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国際公開番号：WO２００６／０９２６６８（特表 2008-513438）には、メトロニダゾール単
剤外用剤を皮膚疾患および炎症性皮膚疾患である湿疹皮膚炎群の湿疹、アトピー性皮膚炎、接触
性皮膚炎、脂漏性皮膚炎及び、乾癬、酒さ、ざ瘡、ケロイド、掻痒症、瘢痕又は、乾皮症などの
治療に用いる。

※

これは、一部及び部分抜粋していますので、詳細は、公表特許公報を参照してください。
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(57)【要約】
本発明は、皮膚の状態、障害または疾患を患う被験体を
処置するために設計された方法および組成物を提供する
。この組成物は、誘導された細胞溶解の後に胎児皮膚細
胞から得られる胎児皮膚細胞タンパク質を含む。胎児皮
膚細胞は、妊娠６〜２４週、好ましくは妊娠１２〜１６
週で得られ、胎児の皮膚組織全体または胎児の皮膚組織
断片から得られる。胎児皮膚細胞としては、線維芽細胞
、ケラチノサイト、メラノサイト、ランゲルハンス細胞
、メルケル細胞、またはそれらの組み合わせおよび混合
物を挙げることができる。好ましくは、胎児皮膚細胞は
、胎児線維芽細胞を含む。胎児皮膚細胞は、不死化させ
ることができ、細胞バンクまたは細胞株から得ることも
できる。
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前記水溶液系が、１以上のプロテアーゼ阻害剤をさらに含む、請求項２８に記載の組成
物。
【請求項３４】
前記水溶液系が、１以上の抗微生物剤、抗菌剤、酸化防止剤、保存剤またはそれらの組
み合わせおよび混合物をさらに含む、請求項２８に記載の組成物。
【請求項３５】
皮膚または粘膜の状態、障害または疾患を処置する方法であって、１以上の胎児皮膚細
胞タンパク質および許容される担体を含む組成物を該処置を必要とする被験体に投与し、
それによって、該状態、障害または疾患を処置する工程を含む、方法。
【請求項３６】
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前記皮膚または粘膜の状態、障害または疾患が、炎症性の皮膚または粘膜の状態、神経
性または神経炎症性の皮膚または粘膜の状態、急性または慢性の創傷、急性または慢性の
潰瘍または火傷である、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
炎症性の皮膚状態を処置する方法であって、１以上の胎児皮膚細胞タンパク質および許
容される担体を含む組成物を該処置を必要とする被験体に投与し、それによって、該状態
を処置する工程を含む、方法。
【請求項３８】
前記炎症性の皮膚状態が、外陰部前庭炎症候群、感覚異常性外陰部痛、外陰部痛、乾癬
、皮膚炎、アトピー性皮膚炎、湿疹、接触皮膚炎、アレルギー性接触皮膚炎、疱疹状皮膚
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炎、全身性剥脱性皮膚炎、外陰部硬化性苔癬、皮脂嚢胞、脂漏性皮膚炎、酒さ、座瘡、ケ
ロイド、掻痒症、白色萎縮、フケ、おむつかぶれ、光線皮膚炎、周囲潰瘍、瘢痕または乾
皮症である、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
外陰部痛を処置する方法であって、１以上の胎児皮膚細胞タンパク質および許容される
担体を含む組成物を該処置を必要とする被験体に投与し、それによって、該状態を処置す
る工程を含む、方法。
【請求項４０】
前記外陰部痛が、外陰部前庭炎症候群である請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
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前記外陰部痛が、外陰硬化性苔癬である請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
副腎皮質ステロイド、エストロゲン、プロゲステロン、リドカイン、カプサイシン、イ
ソトレチノイン、インターフェロン−α、インターフェロン−β、インターフェロン−γ
、ダプソン、アシクロビル、三環式抗うつ薬またはそれらの組み合わせもしくは混合物を
投与する工程をさらに含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４３】
１以上の創傷、潰瘍または火傷を処置する方法であって、１以上の胎児皮膚細胞タンパ
ク質および許容される担体を含む組成物を該処置を必要とする被験体に投与し、それによ
って、該１以上の創傷または火傷を処置する工程を含む、方法。
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【請求項４４】
フィルム、親水コロイド、ヒドロゲル、泡、ワセリン、シリコン、シリコンシート、ア
ルギン酸カルシウムまたはセロハンを投与する工程をさらに含む、請求項４３に記載の方
法。
【請求項４５】
前記組成物が、外部圧迫を伴って投与される、請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
前記外部圧迫が、１以上の包帯によって施される、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
前記１以上の包帯が、軽量の伸縮包帯、軽いサポート包帯または圧迫包帯である、請求
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項４６に記載の方法。
【請求項４８】
美容または皮膚科学的処置と組み合わせて皮膚の外観を改善する方法であって、１以上
の胎児皮膚細胞タンパク質および許容される担体を含む組成物を該改善を必要とする被験
体に投与し、それによって、該皮膚を処置する工程を含む、方法。
【請求項４９】
前記美容および／または皮膚科学的処置が、ケミカルピーリング、フィジカルピーリン
グ、皮膚擦傷法、マイクロピーリング、光および／またはレーザー処置、強力パルス光処
置、高周波処置、熱処置、酸素および／またはオゾン処置、電気外科的剥皮またはコブレ
ーション、ムダ毛脱毛、タトゥー除去、ボツリヌス毒素注入、フィラー注入、シリンジリ
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ポスカルプチャー、シリンジ脂肪移植、美容または非美容外科的手技、冷凍外科療法また
は寒冷療法、および／または、α−ヒドロキシ酸、アゼライン酸、安息香酸、過酸化ベン
ゾイル、β−ヒドロキシ酸、ベタメタゾン、クエン酸、クリンダマイシン、副腎皮質ステ
ロイド、ジクロフェナク、ジスラノール、フルオロウラシル、グリコール酸、ヒドロコル
チゾン、酢酸ヒドロコルチゾン、ヒドロキノン、インドメタシン、イソトレチノイン、コ
ウジ酸、乳酸、メトロニダゾール、フェノール、レチノイン酸、レチノール、レチナール
アルデヒド、レチノイルβ−グルクロニド、サリチル酸、硫化セレニウム、スルファセタ
ミドナトリウム、イオウ、タザロテン、トレチノイン、トリクロロ酢酸、尿素もしくはそ
の誘導体を含有する局所的薬物適用、またはこれらの美容もしくは皮膚科学的処置の任意
の組み合わせである請求項４８に記載の方法。
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【請求項５０】
前記美容または皮膚科学的処置が、酒さ処置である請求項４８に記載の方法。
【請求項５１】
前記被験体が動物である請求項３５に記載の方法。
【請求項５２】
前記動物がウマである請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
前記被験体がヒトである請求項３５に記載の方法。
【請求項５４】
前記１以上の胎児皮膚細胞タンパク質が、細胞溶解の後に得られる１以上の胎児皮膚細
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胞から得られる請求項３５に記載の方法。
【請求項５５】
前記１以上の胎児皮膚細胞が、妊娠６〜２４週で得られる、請求項３５に記載の方法。
【請求項５６】
前記１以上の胎児皮膚細胞が、妊娠１２〜１６週で得られる、請求項３５に記載の方法
。
【請求項５７】
前記胎児皮膚細胞タンパク質が、１以上の細胞成分を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項５８】
鎮痛剤、麻酔薬、抗炎症剤、抗ヒスタミン剤、酸化防止剤、反対刺激剤、抗微生物剤、
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抗菌剤、抗真菌剤、保存剤、タンパク質安定化剤、プロテアーゼ阻害剤、皮膚保護剤、日
焼け防止薬またはそれらの組み合わせおよび混合物をさらに含む、請求項３５に記載の方
法。
【請求項５９】
前記組成物が、局所、粘膜、眼、直腸または膣投与に適している、請求項３５に記載の
方法。
【請求項６０】
前記組成物が、局所投与に適している、請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
前記組成物が、軟膏、ローション、クリーム、泡、ムース、スプレー、エアロゾル、エ
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マルジョン、ナノエマルジョン、マイクロエマルジョン、ゲル、ヒドロゲル、溶液または
分散液である、請求項３５に記載の方法。
【請求項６２】
前記組成物が、油中水型エマルジョンまたは油中水型エマルジョンベースのクリームで
ある、請求項３５に記載の方法。
【請求項６３】
前記組成物が、水中油型エマルジョンまたは水中油型エマルジョンベースのクリームで
ある、請求項３５に記載の方法。
【請求項６４】
前記１以上の胎児皮膚細胞タンパク質が、０．００１％から９５％の間の濃度で前記組

10

成物に組み込まれる、請求項３５に記載の方法。
【請求項６５】
前記１以上の胎児皮膚細胞タンパク質が、０．０１％から５％の間の濃度で前記組成物
に組み込まれる、請求項６４に記載の方法。
【請求項６６】
前記１以上の胎児皮膚細胞タンパク質が、０．０５％から０．２５％の間の濃度で前記
組成物に組み込まれる、請求項６５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
20

【０００１】
（発明の分野）
本発明は、皮膚の状態、障害または疾患を患う被験体を処置するために設計された方法
および組成物に関する。この組成物は、誘導された細胞溶解の後に胎児皮膚細胞から得ら
れる胎児皮膚細胞タンパク質を含有する。
【背景技術】
【０００２】
（発明の背景）
妊娠期間のある時期まで、胎児の皮膚は、損傷した後、瘢痕形成をまったく伴わずに、
あるいは非常に軽微な瘢痕形成を伴うだけで治癒し（瘢痕のない修復（ｓｃａｒｌｅｓｓ
ｒｅｐａｉｒ）または瘢痕のない治癒（ｓｃａｒｌｅｓｓ

ｈｅａｌｉｎｇ）とも呼ぶ
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）（非特許文献１）、これは、妊娠の特定の期間の胎児の皮膚における、協調された細胞
反応の最適な（均整のとれた）オーケストレーション（調節）を示唆する。しかし、新生
児、および大人の皮膚（非胎児の皮膚に相当する）は、損傷した後に瘢痕治癒し、これは
、胎児以外の皮膚における協調された細胞反応が、胎児の皮膚ほど最適ではなく、均整が
とれていないことを示唆する。
【０００３】
大きな動物やヒトでは、損傷した後の瘢痕のない修復は、妊娠中期ないし妊娠後期の初
期まで起こる。この期間の頃、胎児の皮膚の創傷時の胎児の創傷治癒は、瘢痕のない治癒
から瘢痕治癒に移行する。皮膚では、胎児における瘢痕のない修復は、通常の付属器（毛
嚢、汗腺、アポクリン腺）を伴う組織化された真皮の再生によって特徴づけられる。瘢痕
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のない治癒は、少なくとも部分的に、創傷後の均整のとれた（最適な）前−および抗−炎
症性反応に相当する、炎症の相対的な欠如の結果であると考えられている。
【０００４】
瘢痕なしで治癒する能力は、胎児の皮膚に固有であると考えられ、おそらく、サイトカ
インを含めた多くの調節タンパク質の組織化された相互作用の結果である。これは、以下
で説明する。
【０００５】
瘢痕のない胎児の創傷は、炎症をほとんど伴わずに治癒し、胎児における修復中の瘢痕
化の開始は、急性炎症性浸潤の存在と相関する（非特許文献２）。さらに、瘢痕なしで治
癒する創傷への炎症の誘導によって、コラーゲン沈着や瘢痕化が増大する。これは、瘢痕
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ら５％の濃度で組成物に組み込まれる。最も好ましくは、０．０５％から０．２５％の濃
度で前記組成物に組み込まれる。
【００１７】
前記組成物としては、鎮痛剤、麻酔薬、抗炎症剤、抗ヒスタミン剤、酸化防止剤、反対
刺激剤（ｃｏｕｎｔｅｒ

ｉｒｒｉｔａｎｔ）、抗微生物剤、抗菌剤、抗真菌剤、保存剤

、タンパク質安定化剤、プロテアーゼ阻害剤、皮膚保護剤、日焼け防止薬、またはそれら
の組み合わせおよび混合物を挙げることができる。
【００１８】
前記組成物は、局所、粘膜、眼、直腸、または膣投与に適している。好ましくは、前記
組成物は、局所的投与に適している。
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【００１９】
前記組成物は、薬剤または美容用途に適した、軟膏、ローション、クリーム、泡、ムー
ス、スプレー、エアロゾル、エマルジョン、ナノエマルジョン、マイクロエマルジョン、
マスク、ゲル、ヒドロゲル、溶液、スポンジ、または分散液であり得る。前記組成物は、
油中水型または水中油型エマルジョン、あるいは油中水型または水中油型エマルジョンベ
ースのクリームであり得る。
【００２０】
細胞溶解は、誘導されるものであり、自然発生的なものではない。細胞溶解は、力学的
に、物理的に、または化学的に実施することができる。好ましくは、細胞溶解は、１以上
の凍結融解のサイクルによって実施される。細胞溶解は、１ミリリットルの水溶液系に懸
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濁させた１００個から６０，０００，０００個の胎児皮膚細胞を用いて実施することがで
きる。より好ましくは、細胞溶解は、１０，０００，０００個から２０，０００，０００
個の胎児皮膚細胞を用いて実施される。水溶液系は、生理緩衝液系であり得る。より好ま
しくは、水溶液系は、リン酸緩衝食塩水系である。水溶液系は、１以上のタンパク質安定
化化学物質、プロテアーゼ阻害剤、抗微生物剤、抗菌剤、酸化防止剤、保存剤、またはそ
れらの組み合わせおよび混合物をさらに含むことができる。
【００２１】
本発明はまた、皮膚または粘膜の状態、障害または疾患を処置する方法であって、それ
を必要とする被験体に組成物を投与することを含む方法を提供する。ただし、前記組成物
は、１以上の胎児皮膚細胞タンパク質および許容される担体を含み、それによって、前記
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の状態、障害または疾患を処置する。皮膚または粘膜の状態、障害または疾患は、炎症性
の皮膚または粘膜の状態、神経性または神経炎症性の皮膚または粘膜の状態、急性または
慢性の創傷、急性または慢性の潰瘍または火傷であり得る。
【００２２】
本発明はまた、炎症性の皮膚状態を処置する方法であって、それを必要とする被験体に
組成物を投与することを含む方法を提供する。ただし、前記組成物は、１以上の胎児皮膚
細胞タンパク質および許容される担体を含み、それによって、前記状態を処置する。炎症
性の皮膚状態は、外陰部前庭炎症候群、感覚異常性外陰部痛、外陰部痛、乾癬、皮膚炎、
アトピー性皮膚炎、湿疹、接触皮膚炎、アレルギー性接触皮膚炎、疱疹状皮膚炎、全身性
剥脱性皮膚炎、外陰部硬化性苔癬、皮脂嚢胞、脂漏性皮膚炎、酒さ、座瘡、ケロイド、掻
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痒症、白色萎縮、フケ、おむつかぶれ、光線皮膚炎（ｐｈｏｔｏ−ｄｅｒｍａｔｏｓｅｓ
）、周囲潰瘍、瘢痕、または乾皮症であり得る。
【００２３】
本発明はまた、外陰部痛を処置する方法であって、それを必要とする被験体に組成物を
投与することを含む方法を提供する。ただし、前記組成物は、１以上の胎児皮膚細胞タン
パク質および許容される担体を含み、それによって、前記状態を処置する。好ましくは、
外陰部痛は、外陰部前庭炎症候群または外陰硬化性苔癬である。この方法は、副腎皮質ス
テロイド、エストロゲン、プロゲステロン、リドカイン、カプサイシン、イソトレチノイ
ン、インターフェロン−α、インターフェロン−β、インターフェロン−γ、ダプソン、
アシクロビル、三環式抗うつ薬、あるいはそれらの可能な組み合わせまたは混合物を投与
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た局所用調製物に組み込まれる。
【００６７】
この発明の別の実施形態では、前記胎児皮膚細胞を培養した後に得られる調整培地は、
局所、粘膜、眼、直腸、および／または膣適用に適した担体、製剤、または装置に組み込
まれる。
【００６８】
前記組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患には、これらに限定されな
いが、炎症性の皮膚状態、神経性または神経炎症性の皮膚状態、急性および慢性の創傷、
急性および慢性の潰瘍、および火傷が含まれる。
【００６９】

10

好ましい実施形態の１つでは、炎症性、神経性、かつ／または神経炎症性の皮膚状態は
、外陰部前庭炎および外陰部硬化性苔癬を含む外陰部痛である。
【００７０】
この発明の別の実施形態では、前記組成物によって処置される前記皮膚の状態、障害ま
たは疾患としては、粘膜または粘膜の組織が処置された皮膚と隣接しているところの粘膜
の状態、障害または疾患が挙げられる。
【００７１】
本発明の組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患の例には、座瘡、アト
ピー性皮膚炎、アレルギー性接触皮膚炎、白色萎縮、フケ、皮膚炎、手の湿疹、疱疹状皮
膚炎、おむつかぶれ、湿疹、全身性剥脱性皮膚炎、ケロイド、局所性および／または全身

20

性掻痒症、光線皮膚炎、周囲潰瘍、乾癬、瘢痕、皮脂嚢胞、脂漏性皮膚炎、酒さ、および
／または乾皮症がさらに含まれる。
【００７２】
本発明の組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患の例には創傷も含まれ
、急性および慢性の創傷（潰瘍）も含まれ、急性および慢性の潰瘍、および／または火傷
も含まれる。
【００７３】
本発明の組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患の例には、皮膚同種移
植、皮膚自家移植、三次元皮膚構築、かつ／または他の創傷ケアレジメンを用いる単回ま
たは反復的な処置の間の、かつ／または処置の後の、創傷、潰瘍、および／または火傷が
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、さらに含まれる。
【００７４】
手術後の創傷も、本発明の組成物によって処置される。手術には、それだけには限らな
いが、非美容、美容、形成、および／または再建外科処置が含まれる。
【００７５】
美容、形成、および再建外科処置には、これらに限定されないが、乳房リフト、乳房増
大または縮小、フェイスリフト、額リフト、鼻の手術、耳の手術、眼瞼の手術、腹部の手
術、リポスカルプチャー（ｌｉｐｏｓｃｕｌｐｔｕｒｉｎｇ）、脂肪吸引、瘢痕修正、脂
肪移植、軟組織増大、冷凍外科療法または寒冷療法、毛髪移植、爪の手術、硬化療法、レ
ーザー手術、タトゥー除去、および／または静脈手術が含まれる。

40

【００７６】
さらに、前記組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患は、これらに限定
されないが、正常な皮膚および／または健康な皮膚、内因的および／または外因的に老化
した、あるいは光老化した皮膚を含めて、病気によるものではない皮膚状態を含む。さら
に、前記組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患は、美容製品、薬学的ま
たは皮膚科学的製品、家庭用品、工業製品、および／または皮膚に有害な成分（腐食性薬
品、皮膚刺激物および皮膚アレルゲンなど）を含有する製品にさらされた（に接触した）
皮膚を含む。
【００７７】
美容および／または皮膚科学的製品には、これらに限定されないが、１以上の皮膚摩擦
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女性では、硬化性苔癬は、外陰部痛の一般的カテゴリに分類される。
【０１０８】
乾癬は、「かゆみ」に対するギリシア語からその名前を受けた永続的な皮膚病である。
皮膚は、炎症を起こし、多くの場合、頭皮、肘、膝、および腰背部に、銀白色の鱗屑を伴
う、赤く肥厚した領域を生じる。場合によっては、乾癬が、弱いので、それに罹っている
ことを気づかないこともある。まったく逆に、重い乾癬が、体の大きな領域を覆う可能性
もある。
【０１０９】
乾癬の原因は、未知である。しかし、最近の発見によれば、それが、Ｔ細胞、樹枝細胞
および炎症性のサイトカインによって仲介される皮膚の慢性的な炎症性の異常であること
が示唆されている（Ｎａｔ

Ｒｅｖ

10

Ｉｍｍｕｎｏｌ．２００５、５：６９９〜７１１）

。炎症のため、皮膚は、３〜４日ごとに、非常に急激に剥がれ落ちる。皮膚が、切断され
る、ひっかかれる、こすられる、あるいは、激しく日焼けしてから１０から１４日後に、
しばしば新しい斑点が見られる。乾癬はまた、敗血性咽頭炎などの感染によって、また、
ある種の医薬品によって活性化される可能性がある。冬には、皮膚の乾燥および日光不足
の結果として、時として再発が起こる。
【０１１０】
乾癬には、多くの形態がある。それぞれ、重症度、期間、位置、また、鱗屑の形状およ
びパターンが異なる。最も一般的な形態は、小さい赤い隆起から始まり、こうした領域は
、徐々に、より大きく拡大し、鱗屑の形態になる。表面の鱗屑が容易にかつ頻繁に剥がれ
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落ちる一方、表層下の鱗屑は固着する。これが除去される場合、敏感な、露出した皮膚は
出血する。こうした小さい赤い領域はその後拡大し、時として非常に大きくなる。肘、膝
、鼠径部および生殖器、腕、脚、手のひらおよび足裏、頭皮および顔、体のしわ、および
爪は、乾癬によって最も一般的に影響を受ける領域である。それは、体の両側の同じ場所
に頻繁に現れる。乾癬に罹った爪は、その上に小さい穴を有する。爪は、剥がれやすくな
る、厚くなる、あるいはぼろぼろになる可能性があり、処置は難しい。インバース（ｉｎ
ｖｅｒｓｅ）乾癬は、腋窩に、乳房下に、また、鼠径部、臀部、および生殖器のまわりの
皮膚のしわに生じる。滴状乾癬は通常、小児および若年成人を冒す。これは、皮膚上に出
現する多数の小さく赤い滴様でうろこ状の斑点を伴い、咽頭炎の後に頻繁に現れる。これ
は、数週間または数ヵ月で、自然にきれいになることが多い。乾癬を患う人々の最高３０
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％は、関節炎の症状を有する可能性があり、５〜１０％は、様々な関節の関節炎由来の、
ある種の機能的障害を有する可能性がある。皮膚の疾患が酷い場合、人によっては、関節
炎は、より状態が悪い。患者の皮膚の状態が改善する場合、関節炎は改善することもある
。
【０１１１】
酒さは、主として顔の皮膚の一般的な慢性的皮膚疾患である。これは、３０代から４０
代に一般的であり、４０歳や５０歳でピークに達する。酒さの病態生理学は、炎症性であ
ると考えられ、大部分の処置は、何らかの方法で炎症性のプロセスを調節する（Ｃｕｔｉ
ｓ．２００５、７５（３

Ｓｕｐｐｌ）：２７〜３２）。局所用薬剤としては、ナトリウ

ムスルファセタミドおよびイオウ、メトロニダゾール、アゼライン酸、および過酸化ベン
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ゾイル／クリンダマイシンの様々な調合物が含まれる。経口用薬剤として、従来の用量お
よび抗菌よりも低い（ｓｕｂａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ）用量の抗生物質が含まれる。
酒さの処置の進行におけるパラダイムシフトは、酒さのサブタイプに基づいて、こうした
薬剤および他の薬剤の、単独での、あるいは、段階的な、様々な組み合わせでの使用を包
含する。
【０１１２】
初期の段階の酒さは、主に頬の、永続的な紅斑および毛細血管拡張、しばしばそれに続
く、丘疹および膿疱性丘疹によって特徴づけられる。その後、結合組織および皮脂腺のび
漫性の過形成が起こる可能性がある。これは、鼻の肥厚（いわゆる酒さ鼻）を引き起こす
可能性がある。酒さは、段階的に起こり、目に影響を与える可能性があり、最も一般的に
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は、眼瞼炎および結膜炎をもたらす。顔の他に、他の部分（耳介後方領域、首、胸、背中
、および頭皮など）も影響を受ける可能性がある。臨床的外観は、座瘡と同様であり得る
が、酒さは、第１に小胞性の疾患でない。アメリカでは、約１４００万人が罹患している
。その赤い顔の、座瘡に似ている外見のため、処置せずに放置した場合、それはかなりの
心理的、社会的、および職業的問題を引き起こす可能性がある。
【０１１３】
皮膚炎は、皮膚の炎症に相当する。皮膚炎は事実上、皮膚に炎症を起こさせるいくつか
の皮膚状態を指す。皮膚炎は、水疱形成した、赤い、腫れた、痂皮化された、うろこ状の
、滲出する、あるいはかゆみをもつ皮膚によって特徴づけられる。ある種のタイプの皮膚
炎が、アレルギーによって引き起こされるのに対し、大多数は、いかなる既知の原因もも

10

たない。医師または他の健康管理専門家による臨床的ケアを必要とする多くのタイプの皮
膚炎が存在する。
【０１１４】
アトピー性皮膚炎（アトピー性湿疹または単なる湿疹）は、異質な群の様々な非感染性
皮膚疾患であり、これは、刺激性ならびに免疫性の機構によって引き起こされる可能性が
あり、表皮および真皮上層の病理学的な変化をもたらす可能性がある。これは、最も一般
的な皮膚病のカテゴリである。湿疹性の異常はまた、しばしば起こる職業病である。湿疹
は、特定の疾患ではなく、臨床的所見の一群であり、その急性期には、紅斑、丘疹、小胞
、痂皮、滲出および浮腫と共に、その慢性期には、皮膚の肥厚、苔蘚化、および剥れと共
に顕在化する可能性がある。かゆみは、指標症状である。用語「皮膚炎」および「湿疹」
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は、しばしば同義的に使用されるが、急性の炎症性病変を記載するために、用語「皮膚炎
」を使用し、角質増殖を伴うかなり慢性的な表皮病変に対して用語「湿疹」を使用する著
者もいる。どちらの用語も、しばしば同義的に使用されるが、用語「皮膚炎」が、湿疹性
でない疾患（ジューリング疱疹状皮膚炎など）にも使用される可能性があるという事実は
知っておかなければならない。
【０１１５】
手の皮膚炎（手の湿疹）は、一般的である。手の発疹は通常、敏感な皮膚と刺激の組み
合わせ、または触れた材料からのアレルギー反応からもたらされる。手の皮膚炎を患う人
は、他の場所にも皮膚炎を有することが多い。
【０１１６】
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接触皮膚炎は、皮膚が、ある種の物質と接触した後に起こる生理学的反応である。こう
した反応の約８０パーセントは、皮膚に対する刺激物によって引き起こされる。こうした
反応の残りの２０パーセントは、アレルギー反応を誘発するアレルゲンによって引き起こ
される。アレルギー反応では、反応が、即時ではなく、数日後に開始する可能性がある。
刺激物によって引き起こされる、アレルギー反応でない接触皮膚炎は、刺激物との直接的
接触から起こる。
【０１１７】
大人および子供におけるアレルギー性接触皮膚炎の最も一般的な原因としては、石鹸、
洗剤、香水、おむつ、様々な食品、刺激の強いベビーローション、植物、ならびに金属、
化粧品が挙げられ、医薬品も、接触皮膚炎反応を引き起こす可能性がある。ツタウルシ（
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これは、有毒オークおよびウルシを含む植物ファミリーの一部である）は、接触皮膚炎反
応の最も一般的な原因の１つである。数千の化学薬品は、アレルギー性接触皮膚炎を引き
起こす可能性がある。ニッケル、クロム、および水銀は、接触皮膚炎を引き起こす最も一
般的な金属である。ニッケルは、模造宝石類、ベルトバックル、および腕時計、ならびに
衣類のジッパー、スナップ、およびホックに見られる。多くのタイプの化粧品は、アレル
ギー性接触皮膚炎を引き起こす可能性がある。パラ−フェニレンジアミンまたはそれらの
誘導体を含有する永久的な染毛剤は、最もよくある原因である。問題を引き起こす可能性
がある他の製品としては、半永久的な染毛剤または衣類に使用される染料、香水、アイシ
ャドウ、マニキュア液、口紅、およびある種の日焼け防止薬が挙げられる。ネオマイシン
（抗生物質クリーム中に見られる）は、医薬品接触皮膚炎の最も一般的な原因である。ペ
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ニシリン、サルファ剤医薬品、および局所麻酔薬（ノボカインまたはパラベンなど）は、
可能性のある他の原因である。
【０１１８】
接触皮膚炎の最も一般的な症状としては、以下を挙げることができる：皮膚の軽度の赤
みおよび腫れ、皮膚の水疱形成、かゆみ、皮膚の剥れ、および一時的な肥厚。最も反応が
重いのは、接触部位である。接触皮膚炎の症状は、他の皮膚状態に似ている可能性がある
。しかし、各々が覚える症状は異なる可能性がある。
【０１１９】
疱疹状皮膚炎は、小さい水泡または小胞のクラスターの発生（体液を含有する皮膚の小
さい上昇）、および小さい隆起または丘疹（皮膚上の小さい中実の上昇）によって特徴づ
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けられる、強烈に掻痒性の（かゆみを伴う）皮膚病である。疱疹状皮膚炎は、主に１５か
ら６０歳の人が罹る。疱疹状皮膚炎は、皮膚下のＩｇＡ沈着物の存在に関連する。こうし
た沈着は、食事中にグルテン（タンパク質）（例えば、小麦、オオムギ、ライ麦およびオ
ート麦製品中にみられるものなど）を摂取するのに応答して起こる。しかし、一旦、Ｉｇ
Ａ沈着が起こると、それぞれがグルテンを含まない場合であっても、それらは、体によっ
てゆっくりと除去される。この疾患は、アフリカ系米国人またはアジア人には一般的では
ない。疱疹状皮膚炎を患う人々は、自己免疫異常および甲状腺の疾患の発生率が高いこと
が多い。
【０１２０】
疱疹状皮膚炎の最も一般的な症状としては、主に、肘、腰背部、臀部、膝、および頭の
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後ろの、かゆい、小さい水泡のクラスターを挙げることができ、かゆみや炎症は、重いこ
とが多い。大抵の人はまた、その腸にある種の損傷を有することとなる。
【０１２１】
疱疹状皮膚炎の症状は、他の皮膚状態に似ている可能性がある。しかし、各々が覚える
症状は異なる可能性がある。
【０１２２】
全身性剥脱性皮膚炎は、ある種の薬物に対する反応に起因する、あるいは別の皮膚状態
からの合併症の結果としての、全皮膚表面の重い炎症である。場合によっては、リンパ節
ガン（リンパ腫）が、全身性剥脱性皮膚炎を引き起こす可能性がある。しかし、原因は、
見つからないことが多い。
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【０１２３】
以下は、全身性剥脱性皮膚炎の最も一般的な症状である。しかし、各々が覚える症状は
異なる可能性がある。症状としては、以下を挙げることができる：皮膚の極度の赤み、剥
れ、皮膚の肥厚、かゆみ、リンパ節の腫れ、発熱、損傷を受けた皮膚を介する体液および
タンパク質の喪失。全身性剥脱性皮膚炎の症状は、他の皮膚状態に似ている可能性がある
。
【０１２４】
皮脂または表皮嚢胞は、表皮細胞が、皮膚内に、より深く移動し、増加する場合に出現
する、皮膚下の移動可能な小さい塊である。こうした細胞は、嚢胞の壁を形成し、柔らか
く黄色がかった物質を分泌し、これが、嚢胞を満たす。壁が断裂された場合、この物質は
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、周囲の皮膚に分泌され、これが、刺激および炎症を引き起こす。皮脂嚢胞は、頭皮、顔
、耳、背中、または鼠径部領域にしばしば出現する。皮脂嚢胞は、ブロックされた腺また
は管である可能性がある。
【０１２５】
脂漏性皮膚炎は、鱗屑を脱落させる、赤くかゆみをもつ皮膚によって特徴づけられる、
皮膚の上層の炎症である。遺伝的な状態、脂漏性皮膚炎は、寒冷な気象条件によってしば
しば悪化する。脂漏性皮膚炎は、乳児期に一般的である。乳児では、頭皮上のその特徴の
あるうろこ状の外観のため、こうした状態は、「乳痂」とも呼ばれる。しかし、乳痂はま
た、おむつの領域にも起こる可能性がある。この年齢層における脂漏性皮膚炎は、通常最
初の年に、自然に治る。脂漏性皮膚炎が中年で起こる場合、この状態は通常、より断続的
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である。さらに、脂漏性皮膚炎が老年期で起こる場合、この状態は通常、より断続的であ
る。皮膚または毛髪が脂性である人はまた、脂漏性皮膚炎を発症するリスクが、より高い
。
【０１２６】
脂漏性皮膚炎に伴う症状としては、以下を挙げることができる：頭皮のかゆみ、頭皮上
の乾燥したまたは脂性の鱗屑；生え際に沿った、耳の後ろ、外耳道中、眉上、鼻の回り、
および／または胸上の黄色または赤色のうろこ状発疹。脂漏性皮膚炎の症状は、他の皮膚
状態に似ている可能性がある。しかし、各々が覚える症状は異なる可能性がある。
【０１２７】
座瘡は、詰まった孔（黒色面皰および稗粒腫）、炎症を起こした吹出物（膿疱）、およ
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び色の濃い（ｄｅｅｐｅｒ）塊（瘤）を有する皮膚状態である。座瘡は、顔、ならびに首
、胸、背中、肩、および上腕に生じる。座瘡は、患者の外観を損ない、患者を悩ませる可
能性がある。座瘡を処置しないと、永久的な瘢痕が残る可能性がある。座瘡の瘢痕化を回
避するためには、座瘡を処置することが重要である。
【０１２８】
ケロイドは、その肥満細胞含有のため、紅斑性で、圧痛があり、隆起しており、色素過
剰であり、岩のような堅さであり、不定的に掻痒性である。ケロイドは、より濃い色の人
種に一般に生じる良性の繊維の増殖である。ケロイド瘢痕は、１２ヵ月以上持続するはず
であり、元々の創傷の範囲を越えて縁が広がる。ケロイドは、外科的な切開、外傷性創傷
、予防播種部位、火傷、水痘、座瘡、またはさらに軽いかき傷などの皮膚損傷から生じる
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。これらは、衣類の擦れから、または他の形の摩擦から刺激される可能性がある。
【０１２９】
創傷治癒の初期の段階では、細胞外基質が堆積するのに対して、コラーゲンおよびプロ
テオグリカンが、線維芽細胞によって得られる。正常な皮膚または成熟した瘢痕では、線
維芽細胞がコラーゲンおよびプロテオグリカンを蓄積させる速度は、時間とともに低下す
る。しかし、ケロイド瘢痕では、創傷治癒の過程が、加速した速度で継続し、線維芽細胞
の過度に反応性の高い増殖が、数週間から数ヶ月継続する。ケロイド形成の病因は、依然
として完全に理解されるわけではないが、インターロイキン１およびトランスフォーミン
グ成長因子−βなどのサイトカインが、コラーゲン代謝を変化させ、それによって、ケロ
イド形成をもたらすことが原因である可能性があると仮定されている。すなわち、新生血

30

管内皮細胞がトランスフォーミング成長因子−βを発現し、その後、隣接する線維芽細胞
によってＴＧＦ−βが産生される。Ｉ型およびＶＩ型コラーゲン遺伝子の発現はまた、ケ
ロイドの組織では増強される。
【０１３０】
掻痒症は、かゆみに対する医学用語である。これは、掻きたいという願望を誘う感覚と
定義される。かゆみは、欲求不満の重大な原因および患者にとっての苦痛であり得る。か
ゆみの厳密な原因は、未知であり、また、これは、複雑なプロセスである。最後に、これ
は、（ヒスタミンなどのある種の化学製品に応答して、その後、脳内でこうしたシグナル
を処理する）皮膚中の神経に関与している。掻痒症は、ある種の皮膚病の症状、また、時
として内部のプロセスの出現である可能性がある。皮膚の徴候または内的疾患が存在しな
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い他の患者では、掻痒症は、神経系内のかゆみ感覚の誤った処理に起因する可能性がある
。
【０１３１】
突出的な症状の頻発に伴って、かゆみを有する可能性がある、多くの皮膚の状態、障害
または疾患が存在する。その例は、じんま疹、これらに限定されないが、水痘および湿疹
であるだろう。ある種の皮膚状態は、明白な発疹を示さずに、掻痒症の症状のみを示す。
乾燥した皮膚は、例えば、年輩者において非常に一般的であり、（特に冬に）目に見える
発疹の徴候がないのに、実際にはかゆい可能性がある。掻痒症は、通常潜行性の乾燥皮膚
に続発するが、これは、内的状態の出現である可能性がある。皮膚の昆虫刺症およびある
種の寄生虫侵入（例えば疥癬およびシラミ）は、非常にかゆい可能性がある。
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、およびそれらの適切な組み合わせが挙げられる。
【０２３５】
抗菌ＯＴＣ薬物としては、アルコール、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、
カンファー処理（ｃａｍｐｈｏｒａｔｅｄ）メタクレゾール、カンファー処理（ｃａｍｐ
ｈｏｒａｔｅｄ）フェノール、オイカリプトール、ヘキシルレゾルシノール、イソプロピ
ルアルコール、メントール、塩化メチルベンゼトニウム（ｍｅｔｙｌｂｅｎｚｅｔｈｏｎ
ｉｕｍ）、サリチル酸メチル、フェノール、ポビドンヨード、チモール、バシトラシン、
バシトラシン亜鉛、塩酸クロルテトラサイクリン、硫酸ネオマイシン、塩酸テトラサイク
リン、クリオキノール、ハロプロジン、硝酸ミコナゾール、トルナフテート、ウンデシレ
ン酸およびそのカルシウム、銅、および亜鉛との塩、クロトリマゾール、レゾルシノール
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、酢酸レゾルシノール、サリチル酸、イオウ、過酸化ベンゾイルおよびそれらの適切な組
み合わせが挙げられる。
【０２３６】
理想的には、胎児皮膚細胞タンパク質の活性を妨害しない、あるいは最小限にしか妨害
しない薬剤、成分、および／または活性物質が選択される。
【０２３７】
上のＯＴＣ薬の濃度または濃度範囲は、当業者に知られている。さらに、こうしたＯＴ
Ｃ薬の様々な組み合わせが可能である可能性がある。
【０２３８】
薬剤組成物の調製に関する情報は、例えば、「Ｈａｎｄｂｏｏｋ
ｃｅｕｔｉｃａｌ
．

Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ

Ｎｉａｚｉ編、ＣＲＣ

「Ｌｉｑｕｉｄ

ｏｆ

Ｐｈａｒｍａ
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Ｐｒｅｓｓ、Ｂｏｃａ

Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ」（Ｓ．Ｋ
Ｒａｔｏｎ、２００４）の第３巻：

Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」、第４巻：「Ｓｅｍｉｓｏｌｉｄ

ｓ」、および第５巻：「Ｏｖｅｒ−ｔｈｅ−Ｃｏｕｎｔｅｒ

Ｐｒｏｄｕｃｔ

Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」に出て

いる。さらに、美容または薬用化粧品（ｃｏｓｍｅｃｅｕｔｉｃａｌ）組成物の調製に関
する情報は、Ｈａｐｐｙ

Ｍａｇａｚｉｎｅの処方集（ｆｏｒｍｕｌａｒｙ

ａｒｃｈｉ

ｖｅ）（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｐｐｉ．ｃｏｍ／ｓｐｅｃｉａｌ／ｆｏｒｍｕｌａ
１．ｈｔｍ）に出ている。さらに、美容または薬用化粧品組成物の処方の情報はまた、多
様な成分供給元（Ｃｒｏｄａ、Ｃｉｂａ、ＢＡＳＦ、Ｄｏｗ

Ｃｈｅｍｉｃａｌｓなど）

から得られる可能性がある
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（組成物の使用）
本発明はまた、被験体の皮膚の感受性のあるまたは罹患した領域に、処置有効量の本発
明の組成物を投与することによって、皮膚の状態、障害または疾患を予防または処置する
ための方法を提供する。
【０２３９】
処置または予防される皮膚の状態、障害または疾患としては、これらに限定されないが
、炎症性の皮膚状態、神経性または神経炎症性の皮膚状態、急性および慢性損傷、急性お
よび慢性潰瘍、および火傷が挙げられる。
【０２４０】
好ましい実施形態の１つでは、炎症性、神経性、および／または神経炎症性の皮膚状態
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は外陰部痛（外陰部前庭炎および外陰部硬化性苔癬を含む）である。
【０２４１】
この発明の別の実施形態では、前記組成物によって処置される前記皮膚の状態、障害ま
たは疾患としては、粘膜または粘膜の組織が、処置される皮膚と隣接している場所での、
粘膜の状態、障害または疾患が挙げられる。
【０２４２】
本発明の組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患の例には、さらに、座
瘡、アトピー性皮膚炎、アレルギー性接触皮膚炎、白色萎縮、フケ、皮膚炎、手の湿疹、
疱疹状皮膚炎、おむつかぶれ、湿疹、全身性剥脱性皮膚炎、ケロイド、局所性または全身
性掻痒症、光線皮膚炎、周囲潰瘍、乾癬、瘢痕、皮脂嚢胞、脂漏性皮膚炎、酒さ、および
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／または乾皮症が含まれる。
【０２４３】
本発明の組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患の例には、損傷（急性
および慢性損傷を含めて）；潰瘍（急性および慢性潰瘍を含めて）；および／または火傷
も含まれる。
【０２４４】
本発明の組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患の例には、さらに、単
回または反復的な処置の後および／または処置中の皮膚移植（同種移植、自家移植）、三
次元皮膚構築、および／または他の損傷ケアレジメンを用いる単回または反復的な処置中
かつ／または処置後の損傷、潰瘍、および／または火傷が、さらに含まれる。
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【０２４５】
手術後の損傷も、本発明の組成物によって処置される。手術には、これらに限定されな
いが、非美容、美容、形成のおよび／または再建外科処置が含まれる。
【０２４６】
美容、形成、および再建外科処置には、これらに限定されないが、乳房リフト、乳房増
大または縮小、フェイスリフト、額リフト、鼻の手術、耳の手術、眼瞼の手術、腹部の手
術、リポスカルプチャー、脂肪吸引、瘢痕修正、脂肪移植、軟組織増大、冷凍外科療法ま
たは寒冷療法、毛髪移植、爪の手術、硬化療法、レーザー手術、タトゥー除去、および／
または静脈手術が含まれる。
【０２４７】
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さらに、前記の組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患は、これらに限
定されないが、正常な皮膚および／または健康な皮膚、内因的および／または外因的に老
化した、あるいは光老化した皮膚を含めて、病気ではない皮膚状態を含む。さらに、前記
の組成物によって処置される皮膚の状態、障害または疾患は、美容製品、薬学的または皮
膚科学的製品、家庭用品、工業製品、および／または皮膚に有害な成分（腐食性薬品、皮
膚刺激物および皮膚アレルゲンなど）を含有する製品にさらされた（接触した）皮膚を含
む。
【０２４８】
美容および／または皮膚科学的製品には、これらに限定されないが、１以上の皮膚摩擦
材、表皮剥離剤、疣除去剤、脱毛剤、ケミカルピーリング、フィジカルピーリング、セル
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フタンニング成分、香料、脱臭剤、フケ防止活性物質、抗座瘡活性物質、抗炎症剤、抗酒
さ活性物質、抗乾癬活性物質、メイクアップ化粧品、染料、着色添加物、色素、スキンラ
イトナー、肌美白剤、酸化防止剤、脂質、肌用栄養剤、日焼け防止薬、界面活性剤、ポリ
マー、タンパク質、筋弛緩剤、老化防止成分、しわ防止剤、保湿剤、保水剤、ビタミン、
皮膚軟化剤、被膜剤、リポソーム、ナノ粒子、マイクロ粒子、ナノスフィア、マイクロス
フィア、および／またはそれらの任意の可能な混合物および組み合わせを含有する製品が
含まれる。
【０２４９】
この発明の別の群の好ましい実施形態では、前記の組成物は、美容および／または皮膚
科学的処置から生じる、皮膚および／または皮膚状態を処置するために使用される。美容
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および／または皮膚科学的処置には、これらに限定されないが、ライトケミカルピーリン
グ、ミディアムケミカルピーリング、ディープケミカルピーリング、フィジカルピーリン
グ、ワキシング、マイクロピーリング、皮膚擦傷法、光処置（強力パルス光、光変調、可
視、非可視、赤外線、および／または紫外線光を用いる処置）、レーザー処置、高周波処
置、熱処置（温熱、寒冷、温熱および寒冷の繰り返し）、電気処置、超音波処置、力学的
処置（マッサージ、圧迫、吸入、バイブレーション、擦れ、擦過）、酸素および／または
オゾン処置、注入および／またはこれらの任意の組み合わせが含まれる。前記組成物は、
美容および／または皮膚科学的処置の前に、後に、かつ／または間に（並行して）、前記
美容および／または皮膚科学的処置と組み合わせて使用される。
【０２５０】
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クリーム１（実施例７に述べる通りに調製される）およびクリーム２（実施例７に述べ
る通りに調製される）；２つの同様の水中油型エマルジョンベースの調合物（両方とも０
．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有する）を、外陰部の前庭炎症候群を処置するため
に使用する条件下で評価した。
【０３１６】
最初の６から８週間、外陰部前庭炎の患者は、１日２回（朝および夕方）、人さし指を
用いて、前庭の下部の周囲に、３時の方から９時の方までＵ字型にクリームを適用した。
適用１回あたり、約０．２ｍｌ（グリーンピースの大きさに相当する）のクリームを適用
した。６から８週後、症状が、安定化する、あるいは消えるまで、１日１回の適用を継続
した。一旦症状が安定化する、あるいは消えたら、症状の再発生を予防するために、１日
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に１回、あるいはまたは便宜のクリームの適用を継続した。
【０３１７】
クリーム１を、外陰部前庭炎の長期にわたる病歴（２から１０年の間；４±３年）をも
つ１３人の女性のパネル（２０から３９歳の間の年齢；２８±５年）において試験した。
このクリームの有効性は、指標としてその性生活の質を問う患者の問診を通じて、主観的
に評価した。すべての患者は、１日２回のクリーム使用の３から８週（５±２週）後に、
性生活の質の改善を報告した（図１）。この期間の後、６２％の患者は、通常の、痛みを
伴わない性交が可能であることを報告した。３１％は、かなり良好な、１人の患者（８％
）は、より良好な性生活を報告した。このクリームは、すべての患者において、十分な許
容性を示していた；刺激、アレルギー、タキフィラキシー、または膣フローラの変化の徴
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候は、報告または観察されなかった。
【０３１８】
クリーム２を、外陰部前庭炎の長期にわたる病歴（１から３年の間；２±１年）をもつ
１０人の女性のパネル（１７から３０歳の間の年齢；２３±４年）において試験した。こ
のクリームの有効性は、指標としてその性生活の質を問う患者の問診を通じて、主観的に
評価した。
【０３１９】
すべての患者は、１日２回のクリーム使用の２から８週（５±２週）後に、性生活の質
の改善を報告した（図２）。この期間の後、６０％の患者は、通常の、痛みを伴わない性
交が可能であることを報告し、４０％は、かなり良好な性生活を報告した。このクリーム

30

は、すべての患者において、十分な許容性を示していた；刺激、アレルギー、タキフィラ
キシー、または膣フローラの変化の徴候は、報告または観察されなかった。
【０３２０】
問診による外陰部の痛みの主観的評価に加えて、これらの女性のうちの６人について、
外陰部の疼痛閾値を、Ｓｅｍｍｅｓ
ｈｅｓｉｏｍｅｔｅｒ（Ｆｒｅｙ

Ｗｅｉｎｓｔｅｉｎ

Ｖｏｎ

Ｆｒｅｙ

Ａｅｓｔ

Ｆｉｌａｍｅｎｔｓとも呼ばれる）を用いて処置の前

後で量的に測定した。これらの女性は、年齢が１７〜３０歳の間（２４±５年）であり、
１〜２年（２±０年）間の外陰部前庭炎の病歴を有していた。
【０３２１】
クリーム２の１日２回の使用の８週後、平均化された外陰部疼痛閾値の、３．７±３．
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２ｍＮから１１２．６±８０．７ｍＮまでの有意に３０倍の増加が測定され、問診によっ
て得られる結果が確認された。この後者の数値は、健康な女性についてＢｏｈｍ−Ｓｔａ
ｒｋｅ

ｅｔ

ａｌ．（Ｐａｉｎ

２００１、９４、１７７〜１８３）によって報告され

た１５８±３３ｍＮに近い。
【０３２２】
まとめると、これらの結果は、クリームを用いる処置中および／または処置後に、患者
によって報告される性生活の改善は、痛みが低下された、あるいは痛みを伴わずに性交お
よび／または他の性行動を行う能力の結果であることを示す。膣挿入（ｐｅｎｅｔｒａｔ
ｉｏｎ）または膣および外陰部の領域の擦れおよび摩擦に対して誘導される圧迫時の疼痛
閾値の増大に加えて、上で述べた通りのクリーム１および２を繰り返して使用することに
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よって、さらに、前庭の赤みまたは紅斑（クリームの使用より前に存在する）、掻痒症（
かゆみ）および灼熱感が低下する。
【０３２３】
その結果、前記クリームは、外陰部前庭炎症候群の処置に有益であることが示された。
【０３２４】
（実施例９：前記組成物を用いる外陰部硬化性苔癬の処置）
クリーム２（実施例７に述べる通りに調製される）を、外陰部硬化性苔癬を患う９人の
女性のパネル（１７から３０歳の間の年齢；２３±４年）において試験した。クリームの
有効性は、婦人科医によって視覚的に評価した。外陰部へのクリーム（Ｃｒａｍ）２の１
日２回の適用によって、外陰部の硬化性苔癬症状は有意に改善された。このクリームは、

10

局所的または全身的副作用を起こすことはなく、十分な許容性を示していた。
【０３２５】
その結果、前記クリームは、外陰部硬化性苔癬の処置に有益であることが示された。
【０３２６】
（実施例１０：前記組成物を用いるアトピー性皮膚炎または湿疹の処置）
クリーム１（実施例７に述べる通りに調製される）、０．０５％胎児皮膚細胞タンパク
質を含有する水中油型エマルジョンベースの調合物を、２つの研究において、アトピー性
皮膚炎または湿疹に対して使用される条件下で評価した。
【０３２７】
片方の研究では、クリーム１を、５人のアトピー性および／または刺激性の手の湿疹患

20

者に対して研究した。患者は、１７から５８歳（３３±１６年）であった。処置の初めに
は、患者に、クリームを１日２から３回適用した。その後、適用の頻度を、１日１回から
２回に低下させた。患者は、１ヶ月から数ヶ月の間、このクリームを適用した。総合評価
、ならびに、掻痒、紅斑、小胞、浮腫、剥れ、苔蘚化、およびひびまたは割れ目などの症
状を、処置の前後で、０から４までの段階（０＝症状なし、１＝軽度、２＝中程度、３＝
重度、４＝非常に重度）を用いて評価した。
【０３２８】
１人の患者以外はすべて、１から６ヶ月のクリーム使用後、湿疹（総合評価）の全体的
な重症度は、少なくとも１段階低下した（図４）。特に言及する価値のあることは、クリ
ームの使用後の、掻痒症（かゆみ）の著しい低下、および鱗屑、ひび、または割れ目の存
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在の大部分の減少である。掻痒症は、１人の患者以外では、完全に低下し、それぞれのか
ゆみまたは掻痒スコアは、平均で８０％低下した。さらに、それぞれのスコアは、すべて
の５人の被験体について、平均で、紅斑について５８％、小胞について５０％、浮腫につ
いて６７％、亀裂について５３％、苔癬について２８％、および割れ目について５３％減
少した。
【０３２９】
このクリームは、局所的または全身的副作用を起こすことはなく、十分な許容性を示し
ていた。
【０３３０】
別の研究では、クリーム１を、２３人の湿疹患者に対して研究したが、１５人は、手が
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激しく裂け目を生じた、ひび割れた状態；手の湿疹の形であった。患者は、５から７５歳
であった。患者は、評価期間中の毎日最高３回、クリームを適用した。
【０３３１】
手の湿疹の外観および症状は、数週間から数ヶ月後の継続使用の後、１人の患者以外は
、著しく改善した。このクリームは、局所的または全身的副作用を起こすことはなく、十
分な許容性を示していた。
【０３３２】
その結果、クリーム１は、湿疹の処置；特に手の湿疹、また、裂け目を生じた手、ひび
割れた手の処置に有益であることが示された。
【０３３３】
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（実施例１１：組成物を用いる乾癬の処置）
クリーム１（実施例７に述べる通りに調製される）を、３人の乾癬患者のパネルにおい
て試験した。患者は、評価期間中、毎日最高３回、クリームを適用した。１人の患者以外
は、乾癬の外観および症状は、著しく改善した（図５）。この患者は、研究プロトコルに
記載される通りにクリームを適用していなかった。数週間から数ヶ月の毎日の適用の後、
処置は有効であった。このクリームは、局所的または全身的副作用を起こすことはなく、
十分な許容性を示していた。
【０３３４】
その結果、クリーム１は、乾癬の処置に有益であることが示された。
10

【０３３５】
（実施例１２：組成物を用いる酒さの処置）
クリーム２（実施例７に述べる通りに調製される）を、皮膚ケアレジメンおよび／また
は酒さ薬物療法と組み合わせて、数人の酒さ患者において試験した。２つの代表的な酒さ
症例が報告されている；１つは、脂漏性皮膚炎を伴わず（症例１）、もう１つは、脂漏性
皮膚炎を伴う（症例２）。
【０３３６】
片方の研究では、クリーム２（実施例７に述べる通りに調製される）の使用の前に、酒
さ患者（白色人種の女性、５８歳）は、１日２回６週間、ＭＤ
ｌ

Ｃｌｅａｎｓｅｒ

ｅｐｌｅｎｉｓｈ

Ｆｏｒｔｅ

ＩＩ（１５％グリコール化合物を含有）、ＭＤ

Ｈｙｄｒａｔｉｎｇ

商標）Ｃｒｅａｍ（Ｓｔｉｅｆｅｌ

Ｆａｃｉａ

Ｆｏｒｔｅ

Ｒ

Ｃｒｅａｍ、およびＰｈｙｓｉｏｇｅｌ（登録

20

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）を使用したが、紅斑性

（ｅｒｙｔｈｅｍａｔｏ）毛細血管拡張症の酒さの著しい改善は見られなかった（図６、
写真「適用前」）。
【０３３７】
Ｐｈｙｓｉｏｇｅｌ（登録商標）Ｃｒｅａｍの投与を中断し、その代わりに患者は、最
初の６週間に使用したのと同じ洗顔剤および保水クリームと共にクリーム２を使用した。
クリーム２の１日２回、２週間の適用後、顔全体、額、鼻、頬、およびあごの酒さの紅斑
の減少が観察された（図６、写真「適用後」）。
【０３３８】
別の研究では、クリーム２の使用の前に、額（頭皮の空白（ｓｃａｌｐ

ｃｌｅａｒ）
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）の発疹の６ヵ月の病歴を有する患者（白色人種の女性、４１歳）を、２週間、Ｅｌｏｃ
ｏｎ（登録商標）（０．１％フランカルボン酸モメタゾン軟膏；Ｓｃｈｅｒｉｎｇ

Ｃｏ

ｐ．）で処置した。Ｅｌｏｃｏｎ（登録商標）の使用を中断すると、一週間後、額は再び
発赤した。
【０３３９】
その後、患者は、ＲＨ洗浄剤およびＲＨクリームと組み合わせて、４週間、１日２回、
Ｆｉｎａｃｅａ（登録商標）ゲル（Ｂｅｒｌｅｘ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓによって流

通している）を適用した。脂漏性皮膚炎および酒さは、この期間中に少なくとも７５％改
善し、額全体を通してすべての炎症性の病変および紅斑が減少した（図７、「適用前」写
真）。

40

【０３４０】
この期間の後、患者は、ＲＨ洗浄剤およびＲＨクリームと共に、Ｆｉｎａｃｅａ（登録
商標）Ｇｅｌ（ゲルは最初に適用された）と組み合わせて、クリーム２の使用を開始した
。処置計画にクリーム２を追加することは、患者が症状からほぼ回復するのを助けた。１
日２回の適用の７週間後、脂漏性皮膚炎および酒さの著しい、さらなる改善が、観察され
た（図７、「適用後」写真）。
【０３４１】
酒さ患者は、局所的または全身的副作用を起こすことはなく、十分にクリームを許容し
ていた。
【０３４２】
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その結果、クリーム２は、乾癬の処置に有益であることが示された。
【０３４３】
（実施例１３：組成物を用いる軽度の損傷および／または火傷の処置）
クリーム１（実施例７に述べる通りに調製される）およびクリーム２（実施例７に述べ
る通りに調製される）；２つの同様の水中油型エマルジョンベースの調合物（両方とも０
．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有する）を、軽度の損傷および／または火傷を処置
するために使用する条件下で評価した。
【０３４４】
クリーム１は、第１度の火傷を患う８人の患者のパネルにおいて試験した。患者は、５
から６８歳であった。患者は、評価期間中、毎日最高３回、クリームを適用した。火傷の

10

外観および症状は、すべての患者で著しく改善した。数週間から数ヶ月の毎日の適用の後
、処置は有効であった。このクリームは、局所的または全身的副作用を起こすことはなく
、十分な許容性を示していた。
【０３４５】
クリーム２を、手のしみを除去するための冷凍外科療法の後に生じた皮膚病変の処置の
ために試験した。６週間、１日２回クリームを適用することによって、皮膚病変が迅速に
治癒し、皮膚の外観、色合い、および質感が大幅に改善した（図８）。
【０３４６】
その結果、クリーム１およびクリーム２は、第１度の火傷および冷凍外科療法の後の皮
膚病変などの軽傷の処置に有益であることが示された。

20

【０３４７】
（実施例１４：瘢痕およびケロイドの処置）
クリーム１（実施例７に述べる通りに調製される）を、１１人の瘢痕および最近のケロ
イド形成患者のパネルにおいて試験した。患者は、５３から６８歳であった。患者は、評
価期間中、毎日最高３回、クリームを適用した。瘢痕およびケロイドの外観は、瘢痕が、
最低でも１年より前には存在しなかったすべての患者において、著しく改善した。数週間
から数ヶ月の毎日の適用の後、処置は有効であった。このクリームは、局所的または全身
的副作用を起こすことはなく、十分な許容性を示していた。
【０３４８】
その結果、クリーム１は、新たに（１年以内に）見つけられた瘢痕およびケロイドにお

30

いて有益であることが示された。
【０３４９】
（実施例１５：皮膚の自家移植または同種移植後の処置としての組成物の使用）
０．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有する、クリーム１（実施例７に述べる通りに
調製される）水中油型エマルジョンベースの調合物を、火傷および潰瘍の皮膚移植後の損
傷ケアのために使用される条件下で評価した。
【０３５０】
クリーム１を、第２度および第３度の火傷を患う８人の小児のパネルにおいて試験した
。標準の手順として、クリームを、１以上の皮膚細胞構築物の適用に起因する完全もしく
は部分的な創縫合の後に適用した。さらに、このクリームを、移植部位に隣接する皮膚部

40

位（皮膚が軽い程度の火傷を起こした場所）にも適用した。患者の年齢は、１４ヵ月から
９歳であった。身体部位には、手、腕、足、脚および臀部が含まれていた。クリームは、
評価期間中、毎日最高３回適用された。損傷された部位および瘢痕形成の皮膚の外観、質
感、および色合いは、すべての患者において著しく改善した。数週間から数ヶ月の毎日の
適用の後、このクリームを用いる処置は有効であった。このクリームは、局所的または全
身的副作用を起こすことはなく、十分な許容性を示していた。
【０３５１】
その結果、クリーム１は、皮膚の自家移植または同種移植後の火傷の後処置に有益であ
ることが示された。さらに、このクリームは、創傷治癒を完了させるために、皮膚移植と
組み合わせて上手く使用することができる。小児に適用される場合も、クリームは安全で
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あった。さらに、このクリームは、皮膚バリア特性が損なわれた皮膚に適用される場合に
も、十分な許容性を示していた。
【０３５２】
クリーム１を、圧迫潰瘍または糖尿病性潰瘍を患う１３人の患者のパネルにおいて試験
した。標準の手順として、クリームを、１以上の皮膚細胞構築物の適用に起因する完全も
しくは部分的な創縫合の後に適用した。さらに、このクリームを、移植部位および周囲潰
瘍性皮膚に隣接する皮膚部位に適用も適用した。また、損傷が、その後の構築物適用に対
して、一旦閉じる、あるいは非常に小さくなったら、このクリームを、１日２回、追跡処
置として適用した。患者は、年齢が１０日から８５歳であった。身体部位には、ふくらは
ぎ、くるぶし、足、および腕が含まれていた。クリームは、評価期間中に、毎日最高３回

10

適用された。
【０３５３】
潰瘍部位および瘢痕形成の皮膚の外観、質感、および色合いは、１人を除くすべての患
者において著しく改善した。この１人の患者の処置は、糖尿病患者と診断されたことによ
って停止された。１人の男性患者（８５歳）では、最初の処置が成功した後、疾患が再発
した。一例として、腕の筋肉層に圧迫潰瘍をもって生まれた小児は、生後１０日で成功裏
に処置された。乳児は、３つの皮膚移植を受け、クリームを用いて並行して処置された。
処置の１５日目の創縫合の後、クリームを、全皮膚領域に数週間適用すると、完全な瘢痕
のない創傷治癒がもたらされた。ほとんどの場合、数週間から数ヶ月の毎日の適用の後、
このクリームを用いる処置は有効であった。このクリームは、局所的または全身的副作用
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を起こすことはなく、十分な許容性を示していた。
【０３５４】
その結果、クリーム１は、皮膚の自家移植または同種移植後の潰瘍の後処理に有益であ
ることが示された。さらに、このクリームは、創傷治癒を完了するために、皮膚移植と組
み合わせて上手く使用することができる。新生児に適用される場合も、クリームは安全で
あった。さらに、このクリームは、皮膚バリア特性が損なわれた皮膚に適用される場合に
も、十分な許容性を示していた。
【０３５５】
（実施例１６：白色萎縮の処置としての組成物の使用）
白色萎縮は、下腿上に生じる特定のタイプの瘢痕である。これは、血液供給が不十分な
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場合に、皮膚損傷の後に起こる。これは、皮斑様（Ｌｉｖｅｄｏｉｄ）血管炎の特有の病
変である。皮斑様血管炎は、下肢の持続的な痛みを伴う潰瘍化によって特徴づけられる、
珍しい、慢性的な血管異常である。皮斑様血管炎の特性としては、以下が挙げられる：（
１）小さい、圧痛がある、不規則な潰瘍に進行する（３０％の症例）、痛みを伴う赤また
は紫の跡および斑点、および（２）無痛の白色萎縮瘢痕。
【０３５６】
クリーム１（実施例７に述べる通りに調製される）を、３人の白色萎縮患者のパネルに
おいて試験した。患者は、３７から７６歳であった。患者は、評価期間中に、毎日最高３
回、クリームを適用した。白色萎縮の外観および症状は、萎縮性皮膚および周囲の領域の
著しい安定化と共に、すべての患者において著しく低下した。数週間から数ヶ月の毎日の
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適用の後、処置は有効であった。このクリームは、局所的または全身的副作用を起こすこ
とはなく、十分な許容性を示していた。
【０３５７】
その結果、クリーム１は、白色萎縮の処置に有益であることが示された。
【０３５８】
（実施例１７：他の皮膚条件、異常、および疾患の処置としての組成物の使用）
使用された様々な研究によって、放射線皮膚炎、接触蕁麻疹、接触皮膚炎または刺激物
接触皮膚炎、アレルギー性接触皮膚炎、日焼けおよび／または光線皮膚炎、全身性かゆみ
または掻痒症、外直腸のかゆみまたは掻痒症、陰茎または陰嚢上の局所的なかゆみまたは
掻痒症、有毒オークおよびツタウルシへの暴露に起因する局所的なかゆみまたは掻痒症、
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ならびに昆虫刺症、および／または瘢痕またはケロイド皮膚部位上の局所化されたかゆみ
または掻痒症の処置、軽減、または外観の改善における、クリーム１および／またはクリ
ーム２（実施例７に述べる通りに調製した；両方とも、０．０５％胎児皮膚細胞タンパク
質を含有する水中油型エマルジョンベースの調合物）の有意な有効性が示された。
【０３５９】
（実施例１８：美容／皮膚科学的処置の後の処置としての組成物の使用）
使用された様々な研究によって、ケミカルピーリング、皮膚擦傷法およびマイクロピー
リング、光およびレーザー処置、高周波処置、熱処置、電気外科剥皮またはコブレーショ
ン（ＣＯ２−レーザーおよび高周波）、余分な体毛の除去、様々な美容整形処置、冷凍外
科療法および／または様々な他の美容および皮膚科学的処置後の回復、皮膚再生、および
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／または治癒の改善における、クリーム２（実施例７に述べる通りに調製される）の有意
な有効性が示された。
【０３６０】
クリームを用いる処置によって、それらの処置の後の、皮膚の治癒および回復の増強が
助けられ、皮膚の外観、色合い、および質感が改善される。
【０３６１】
（実施例１９：皮膚−老化の徴候を低下させるための組成物の使用）
使用された研究によって、鼻から口にかけてのしわを含めて、顔のこじわおよびしわの
外観、色合い、および質感の改善における、クリーム２（実施例７に述べる通りに調製さ
れる）の有意な有効性が示された（図９）。
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【図面の簡単な説明】
【０３６２】
【図１】外陰部前庭炎症候群の処置における、０．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有
するクリーム１の、性生活の質の問診によって評価される通りの有効性を示すグラフであ
る。
【図２】外陰部前庭炎症候群の処置における、０．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有
するクリーム２の、性生活の質の問診によって評価される通りの有効性を示すグラフであ
る。
【図３】外陰部前庭炎症候群の処置における、０．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有
するクリーム２の、処置の前後の外陰部の疼痛閾値を測定することによって評価される通
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りの有効性を示すグラフである。疼痛閾値は、ミリニュートン（ｍＮ）で与えられる；平
均および標準偏差が与えられる（ｎ＝６）。
【図４】手の湿疹の処置における、０．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有するクリー
ム１の有効性を示すグラフである。以下の評価法：０＝存在しない、１＝軽度、２＝中程
度、３＝重度、および４＝非常に重度を使用して、処置の前（黒曲線）および後（赤）の
症状を評価する。平均値が与えられる；ｎ＝５。
【図５】乾癬の処置における、０．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有するクリーム１
の有効性を示す写真である。数週間のクリーム使用の前と後の、乾癬患者の代表例を示す
。
【図６】酒さの処置における、αヒドロキシ酸（グリコール酸）生成物と組み合わせた、
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０．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有するクリーム２の有効性を示す写真である。２
週間のクリーム使用の前と後の、酒さの患者の代表例を示す。
【図７】脂漏性皮膚炎を随伴する酒さの処置における、酒さ薬物療法（アゼライン酸生成
物）と組み合わせた、０．０５％胎児皮膚細胞タンパク質を含有するクリーム２の有効性
を示す写真である。７週間のクリーム使用の前と後の、随伴する脂漏性皮膚炎を患う酒さ
患者の代表例を示す。
【図８】冷凍外科療法の後に生じる軽い創傷および／または皮膚病変の後の処置としての
クリーム２の有効性を示す写真である。冷凍外科療法（または寒冷療法）は、手のしみを
除去するために実施された。冷凍外科療法の後の画像（写真「適用前」；クリーム使用の
前に相当）と、１日２回のクリーム使用の６週後の画像（「適用後」）を示す。
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