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the Outpatient Clinic of Dermatology

Atsushi Hosokawa and Shigeo Nonaka

Department of Dermatology, Department of Orga?-oriented Medicine, School of Medicine,
Faculty of Medicine, University of the Ryukyus

ABSTRACT

We prescribed Kampo drugs (Chinese drugs) to 42 patients (83 prescriptions) with
mainly chronic dermatological diseases of unknown etiology, at the outpatient clinic of

the dermatology department, Ryukyu University Hospital. Efficacy rate was 60% ( 50/83).

Though the observed side effects were few and minor, we should also bear m mind

unexpeted side effects that might arise from the combined treatment of Kampo and

Western drugs. The medication was considered to be especially effective not only for col-

lagen diseases of unknown etiology, but also for other diseases. In this study, we noticed

improvement in the chief complaints of the subjects. Kampo medicine could therefore be

as one of the medications for improving the QOL (quality of life). We should study the

pharmocological and immunological mechanism of Kampo drugs by scientific techniques.

And, we should educate health professional about the bemfits of Kampo drugs. Ryukyu
Med. J., 24(3,4)171-175, 2005

Key words: Kampo drugs, Chinese drugs, skin diseases, public health improvement.

2004年に琉球大学医学部に於いて東洋医学特別講義
がもたれ2005年9月より医学部4学年対象の講義が開
始された'. 4　　年前,著者の難治性慢性扇桃炎が市

販漢方薬で治癒した経験などを契機に琉球大学医学部附

属病院皮膚科及び関連病院に於いて難治性慢性(皮膚)
疾患に対し漢方製剤を単独・併用し臨床的有用性を検討
した.初歩的な漢方医学的現症(証)によりエキス剤を

随証投与した.投与開始1 -2週間後に選択薬剤の是非

を検討し,自他覚症状から副作用が生じた際は中止する
よう指示した.集計し得た最近の42症例(83処方)の有

用率は60% (50/83)であった(表1 ,表2).
「アレルギー疾患」では成人型アトピー性皮膚炎軽症

4例中3例で梅子柏皮湯が著効し,アレルギー性鼻炎1
例は小青竜湯を併用し減感作療法中止後も経過良好であっ

た.楯子柏皮湯は黄柏,山楯子,甘草の生薬で構成され
相乗作用機序など,まだ不明だがTh2サイトカイン含有

リンパ球比率減少などの作用があり2),甘草の主要成分
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glycyrrhyzinはステロイドホルモン様作用などを有
し2-5)黄柏はⅣ型アレルギー性接触性皮膚炎の用量依

存性抑制作用や移植片対宿主反応抑制効果を持ち¥　ph

ellodendrine成分はprednisoloneやcyclophosphamide
とは異なる免疫抑制作用を有する7). 『傷寒論(陽明病
篇)』では「傷寒,身黄,発熱の者は楯子柏皮湯之を主

る」とあり,現代の運用として「アトピー性皮膚炎では
陰虚により顔面に虚熱が現れやすく,上焦の虚熱には黄

柏が有効で,これを助けて山梅子と廿草が消炎効果を発
揮する」8)と解説され,自験例でも成人型アトピー性皮

膚炎の特に顔面の皮疹に有効であった. 「皮膚付属器疾
患」では極めて難治とされる汎発性脱毛症は桂枝萩苓丸

で治癒し9,10)清上防風湯が有効であった尋常性症唐は
インターネット通信による経過観察が有用であった11)

なお, 「一般の皮膚疾患」 8例中3例で無効であった.
「膠原病とその類症」では副腎ステロイド製剤減量と副

作用軽減に有効と思われた12,13)不全型ベーチェット病
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表1漢方製剤投与症例(-2005年9月)

年齢性 基礎疾患. 症状名 漢 方 製 剤 有用性 備考(合併症. 併用薬等)

20歳男 成人型アトピー性皮膚炎 桂枝藻苓丸+ 梅子柏皮湯 著効 塩酸エビナスチン

胃弱+ 顔色不良 + 紅参末 著効

21歳女 成人型アトピー性皮膚炎 梅子柏皮湯 やや有効 塩酸エビナスチン

塩酸フユキソフエナジン

ペミロラストカリウム

塩酸アゼラスチン

パモ酸ヒドロキシジン

21歳女 成人型アトピー性皮膚炎

ざ唐様皮疹

梅子柏皮湯 有効

有効

塩酸フエキソフエナジン

27歳女 成人型アトピー性皮膚炎 楯子柏皮湯 有効 塩酸フエキソフエナジン

癌血症状 桂枝茨苓丸 有効

癖血症状 加味迫造散 有効

13歳女 尋常性ざ癒 清上防風湯 有効 塩酸ミノサイクリン

(減感作療法)

膿癌 排膿散久湯、十味敗毒湯 不明

アレルギー性鼻炎 小青竜湯 有効

癌血症状 桂枝茨苓丸 有効

24歳男 ざ癒様皮疹 (全身性) 荊芥達観湯 無効 抗アレルギー剤

59歳女 多汗症 (全身) 五苓散 (単) 不明

36歳女 不全型ベーチェット病 加味逼遥散(早) 首tfl

生理痛 加味造遥散(単) 有効

42歳男 進行性全身性硬化症 当帰四逆加呉葉菜生妾湯 有効 D -pem cillam m e, PSL

54歳女 進行性全身性硬化症 当帰四逆加呉葉菜生妻湯 有効 D -penicillam ine

47歳女 全身性エリテマトーデス = 不明 PSL

感冒 補中益気湯 不明

50歳女 汎発性脱毛症 桂枝藻苓丸(単) 著効

40歳女 円形脱毛症 加味造遥散(単) 有効

15歳女 大理石様皮膚

尋常性痘痕

加味遼遠散, 桂枝藻苓丸

当帰四逆加呉葉菜生妾湯

清上防風湯(単)

不明

不明

無効

ヘパリン類似物質外用

消化機能不全 六君子湯+ 紅参末(早) 有効

癖血症状 桂枝茨苓丸 有効

35歳男 関節症性乾癖 荊芥達観湯 有効 Etretm ate

79歳男 皮膚掻痔症, 慢性湿疹 当帰飲子 無効 抗アレルギー剤

(全身) 黄連解毒湯 有効 抗ヒスタミン剤

74歳男 2 型糖尿病 紅参末+ 八味地黄丸 不明 尋常性白斑

51歳男 ハンセン病(BB 型)

末梢循環. 神経障害 黄連解毒湯 有効

52歳女 ハンセン病(BL 型)

大動脈症候群 柴香湯 不明 PSL 15~ 30m g

癖血症状 桂枝扶苓丸 やや有効

全身倦怠感 補中益気湯 有効

末梢循環不全 当帰苛薬散 不明

不明: 1)明らかな改善がない。 2)観察期間が不十分。 3)治療中断。 4)併用薬で判定困難。 (単):漢方

製剤単独投与例。
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年齢性 基礎疾患. 症状名 漢 方 製 剤 有用性 備考(合併症. 併用薬等)

59歳男 ハンセン病(B L 型)

紅斑, 神経炎, 水滞 = 不明 P SL

3K g /2ケ月

P SL

癖血血症状 桂枝扶苓丸 有効

肥満(B M I 29.7 防風通聖散 有効

足の冷え 当帰四逆加呉葉菜生妻湯 有効

末梢神経障害(四肢) 黄連解毒湯 やや有効

67歳男 ハンセン病 (B B 型)

末梢循環. 神経障害 黄連解毒湯 やや有効

82歳男 ハンセン病 (B B 型)

末梢神経. 循環障害 八味地黄丸, 当帰苛薬散 不明

65歳男 ハンセン病 (B T 型)

末梢神経炎 柴苓湯 不明 P S L

75歳男 ハンセン病(病型不明)

神経炎. 循環障害 八味地黄丸 不明

手足冷え. しびれ. 痔痛 附子末 不明

泌尿器症状 五車腎気丸 有効

60歳女 不定愁訴, 全身倦怠感 桂枝茨苓丸+ 補中益気湯 」it

44歳男 肥満症(B M I 32.5) 防風通聖散 (単) 著効 5 K g /1.5M

64歳男 肥満症 防風通聖散 (単) 有効

63歳男 肥満症 防風通聖散 (単) 有効

52歳女 肥満症(B M I 30 .2) 防風通聖散 (単) 著効 5K g /3.5M

72歳男 肥満症(B M I 28 .7) 防風通聖散 (単) 無効 1 包/ 日内服

便秘症 防風通聖散 (単) 有効

高血圧随伴症状 防風通聖散 (単) やや有効

外痔核 補中益気湯 有効

24歳男 アトピー性皮膚炎

肥満症 防風通聖散 不明 101 K g ,

15歳男 肥満症 (線状皮膚萎縮) 防風通聖散 不明 90K g , B M I 28.1

57歳女 壊死性血管炎

冷え. 痔痛 当帰四逆加呉葉菜生妻湯 不明

癖血症状 桂枝茨苓丸 不明

57歳男 全身倦怠感 補中益気湯 有効

塩酸サルポグレラート

慢性胃炎 六君子湯, 紅参末 有効

神経過敏 半夏厚朴湯 不明

感冒 小柴胡湯 有効

外痔核 補中益気湯 著効

浮腫 五苓散 有効

75歳女 更年期障害様症状 加味遼遠散 不明 足 白痴

72歳女 アレルギー性血管炎

癖血症状 桂枝荏苓丸 不明

塩酸エビナスチン

癖血症状 加味遼遠散 不明

71歳女 足底角化症 加味造遥散 無効 経過良好

50歳女 帯状庖疹後神経痛予防 = 不明 経過良好

75歳男 帯状癌疹後神経痛予防 柴香湯 不明

49歳男 帯状癌疹 柴苓湯 有効

74歳女 下腿浮腫(循環障害) 五苓散 (単) 有効 軽症うつ滞性皮膚炎

60歳男 高血圧

癖血症状 桂枝荏苓丸 不明

脂漏性皮膚炎
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表2　漢方製剤投与結果(42名)

漢方製剤併用の試み

疾患名 処方数 有効例 無効例 不明例 有用率(% )

アレルギー性疾患 6 5 0 1 83(5/6)

皮膚付属器疾患 10 4 2 4 40(4/ 10)

その他の皮膚疾患 8 5 3 0 63(5/8)

膠原病とその類症 6 3 0 3 50(3/6)

ハンセン病の末梢 9 5 0 4 56(5/9)

神経 . 循環障害

肥満症 7 5 0 2 71(5/ 7)

消化器 6 6 0 0 100(6/6)

癖血症状 7 4 0 3 57(4/ 7)

その他 24 13 0 ll 54(13/24)

T ota 83 50 5 28 60(50/83)

アレルギー疾患:アトピー性皮膚炎,アレルギー性鼻炎,アレ

ルギー性血管炎.

皮膚付属器疾患:尋常性痘痕,円形脱毛症,汎発性脱毛症,

多汗症等.

消化器:消化機能不全,便秘症,脱肛・外痔核等.

癖血症状:厨傍圧痛点の他,複数の癖血症状が認められるもの.

その他:全身倦怠感,不定愁訴,生理痛,精神症状,感冒,

気管支拡張症,顔色不良,手足の冷えやしびれ,

糖尿病,泌尿器症状.

では癖血症状に対する桂枝扶苓丸が無効で,心気的傾向

と炎症を指標とした加味造造散で略治した14)また重症

全身性進行性強皮症は蛋白分解酵素剤など多数の薬剤に

反応せずD-penisillamineと当帰四逆加呉莱英生妾湯併

用が著効した15, 16) 「ハンセン病の末梢神経・循環障害」

の併用療法で9例中5名で有効であった17-20) 「肥満症」

に防風通聖散は著効した.同剤の脂肪代謝薬理作用が明

らかであり21-24)証が合えば内臓脂肪対策に有用と思われ

た. 「消化器系疾患」では胃もたれなど軽症の消化機能不

全,便秘症,痔疾や脱肛などに有効であり漢方製剤投与

の良い適応と思われた. 「癖血症状」は磨傍圧痛点の他,

便秘症や肩凝りなど複数の癖血証が認められるものを示

す(図I)2　「その他」は全身倦怠感,不定愁訴,生

理痛,感冒,咳噺,顔色不良,手足の冷えやしびれ,夜

間頻尿などの泌尿器症状などを含み,特に不定愁訴や感

冒とその予防に有用であった.

以上の結果より1 )主訴が軽快するとともに全身状態

が改善し「元気になる」傾向が見られ,疾患予防とQOL
改善に有用と考えられた. 2 )病因不明の疾患では対症

的治療になることが多く,伊原病などに対し併用療法と

して有用と考えられた.なお,以前経験したベーチェッ

ト病2例に温清飲の病名投与は無効であり,この点は尋

常性痘痕についても同様であった. 3 )皮膚疾患の漢方

療法は他疾患に比しやや難しいと思われたがアトピー性

皮膚炎は良い適応と考えられた. 4 )掻痔の治療には抗

アレルギー剤併用が必要であった. 5 )効果判定には病

,i. ll 男 女 蝣・.:. v . 男 女

眼 瞭 部 色 素 沈 着 10 10 頗 傍 の 圧 痛 . 抵 抗 (左 ) 5 5

顔 面 の 色 素 沈 着 2 2 頗 傍 の 圧 痛 . 抵 抗 (右 ) 10 10

皮 膚 の 甲錯 1) 2 5 府 傍 の 圧 痛 . 抵 抗 (正 中) 5 5

口唇 の 暗 赤 化 2 2 回 盲 部 の 圧 痛 .抵 抗 5 2

歯 肉 の 暗 赤 化 10 5 S 状 結 腸 部 の 圧 痛 . 抵 抗 5 5

舌 の 暗 赤 紫 化

細 絡 2 )

皮 下 暫 血

10

5

2

10

5

10

季 肋 部 の 圧 痛 .抵 抗 5 5

痔 疾 10 5

手 掌 紅 斑 2 5 月 経 障 害 10

注1 )皮膚の荒れ、ザラツキ、敢裂、注2)毛細血管の拡張、
くも状血管腫など.
【判定基準】
20点以下:非癖血病態、
21-39点:癖血病態、
40点以上:重症の癖血病態。
スコアはいずれも明らかに認められるものに当該のスコアを

与え、軽度なものには1/2を与える.腹部の圧痛点は下図に
示すとおりである。 (科学技術庁・研究班)

一一1桝傍圧痛点

S状結腸部圧痛点

図1癖血の診断基準(癖血スコア)

態のスコア化などの工夫が必要でありQOL改善も客観
的評価が必要と思われた. 6 )副作用は胃もたれや軟便
の軽症の消化器症状が2例あったが中止により消失し副

作用は軽微かつ低頻度と思われる.しかし西洋薬との相

互作用には不明な点があり注意が必要である　　　7 )
内服量は症状軽快に応じて患者が自己判断で減量する傾

向があり,根治を目指すケースでは検討を要すると思わ
れた. 8 )インターネット通信は軽症疾患の経過観察に

有用であった.更に臨床的検討及び西洋医学的手法によ
る薬理・免疫学的検討29)等によりEBMをめざすととも

に,やや悪化傾向にある沖縄県地方の健康対策の一つと
して東洋医学教育を早急に進める必要があると思われる.
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