合物の代
謝産物の蓄積による毒性の発揮やガン化のような細胞、組織の変化によるものである可能性があり、
これらの病態の解析はヒトに対するこれらの化合物の毒性機構の解明に貢献すると期待される。
さらに本講演では、カイコをモデル実験動物とした「カイコ創薬」についても紹介する。カイコ
を用いて感染症や糖尿病など様々な病態モデルを構築することができる。これらは治療効果薬の探
索に有用である。本講演では、MRSA 感染症の治療薬として期待されている「ライソシン E」とい
う抗生物質や、血糖効果作用を示す乳酸菌の発見の経緯についても説明したい。
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