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化粧品を扱う人々が知っておきたい皮膚障害と化粧の有用性～臨床現場から～

化粧品開発とその障害の歴史 II 
〈洗顔石鹸に含まれた加水分解コムギ（グルパール®19S）による 
即時型コムギアレルギーとロドデノール誘発性脱色素斑〉
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Abstract
After melanosis faciei femina, two outbreaks of severe side effects caused by cosmetics have occurred since 2009. One 

is an immediate wheat allergy percutaneously sensitized to hydrolyzed wheat protein contained in facial soaps (HWP-IWA) 
that included 0.3% of a specific type of HWP, Glupearl 19S. A total of 2,111 cases developed allergic contact urticaria, ana-
phylaxis, and/or wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis (WDEIA) after using the soaps.

The other one is Rhododenol-induced leukoderma (RDL) due to a skin-whitening agent rhododendrol (Rhododenol) 
(RD) approved by the Ministry of Health, Labour and Welfare as a quasi-drug. A total of 19,609 individuals developed 
leukoderma, that is about 2.4% of those who used whitening cosmetics (cosmetics) containing 2% RD.

The author served as chairpersons of the special committee of the Japanese Society of Allergology for HWP-IWA, and 
of the Japanese Dermatological Association for RDL. Both committees carried out epidemiological studies, established diag-
nostic criteria and provided practical guidance to treat and care the patients. Both committees performed and reviewed clini-
cal, basic, and genetic research on the pathomechanism, and provided information to the medical doctors and the patients.

In this article, HWP-IWA and RDL are reviewed from a viewpoint of a dermatologist and the chairpersons of the special 
committees.
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1. は じ め に

化粧品は消費者が毎日使用し，その使い方を自由に選
択できる製品であるため，より健康で楽しく心豊かな生
活に役立つためには，安全性が担保されている必要があ
る。一方，すべての人に安全な化粧品を製造販売するこ
とは難しく，その副作用としてさまざまな皮膚障害を起
こしうる製品でもある。化粧品の安全性を考える上で，
化粧品による皮膚障害事例から学ぶことは，安全でより
良い製品を開発するための最良のリソースといえる。実
際，一般社団法人 SSCI-Netに登録されるアレルギー性
皮膚障害例の原因製品第一位は化粧品・薬用化粧品で，

全体の約6割を占める 1）。
日本において，化粧品による皮膚障害が社会問題化
した大きな事例は1976年女子顔面黒皮症の集団訴訟で
あった 1, 2）。1992年に女子顔面黒皮症が稀となり 3），化
粧品による皮膚障害の重大事例はしばらくなかった。
2011年5月に洗顔石鹸に含まれた加水分解コムギ，グ
ルパール®（GP）19Sによる即時型コムギアレルギーが
問題となり自主回収する事態となった。そして2013年
7月にロドデノール（RD）配合化粧品による白斑（RD誘
発性脱色素斑：以後 RDL）が大きな問題となり，当該化
粧品が自主回収となった。この2つの事例に対する行政
の取り組みは，五十嵐がすでに解説している 4）。筆者は
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