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以下の記載は、表題の診療ガイドラインから漢方製剤に関する記述を抽出したものです。診療にお

いて漢方製剤を使用される場合には、必ず、ガイドライン全体をお読みになり、その位置づけを正し

く理解された上で行ってください。 

A-19アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2018  

日本皮膚科学会・日本アレルギー学会 アトピー性皮膚炎診療ガイドライン作成委員会 (委員長: 

加藤則人 京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学) 

日本皮膚科学会雑誌 第 128巻 第 12号(平成 30年 12月発行) 

 

Grading Scale of Strength of Evidence  

A (高い) : 結果はほぼ確実であり、今後研究が新しく行われても結果が大きく変化する可能性は少

ない 

B (低い) : 結果を支持する研究があるが十分ではないため、今後研究が行われた場合に結果が大

きく変化する可能性がある 

C (とても低い) : 結果を支持する質の高い研究がない 

 

Grading Scale of Strength of Recommendation 

1: 強い推奨 (recommend) : 推奨された治療によって得られる利益が大きく、かつ、治療によって

生じうる負担を上回ると考えられる 

2: 弱い推奨 (suggest) : 推奨した治療によって得られる利益の大きさは不確実である、または、治

療によって生じうる害や負担と拮抗していると考えられる 

■A19-1消風散 

疾患: 

アトピー性皮膚炎 

CPG中の Strength of Evidence: 

B (低い) : 結果を支持する研究があるが十分ではないため、今後研究が行われた場合に結

果が大きく変化する可能性がある 

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: 弱い推奨 (suggest) : 推奨した治療によって得られる利益の大きさは不確実である、また 

は、治療によって生じうる害や負担と拮抗していると考えられる 

引用など: 

Cheng HM, Chaing LC, Jan YM, et al. The efficacy and safety of a Chinese herbal product 

(Xiao-Feng-San) for the treatment of refractory atopic dermatitis: a randomized, double-blind, 

placebo-controlled trial. International Archives of Allergy and Immunology 2011; 155: 141-8. 
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■A19-2補中益気湯 

疾患: 

アトピー性皮膚炎 

CPG中の Strength of Evidence: 

B (低い) : 結果を支持する研究があるが十分ではないため、今後研究が行われた場合に結 

果が大きく変化する可能性がある 

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: 弱い推奨 (suggest) : 推奨した治療によって得られる利益の大きさは不確実である、また 

は、治療によって生じうる害や負担と拮抗していると考えられる 

引用など: 

Kobayashi H, Ishii M, Takeuchi S, et al. Efficacy and safety of a traditional herbal medicine, 

Hochu-ekki-to in the long-term management of Kikyo (delicate constitution) patients with 

atopic dermatitis: a 6-month, multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study. 

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2010; 7: 367-73. 

EKAT構造化抄録 ［PDF］ 

 

＜以上 A19-1~A19-2の記載として＞ 

有効性に関する記載ないしその要約: 

薬物療法の漢方薬の項に、下記の記載がある。 

『漢方治療を併用または補助的治療とすることが有用な場合もあることは否定できない。し

かし、アトピー性皮膚炎に対する漢方療法の有用性を検討した臨床研究の多くは、数十例程

度の症例集積研究であり、二重盲検 RCTの中で国内の一般的な医療機関で処方が可能な

方剤に関するものは「消風散」と「補中益気湯」を用いた 2件のみである。前者はステロイド

などの抗炎症外用薬による治療で皮疹が軽快しない例に、後者は「疲れやすい」「体がだる

い」「根気が続かない」などアンケートで気虚を有すると判断した例を対象に、従来からのス

テロイドなどの抗炎症外用薬などによる治療と併用して用いたところ、前者では有意な皮疹

の改善がみられ、後者ではステロイド外用薬を減量できた。』 

副作用に関する記載ないしその要約: 

『甘草を含む方剤による偽アルドステロン症や、補中益気湯による間質性肺炎、肝機能障

害、黄疸などの副作用が報告されており、漢方療法は漢方薬に習熟した医師のもとで行うべ

きと考える。』 

■A19-3消風散 

疾患: 

アトピー性皮膚炎 

http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/er/pdf/080006.pdf
http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/er/pdf/080006.pdf
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CPG中の Strength of Evidence: 

B (低い) : 結果を支持する研究があるが十分ではないため、今後研究が行われた場合に結 

果が大きく変化する可能性がある 

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: 弱い推奨 (suggest) : 推奨した治療によって得られる利益の大きさは不確実である、また 

は、治療によって生じうる害や負担と拮抗していると考えられる 

引用など: 

Cheng HM, Chaing LC, Jan YM, et al. The efficacy and safety of a Chinese herbal product 

(Xiao-Feng-San) for the treatment of refractory atopic dermatitis: a randomized, double-blind, 

placebo-controlled trial. International Archives of Allergy and Immunology 2011; 155: 141-8. 

■A19-4補中益気湯 

疾患: 

アトピー性皮膚炎 

CPG中の Strength of Evidence: 

B (低い) : 結果を支持する研究があるが十分ではないため、今後研究が行われた場合に結 

果が大きく変化する可能性がある 

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: 弱い推奨 (suggest) : 推奨した治療によって得られる利益の大きさは不確実である、また 

は、治療によって生じうる害や負担と拮抗していると考えられる 

引用など: 

Kobayashi H, Ishii M, Takeuchi S, et al. Efficacy and safety of a traditional herbal medicine, 

Hochu-ekki-to in the long-term management of Kikyo (delicate constitution) patients with 

atopic dermatitis: a 6-month, multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study. 

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2010; 7: 367-73. 

EKAT構造化抄録 ［PDF］ 

 

＜以上 A19-3~A19-4の記載として＞ 

有効性に関する記載ないしその要約: 

『CQ13 アトピー性皮膚炎の治療に漢方療法は有用か』に対して、下記の記載がある。 

『推奨文: ステロイドやタクロリムスなどの抗炎症外用薬や抗ヒスタミン薬内服、スキンケア、

悪化因子対策を十分に行ったうえで、効果が得られないアトピー性皮膚炎の患者に対して、

漢方療法を併用することを考慮してもよい。 

解説: アトピー性皮膚炎に対する漢方療法の有用性を検討した臨床研究の多くは、数十例

程度の症例集積研究であり、二重盲検 RCTは 7件、その中で国内の一般的な皮膚科で処

方が可能な方剤に関するものは、消風散と補中益気湯を用いた 2件のみと少ない。前者は

http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/er/pdf/080006.pdf
http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/er/pdf/080006.pdf
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ステロイドなどの抗炎症外用薬による治療で皮疹が軽快しない例に、後者は「疲れやすい」

「体がだるい」「根気が続かない」などアンケートで気虚を有すると判断した例を対象に、とも

に従来からのステロイドなどの抗炎症外用薬などによる治療を併用しながら試験を行ったと

ころ、方剤を投与した群ではプラセボ群と比較して、前者では有意な皮疹の改善がみられ、

後者ではステロイド外用薬を減量できたことが報告された。』 

『「アトピー性皮膚炎には A という方剤」という画一的な処方の有用性には疑問がある。アト

ピー性皮膚炎の治療における漢方療法の有用性については、皮疹の性状から方剤を選択

することの有用性、アンケートのような簡便な方法による証の判断の妥当性なども含め、検

討すべき課題が多い。今後も、多施設での精度の高い二重盲検 RCT 結果の集積など、慎

重な検討が必要である』 

副作用に関する記載ないしその要約: 

『甘草を含む方剤による偽アルドステロン症や、補中益気湯による間質性肺炎、肝機能障

害、黄疸が報告されており、漢方方剤による有害事象が起こりうることも忘れてはならな

い。』 

 


