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テープ剤の剥離力に対する伸縮性と貼付時間の
影響及びヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力の
変動要因とその環境変化の解析

製剤学講座
GYD1602 金丸達哉

※ 未発表データは黒塗りにした。

研究背景 日本薬局方における貼付剤の定義

3

貼付剤： 皮膚に貼付する製剤
・パップ剤：基剤に水を含む

・テープ剤：基剤にほとんど水を含まない。
感圧性粘着剤（PSA: pressure sensitive adhesive）と支持体
（backing）からなり、リザーバー型製剤の場合は放出制御膜を有する。

マトリックス型製剤
Backing
PSA

PSA を物理的に補強し、伸縮性に関与する。
織布、不織布またはポリマーフィルム等からなる。
粘着と有効成分の放出制御を担う。
ベースポリマー、粘着付与剤、軟化剤等からなる。
粘着性を示す温度では、粘弾性を有する。

➢ 貼付剤の製剤特性は backing と PSA の両方によって決定される。
➢ 貼付部位及び目的に合わせて、様々な粘着性及び伸縮性を有するテープ剤
が開発されている。

研究背景 既存の剥離試験法

8

Table 1 The standard methods of peeling test.
圧着速度 圧着回数 圧着後の
放置時間
(mm/min) (往復)

引張速さ
(mm/min)

規格番号

被着体

表面粗さ

ローラー荷重

ASTM D3330-2010

ステンレス鋼板
SUS 302 or 304

Ry 50 ± 25 nm

2040 ± 45 g

300

1

< 1 min

300

Ra 0.05-0.025 µm

2040 ± 45 g

300

1

< 1 min

300

PTSC-1-1989

ステンレス鋼板
SUS 302 or 304

IEC 60454-2-1994

ステンレス鋼板
(type 13)

Rmax < 3µm
Ra 0.05-0.40 µm

2000 g

300

2

5 min

300

AFERA 4001-1987

ステンレス鋼板

Rmax < 4 µm
Ra 0.05-0.40 µm

2000 g

600

2

10 min

300

JIS Z0237-2000

ステンレス鋼板
SUS 304

Ra 0.05-0.40 µm

1000 ± 50 or
2000 ± 100 g

300

1 or 2

< 1 min

300

Ra 0.05-0.40 µm

1000 ± 50 or
2000 ± 100 g

300

1

-

300

-

850 g

300

1

30 min
(37ºC)

300

日本薬局方 17 改正
救急絆創膏自主基準第 1 法

ステンレス鋼板
SUS 304
フェノール樹脂板

Ry: 粗さ曲線による最大高さ, Rmax: 断面曲線による最大高さ, Ra: 算術平均粗さ

➢ 試験板を用いた既存の剥離試験法は、
ヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力と相関しないことが報告されている。1-3)
1) Wokovich AM. et.al. J Biomed Mater Res Part B Appl Biomater 2008; 87B: 105–113.
2) Wokovich AM. et.al. J Biomed Mater Res Part B Appl Biomater. 2009; 88B: 61–65.
3) Klode J et.al. J Eur Acad Dermatology Venereol. 2011; 25: 933–939.

研究目的
本研究では、
1. 既存の剥離試験法に基づき、試験条件を検討する
ことで、試験板とヒト皮膚におけるテープ剤の剥
離力が相関する剥離試験法の確立を試みる。
2. テープ剤の臨床使用を模倣した複数の試験条件で、
1. で確立した剥離試験法用いて、試験板及びヒト
皮膚を用いたテープ剤の剥離試験を行い、剥離力
の比較を行う。

3. 同時に、テープ剤及びヒト皮膚の特性変化を明ら
かにすることで、剥離力を変動させる要因と影響
の解析を行う。
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結果 伸長性試験と試験板を用いた剥離試験

16

Table 3 Peel forces (N) of ST and NST 180 min after sticking on SS plate, Young's modulus
(N/mm) and peel force ratio (NST/ST).

ST
Tape

NST

Peel force
ratio
(NST/ST)

Peel force (N)

Young's modulus
(N/mm)

Peel force (N)

I
II

0.201 ± 0.006
0.890 ± 0.088

0.080 ± 0.007
0.079 ± 0.005

0.210 ± 0.018
*
1.41 ± 0.05

1.04
1.58

III

0.714 ± 0.053
0.885 ± 0.023

0.057 ± 0.006

*
0.994 ± 0.109
1.25* ± 0.06

1.39

0.771 ± 0.074
0.645 ± 0.023

0.080 ± 0.003

1.05* ± 0.07
0.739* ± 0.066

1.36

IV
V
VI

0.079 ± 0.009
0.095 ± 0.008

1.41
1.15

Each value is the mean ± S.D. (n = 4). *: p < 0.05 compared with peel force of ST (Student t-test).

► いずれのテープ剤においても NST の剥離力は ST の剥離力よりも有意に大きかった。
➡テープ剤の伸縮による剥離力の緩和が示唆された。
► Tapes I, II, IV and V のヤング率はほとんど変わらなかったが、剥離力の変化率は Tape I
が顕著に小さかった。
➡テープ剤の伸縮による剥離力の緩和の影響は、伸縮性及び粘着力によって異なる。

博士論文
第1章

試験板と in vivo ヒト皮膚における剥離力が相関するテープ剤の
剥離試験法の確立

1. テープ剤の剥離力に対する伸縮性の影響
2. テープ剤の剥離力に対する貼付時間の影響
3. 試験板と in vivo ヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力の相関性
第2章

In vivo ヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力の変動要因の解析

In vivo ヒト皮膚の
1. 表面自由エネルギーがテープ剤の剥離力に及ぼす影響
2. 弾性がテープ剤の剥離力に及ぼす影響
3. 水和と角質細胞の凝集力がテープ剤の剥離力に及ぼす影響
第3章

テープ剤の剥離力に影響を及ぼす要因の季節変化の評価

環境温度の変化が
1. In vivo ヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力に及ぼす影響
2. In vivo ヒト皮膚の水の接触角と皮脂量に及ぼす影響
3. In vivo ヒト皮膚の弾性に及ぼす影響
4. In vivo ヒト皮膚の水和と角質細胞の凝集力に及ぼす影響

25

結果

試験板及びヒト皮膚における SFE の測定

29

Table 5 Contact angles of water, formamide and diiodomethane and SFE (surface free energy) components
according to van vOCG model on test plates and in vivo human skin
Contact angle (deg.) ± S.D.

SFE component according to vOCG method

Water

Formamide

Diiodomethane

2

2

literature (mJ/m )

(mJ/m )

Substrate
γ𝐿S

γ−
S

γ+
S

SFE from

γS𝐴𝐵

γ𝑠

γ𝑠

Polytetrafluoroethylene; PTFE

19.6-23.9

Polypropylene; PP

29.4-30.1

Polyethylene; PE

30-36.8

Stainless steel; SSP

Unpublished data

43, 46

Polycarbonate; PC

40.3, 46

Polymethyl methacrylate; PMMA

41.1, 45

In vivo human skin

38.7

➢ SFE （𝛾𝑠 ）は、PTFE < PP < PE < Skin < SSP < PC < PMMA の順で大きかった。
➢ PC、PMMA 及びヒト皮膚は、酸塩基成分 （γS𝐴𝐵 ） を有していた。

実験方法 皮脂の定量
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・被検者より採取した濾紙に付着した皮脂を、 TLC (HPTLC Silica gel 60, Merck) を用い
て定量した 。
定量した脂質：Free fatty acids (FFA), Triglyceride (TG), Wax ester (WE) and Squalene (SQ)
2.2 cm

Filter paper
Sebum

SQ
WE

5.5 cm

↓
Extraction with chloroform: methanol (2/1) for
under sonication 20 min at 37℃
↓
HPTLC developed hexane, benzene and hexane:
diethyl ether: acetic acid (85: 15: 1)
↓
Sprayed with 10% cupric sulfate + 8%
phosphoric acid aqueous solution
↓
Carried on a 180℃ hotplate 10 min
↓
Quantification by densitometry (Image-J)

TG

FFA

Samples

---------Standerds-------- Samples

結果 剥離力と皮膚の伸長の関係
Table 7 Slope (mm/N) and Coefficient of determination of the regression
line between peel force (N) and skin deformation (mm) of tapes in
Subjects

Sex

1

M

2

M

3

M

4

F

5

F

6

M

7

F

8

F

9

M

10

F

11

F

12

M

Mean ± S.E.

M

Slope of the regression
Coefficient of determination
line (mm/N)

Unpublished data

F

M: male, F: female
a: p < 0.05 (Pearson's test), b: p < 0.01 (Sudent's t-test).

➢ 被検者 12 を除いて、皮膚の伸長性と剥離力の間に良好な相関がみられた。
➢ 回帰直線の傾きは、各被検者の皮膚の弾性を反映している。
➡女性の方が回帰直線の傾きが大きく、硬い皮膚を有していた。

41

結果 テープ剤の剥離による角層剥離面積の評価

Table 8 Tack (ball number or N) and tack energy (J) of tapes measured by the inclined ball
tack test and a vertical ball tack test.
Inclined ball tack test
Vertical ball tack test
Tape
-4
Ball number Diameter (inch)
Tack (N) ± S.D.
Tack energy (×10 J) ± S.D.
I
II
III
IV
V
VI

Unpublished data

➢ Tape II は 他のテープ剤と比較して tack が小さかった。
➡Tape II は PSA が柔らかく、剥離時の角層の離脱も少なかったと考えられた。

45
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小括 テープ剤の剥離力に影響を及ぼす要因の変動

58

◆ 被着体表面温度の変化が剥離力に及ぼす影響
・試験板及びヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力の変化は異なった。
➡PSA の粘弾性の変化による剥離力の変化よりも、ヒト皮膚の生理的特性
の変化の方が、剥離力に及ぼす影響が大きいと考えられた。
◆ ヒト皮膚の表面自由エネルギーの変化
・水の接触角は、夏季環境の方が小さかった。
・Tape I の剥離力は他のテープ剤と異なり、夏季でわずかに増大した。
➡皮膚の SFE の変化は、剥離力が小さい Tape I では影響したが、剥離力が
大きい Tapes II-VI の剥離力にはほとんど影響しなかった。

◆ ヒト皮膚の粘弾性特性の変化
・Cutometer® を用いて測定した皮膚（表皮）の弾性は、夏季環境で増大した。
・テープ剤の剥離による皮膚の変形によって評価した皮膚の弾性は、冬季
環境で増大した。
➡冬季環境では、真皮に存在する立毛筋の収縮によって真皮の弾性が増大
し、剥離力を増大させたと考えられた。
◆ ヒト皮膚の角層の凝集性の変化
・30 ℃ の条件では、テープ剤剥離時の角層剥離量が増大した。
➡皮膚の水和によって角層の凝集性が低下し、剥離力を低下させた。

結論
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試験板と in vivo ヒト皮膚における剥離力が相関するテープ剤の
剥離試験法の確立

・NST を調製し、貼付時間を 180 分とすることで、試験板と
ヒト皮膚における剥離力が相関する剥離試験法が確立できた。

第2章

In vivo ヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力の変動要因の解析

・ヒト皮膚の表面自由エネルギー、弾性及び角層の凝集性は
テープ剤の剥離力に対して影響した。
・テープ剤の剥離力に対するこれらの影響の大きさは、テープ剤の粘着
力によって異なった。
第3章

テープ剤の剥離力に影響を及ぼす要因の季節変化の評価

環境温度の変化は
・ヒト皮膚の表面自由エネルギー、弾性及び角層の凝集性に対して影響
した。
・これらの要因の変化は、テープ剤の剥離力が季節によって変動する原
因であると考えられた。

学位論文発表会講演要旨

テープ剤の剥離力に対する伸縮性と貼付時間の
影響及びヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力の
変動要因とその環境変化の解析

金丸 達哉

近年、活発に研究及び開発が行われている貼付剤は、経口や注射剤等の他の剤形と
比較して、肝初回通過効果の回避、安定した血中濃度の維持、及び副作用発現時に剥
がすことで投与の中止が可能などの複数の利点を有し、患者の QOL（Quality of life）
や製剤価値の向上に寄与している 1, 2)。感圧性粘着剤（Pressure sensitive adhesive, PSA）
に薬物を含有したテープ剤（Drug in adhesive, DIA）は安全性の高さと製造の容易さか
ら、経皮吸収製剤の主流となっている。DIA テープから皮膚への薬物の透過速度は、
製剤-皮膚間の接触面積に比例する 3, 4)。また、テープ剤は治療期間にわたって（12 時
間から 7 日間）皮膚への接触を保つために、十分な粘着力と皮膚の動きへの追従性が
求められる。一方、テープ剤の過剰な粘着力は、剥離時の皮膚の痛みや傷害を引き起
こす 5, 6)。すなわち、テープ剤には、治療中には剥離せずかつ剥離時には痛みを伴わな
い適切な粘着力が求められる。
テープ剤の剥離力（粘着力）は、テープ剤の有効性と安全性に影響する重要な製剤
特性であるが、個人間及び季節間で差がある。このため、剥離力を変動させる要因を
明らかにすることは、常に高い安全性と有効性を有するテープ剤の開発と患者に適し
た製剤選択に役立つと考えられるが、このような要因の解析を試みた研究はほとんど
ない。さらに、ヒト皮膚における剥離試験法は確立されておらず、JIS Z 0237 や ASTM
D 3300 等の既存の剥離試験法によって得られた剥離力は、ヒト皮膚での剥離力とほと
んど相関しないことが報告されている

7–9)

。そこで本研究では、第 1 章において、試

験板とヒト皮膚でのテープ剤の剥離力が相関する剥離試験法の確立を試みた。さらに、
第 2 章では、第 1 章で確立した剥離試験法を用いて、in vivo ヒト皮膚において剥離
試験を行い、同時に皮膚特性を測定することでテープ剤の剥離力を変動させる要因を
解析した。第 3 章において、各試験環境下でテープ剤の剥離試験と皮膚特性の測定を
行うことにより、テープ剤の剥離力と第 2 章で明らかにしたテープ剤の剥離力に影響
を及ぼす要因の環境変化に対する応答を評価した。

また、剥離したテープ剤の PSA に
角層の付着がみられた（unpublished
data）
。このため、ヒト皮膚では PSA
の変形と角層の離脱が、テープ剤の
剥離力に影響し、試験板とは異なる
経時的推移を示したと考えられた。
以上の結果から、既存の剥離試験
法で規定されている貼付 1 分後と、
SSP において一定の剥離力が得られ
た貼付 180 分後の SSP とヒト皮膚
におけるテープ剤の剥離力の相関性
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を評価した。その結果、貼付 1 分後では両剥離力の間に相関は認められなかったが（p
> 0.05）、貼付 180 分後では有意な相関が認められた（p < 0.05, Fig. 2）
。
本章では、 NST を SSP とヒト皮膚に貼付して 180 分後に剥離試験を行うことで
剥離力の測定値の相関性が得られることを明らかにした。これまでに、試験板及びヒ
ト皮膚におけるテープ剤の剥離力の相関性に対して貼付時間が及ぼす影響を検討した
報告はない。本研究で確立した剥離試験法は、試験板とヒト皮膚におけるテープ剤の
剥離力の比較と予測を可能にする点で有用である。しかし、本研究で確立した剥離試
験法を用いて、多様な素材を用いて製造された他のテープ剤においても同様の相関性
が得られるかは、更なる検討を要すると考えられる。

第2章

In vivo ヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力の変動要因の解析

第 1 章で確立した剥離試験法を用いて、ヒト皮膚における剥離試験を行った。同時
に、ヒト皮膚の SFE（surface free energy）、弾性及び角質細胞の凝集力がテープ剤の剥
離力に影響を及ぼすと推測し、これらに関係する、皮膚表面での水の接触角、皮脂量、
皮膚の変形、TEWL（transepidermal water loss）
、capacitance 及び角層の離脱面積を測定
した 12, 13)。さらに、各テープ剤の剥離力と試験板の SFE との関係を検討するために
異なる SFE をもつ複数の試験板において剥離試験を行った。その結果、Tapes I - V の
剥離力は試験板の SFE に依存して増大した（unpublished data）。一方、ヒト皮膚では、
剥離力が最も小さい Tape I のみ、剥離力と皮膚の SFE の指標である水の接触角と有
意な負の相関が認められた（p <0.05, unpublished data）
。皮脂量と皮膚の水の接触角の
間には有意な負の相関性が認められた（p <0.05, unpublished data）
。以上の結果から、
皮脂量は皮膚の SFE に影響に影響を及ぼし、結果的にテープ剤の剥離力にも影響し

たと考えられた。しかし、剥離力がより大きい他のテープ剤では、この相関は認めら
れず、他の要因もテープ剤の剥離力に影響を及ぼしたと推察された。
テープ剤の剥離力と皮膚の変形には、有意な正の相関性が認められ（p < 0.05,
unpublished data）
、その回帰直線の傾きは皮膚全体の弾性とみなせると考えられた。皮
膚全体の弾性率には、性差が認められた（p < 0.05, unpublished data）
。被着体の弾性率
が剥離力に影響することが報告されているので、皮膚の弾性の個人差はテープ剤の剥
離力に影響を及ぼす要因の一つであると考えられた 13)。
テープ剤剥離後では、貼付前と比較して TEWL 及び capacitance が増大し、角層の
離脱と水和が示唆された（unpublished data）
。角層が離脱した面積は、剥離力が大きい
テープ剤の方が大きくなる傾向を示したが、剥離力との相関は認められず（p > 0.05）
、
角層の離脱面積に影響する他の要因が存在すると推察された。そこで、垂直測定ボー
ルタック試験により PSA のタックを測定した 14)。その結果、ほぼ同等の剥離力を示
したテープ剤で比較すると、よりタックが小さく、 PSA の粘度が小さいテープ剤の
方が剥離時の角層の離脱面積は小さかった（unpublished data）。従って、皮膚の SFE、
弾性及び角質細胞の凝集力はテープ剤の剥離力に影響を及ぼす要因であり、これらが
大きいほど剥離力は増大すると考えられた。また、これらの要因の剥離力に対する寄
与は PSA の SFE、粘着力及び粘度によっても異なると考えられた。
上述の結果を総合すると、皮膚の SFE、皮膚全体の弾性率及び角質細胞の凝集力は
テープ剤の剥離力の測定値に影響する要因であり、その影響は PSA の SFE、粘着力
及び硬さの影響を受ける。すなわち、① SFE がヒト皮膚よりも大きく粘着力が小さ
い PSA を有するテープ剤の剥離力は、皮膚の SFE とそれに関係する皮脂量の影響を
受け、② PSA が柔らかく粘着力の大きいテープ剤の剥離力は、皮膚全体の弾性率の
影響を受け、③ PSA が硬く粘着力の大きいテープ剤の剥離力は、皮膚全体の弾性率
と角質細胞の凝集力の両方の影響を強く受けると考えられた。本章で示した皮膚及び
PSA の特性の違いは、テープ剤の剥離力を変動させると考えられる。しかし、テープ
剤の PSA の SFE、粘着力や柔らかさに関する情報は、臨床現場にはほとんど供給さ
れていない。これらの情報が臨床に供給され、適切な解釈がなされれば、より患者に
適した製剤の選択が可能になることを示している。

第3章

In vivo ヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力に対する環境変化の影響

被着体の表面温度が変化すると PSA の粘弾性が変化し、粘着性に影響を与える
15,16)

。そこで、テープ剤の剥離力に対する被着体の表面温度の影響を評価するために、

SSP の表面温度を変化させて剥離試験を行った。その結果、Tapes I - IV では、SSP の
表面温度の増大に伴い剥離力が増大したが Tapes V - VI の剥離力はほとんど変化しな
かった（unpublished data）。次に、冬季（15℃）及び夏季（30℃）を模倣した試験環境

でヒト皮膚におけるテープ剤の剥離試験を行い、第 2 章で示した皮膚特性を測定した。
加えて、季節によって変化することが報告されている、表皮の弾性も測定した

17, 18)

。

ヒト皮膚におけるテープ剤の剥離力は、皮膚表面温度が上昇した夏季と下降した冬季
環境を比較すると、Tape I ではわずかに増大したが、Tapes II - VI では有意に低下し（p
< 0.05）、SSP とは異なる変化を示した（unpublished data）
。従って、試験環境に応答し
たテープ剤の剥離力の変化に対して、PSA の粘弾性よりもヒト皮膚の特性変化の寄与
が大きいと推察された。
ヒト皮膚の特性は、夏季では冬季環境と比較して皮脂量が増加し、水の接触角は低
下したことから、皮膚の SFE の増大が示唆された（unpublished data）
。各テープ剤の
剥離力と皮膚の変形から測定した皮膚の弾性率は、夏季よりも冬季環境の方が大きく、
これは真皮の立毛筋の収縮によると推察された（unpublished data）19)。一方、表皮の弾
性率は冬季よりも夏季環境の方が有意に大きく（p < 0.05, unpublished data）、テープ剤
の剥離力に対する影響は皮膚全層の弾性率の変化の方が大きいと推察された。
冬季環境と比較して夏季環境では TEWL、capacitance 及び角層の離脱面積が増大し、
角質細胞の凝集力の低下が示唆された（unpublished data）20, 21)。以上を総括すると、夏
季では角層の凝集力の低下によって剥離力が低下し、冬季では皮膚の弾性率の増大に
よって剥離力が増大したと考えられた。一方、これらの影響を受けにくい剥離力の小
さいテープ剤では、夏季において皮膚の SFE の増大によって剥離力が増大したと考
えられた。
上述の結果を総合すると、冬季環境における立毛筋の収縮は真皮の弾性率を増大さ
せ、テープ剤の剥離力を増大させた。一方、夏季環境では、皮膚の弾性率の低下と角
質細胞の凝集力の低下によってテープ剤の剥離力が減少した。Figure 3 に、第 2 章及
び第 3 章から得られた知見をもとに、テープ剤の剥離力と PSA 及びヒト皮膚側の要
因の関係を示した。本研究から得られた知見に基づいてテープ剤を選択することは、
通年においてより有効かつ安全なテープ剤による薬物治療に貢献する。例えば、より
透湿性が高く、PSA が柔らかいテープ剤は、角層の凝集力が低下する夏季においても、
剥離力の低下と角層の離脱を生じさせることなく治療ができる。一方、粘着力がより
小さいテープ剤を用いることで、皮膚の弾性率の増大によって剥離力の測定値が増大
する冬季でも、テープ剤剥離時の痛みと皮膚傷害を生じさせることなく治療ができる。
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Abstract of thesis presentation

Influence of stretchiness and application times of tapes on peel forces and
analyses of factors changed peel force in in vivo human skin and the
variation in environment

Tatsuya Kanemaru

Recently, many transdermal patches have been developed. These patches have a number of
advantages, such as the avoidance of first pass effect by hepatic enzymes, the removal of patches
if adverse effects appear, and the maintenance of drug concentrations in systemic circulation,
compared with other formulations. These advantages contribute to the improvement of quality
of life (QOL) in patients and the value of formulations.1, 2) The tape (drug in adhesive, DIA)
including drugs in pressure-sensitive adhesive (PSA) has been mainstream of transdermal
patches because it is safe for patients and prepared easily. The drug permeation rate through the
skin from DIA tape depends on the contact area between them.3, 4) Moreover, the adequate
adhesiveness and flexibility are required in PSA to keep contact area between the skin and PSA
during a period of treatment (twelve hours to two weeks). On the other hand, the excess
adhesiveness of PSA induces the irritation and pain when peeling off them from the skin. Thus,
the appropriate adhesion is needed in comfortable tapes, such as tight adhesion to the skin during
application and slack adhesion when peeling off them.
Peel force (adhesiveness) of tapes influences the efficacy and safety of them. However, it is
known as having individual and seasonal variations. It is considered that understanding the
factors changed peel force is useful to develop the tapes with efficacy and safety, select and the
suitable tapes to patients, but there was hardly study that analyzed the factors. Furthermore, the
standard peeling test method has not been established using human skin. It has been reported
that the peel force of tapes measured by the standard peeling test method using test plates (such
as JIS Z 0237 and ASTM D3300) has no correlation with the peel forces on human skin.7–9) The
correlations between peel forces on test plate (stainless steel palate: SSP) and in vivo human skin
were evaluated in the first chapter to establish the peeling test method. In the second chapter, the
peeling test on in vivo human skin and determination of the characterization were performed.
The relationships between the peel forces and the characteristics of skin were analyzed to
determine the factors changed peel force on in vivo human skin. In the final chapter, the same
test as the second chapter was performed under the environments mimicked winter or summer
environments to evaluate the change in the peel forces and the characteristics of skin.
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the good correlation between the peel forces was obtained by performing the peeling test 180
min after sticking on SSP and in vivo human skin. The influence of application time on the
correlation between their peel forces has not been evaluated yet. This peeling test method is
useful for the comparison and estimation of peel forces on the test plate and in vivo human skin.
However, the further studies are needed in this peeling test method to demonstrate that the
correlation is also obtained in the tapes of different types.

Chapter 2. Analysis of the factors changed peel force on in vivo human skin
The peeling test was performed on in vivo human skin by the established method in chapter 1.
The characteristics of human skin were concurrently measured in the peeling test. SFE (surface
free energy), elasticity and cohesion of stratum corneum in the skin were selected as the factors
influenced on the peel force. A contact angle of water, amount of sebum, skin deformation in
the peeling, TEWL (transepidermal water loss), capacitance and detachment area of corneocyte
were measured to evaluate these factors.12, 13) Moreover, the peeling tests on test plates with a
variety of SFE were performed to evaluate the relationships between the peel forces of tapes
and SFE of test plates. As a result, the peel forces of Tapes I - V increased with increasing SFE
of the test plates. A good negative correlation between the peel force of Tape I, which has the
smallest adhesiveness among these tapes, and the contact of water was obtained on in vivo
human skin (p < 0.05, unpublished data). However, the correlation was not obtained in other
tapes. It is considered that the peel force of other tapes was influenced by different factors. A
good negative correlation between the amount of sebum lipids and the contact angle of water
on the skin was obtained (p < 0.05, unpublished data). It was considered that the sebum lipids
influenced the SFE of skin, consequently, they also influenced the peel force of tapes.

A good positive correlation was obtained between the peel forces of tapes and the skin
deformation (p < 0.05, unpublished data), and the slope of the regression line was regarded as
the elasticity in the whole skin. The skin elasticity modulus had an inter-sexual difference (p <
0.05, unpublished data). It was considered that the inter-individual difference in the skin
elasticity was one of the factors influenced the peel forces of tapes, because the elasticity
modulus of adherend influenced the peel force.13)
The TEWL and capacitance in the skin increased after peeling the tapes (unpublished data).
These increasies indicate the skin hydration and the detachment of corneocytes. The areas of
detachment corneocytes had a poor correlation with the peel forces (p > 0.05), though it tended
to increase with increasing the peel force (unpublished data). The poor correlation suggested the
contribution of other factors related to corneocyte detachment. A vertical tackiness test was
performed to research the factor.14) The tapes of PSA, which had a low tackiness and a low
viscosity, caused a small detachment of corneocyte compared with the tapes having almost the
same peel force (unpublished data). Thus, the SFE, elasticity, and cohesion of stratum corneum
in the skin were the factors changed peel force. The SFE, adhesiveness and viscosity of PSA
also are related to the intensity of contribution of these factors to the peel forces.
In conclusion, the SFE, elasticity of human skin and cohesion of the stratum corneum are the
factors influenced peel forces of tapes, and the influence is dependent on the SFE, adhesiveness
and elasticity of PSA. That is, (1) the peel forces of tapes, the PSA in which has higher SFE than
that of skin and the low adhesiveness, are influenced by the SFE of skin and the amount of
sebum lipids relating it. (2) The peel forces of tapes, the PSA in which has soft and high
adhesiveness, are influenced by the whole skin elasticity. (3) The peel forces of tapes, the PSA
in which has hard and high adhesiveness, are influenced by the whole skin elasticity and the
cohesion of stratum corneum. It was considered that the variation in characteristics of skin and
PSA changed the peel force on in vivo human skin as demonstrated in this chapter. However,
the characteristics about SFE, softness and adhesiveness of PSA have not been provided to
clinical practice. The suitable tape to patients is able to be selected, if the characteristics are
supplied and interpreted properly to clinical practice.

Chapter 3. Influence of environment temperature on peel force of tape on in vivo human
skin
The changing surface temperature of adherend was related to the viscoelasticity property
of PSA influenced the peel force.15,16) The peeling tests on SSP at a variety of surface
temperature were performed to evaluate the relationships between the peel force and the surface
temperature of SSP. The peel force of Tapes I - IV increased with increasing the temperature. On

the other hand, the peel forces of Tapes V - VI were almost not changed in these temperatures
(unpublished data). The peeling tests on in vivo human skin and the measurement of
characteristics under the test room mimicked winter (15ºC) and summer (30ºC) environments
were performed.
The elasticity of the epidermis was also measured.17, 18) The peel force of Tape I changed
hardly, though the peel forces of Tapes II-VI decreased significantly (p < 0.05) under the summer
environment (unpublished data). That is, the changed peel force on in vivo human skin differed
with that on SSP. It is considered that the changed skin characteristics had a greater contribution
to the peel forces than the changed viscoelasticity of PSA in these environments.
The amount of sebum was large and the contact angle of water was small in the summer
compared with those in the winter environment (unpublished data). These results indicate SFE
of skin was higher in the summer than that in the winter environment. The whole skin elasticity
was significantly increased by contracting arrector pili muscle in the winter (p < 0.05,
unpublished data).19) In contrast, the elasticity of epidermis increased in the summer
(unpublished data). Thus, the influence of whole skin elasticity on the peel force was larger than
that of epidermis elasticity.
The TEWL, capacitance and detached corneocyte area in the skin increased in the summer
than those in the winter environment (unpublished data). It was suggested that the cohesion of
stratum corneum decreased in the summer environment.20, 21) In conclusion, the peel force on in
vivo human skin in the summer decreases due to the decrease in the cohesion of stratum corneum
and, that in the winter increases due to the increase in the elasticity of whole skin. In addition,
the tape with low adhesiveness has hardly a seasonal variation.
In conclusion, the peel force of tape was augmented by increasing the elasticity modulus of
dermis due to contraction of arrector pili muscle in the winter environment. In contrast, it was
reduced by decreasing the elasticity modulus of skin and the cohesion of stratum corneum in the
summer environment. Figure 3 indicated the relationships between the peel force of tape and the
factors in PSA and in vivo human skin based on the results obtained in chapters 2 and 3. The
selection of tapes based on the results obtained in this study contributes to the beneficial and safe
clinical treatment in all-year. For example, the tapes with high moisture permeability and soft
PSA can treat the patients without the decrease of peel force and the increase of detached
corneocyte area, even if the cohesion of stratum corneum decreases in summer. On the other
hand, the tapes with low adhesiveness can treat the patients without the pain and irritation when
peeling off them, even if the peel force is increased by increasing the elasticity modulus of skin
in winter.

Environments
(winter / summer)

Skin surface
temperature
(- / +)

Sweat and TEWL
(- / +)

Contraction of
arrector pili muscle
(+ / -)

Hydration of stratum
corneum
( - / +)

Young's modulus of
dermis
(+ / -)

Cohesion of
corneocytes
(+ / -)

Amount of sebum
(- / +)

Surface free energy
of skin
(- / +)

Viscoelastic and adhesive
property of PSA

Peeling stress
relaxation

Cohesion failure of
adherence (detachment
of stratum corneum)

SFE of PSA

Interfacial failure

Measured peel force of tapes
(+ / -)
Fig. 3 A relationship between the f actors inf luenced the peel f orce of tapes.
+ : Increase, - : decrease Solid line and solid square: the factor in in vivo human skin
Dashed line and dashed square: the factor in PSA of tapes
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