
薬の漢方研究所で桜皮エキスのこの作用を追試４）したところ

再現性も得られている。

　そこで今回、桜皮エキスおよび対照として エキスでエ

ストロゲン受容体-βに対する結合能について調べたところ桜

皮エキスはエストラジオールの約40％の結合能をみせたが

エキスは受容体と結合しなかった。また桜皮エキスの活性

本体はゲニステインという成分であることが判明した（図２）。

これらのことから桜皮を配合した十味敗毒湯は皮下において

エストロゲンを誘導していることが示唆された。従来、十味敗

毒湯は荊芥、甘草、防風などの生薬がP. acnesに対し抗菌作

用を示すことは知られていたが、今回の研究でエストロゲン産

生を誘導し、男性ホルモンを拮抗阻害することもその機序の

一端として考えられることがわかった（図３、左）。

　現在、尋常性座瘡治療ガイドラインで十味敗毒湯はC1もし

くはC2に区分されているが（図３、右）、次回改訂ではもっと上

のランクに位置づけられることを願う。

アルクチゲニン

5）遠野　弘美ほか：薬学雑誌, 2010（in press）
6）Higaki S. et al.: J Derma. 23 : 871-875, 1996
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女性の尋常性座瘡における加味逍遙散の臨床効果

「尋常性座瘡の漢方治療」

演題1

女性の尋常性座瘡に対する
クリンダマイシンリン酸エステルを併用した
クラシエ十味敗毒湯の作用機序について

演題2

共　催：第109回日本皮膚科学会総会

治療例

開始時 9週後

開始時 6週後

演　者：上海中医薬大学付属曙光病院皮膚科 特聘教授　張 慧敏 先生

演　者：医療法人社団智徳会 志木駅前皮膚科 院長  竹村 司 先生
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症例1

症例2

　一昨年にアダパレンが上市され、皮膚科医にとって尋常性座瘡

は関心が高い病気の1つとなっている。本日は女性の尋常性座瘡

に対する漢方治療について、中国と日本の両国から臨床報告と基

礎研究についてそれぞれお話しいただいた。

　第一席の張慧敏先生は思春期後の女性に多くみられる尋常性座瘡に対する加味逍遙

散の臨床効果について述べられた。また基礎研究では各種のストレスに対し加味逍遙散

がCｏｒｔｉｃｏｔｒｏｐｉｎ-rｅｌｅａｓｉｎｇ hormone（ＣＲＨ）の産生を抑制するということを証明された。

　第二席の竹村司先生は十味敗毒湯とクリンダマイシンの併用療法について述べられ、そ

の作用機序として十味敗毒湯の成分がエストロゲンを誘導することについても紹介された。

　現在、日本皮膚科学会尋常性座瘡治療ガイドラインで、漢方薬はいくつかの製剤がC１

の範疇に属するだけだが、今後更なるエビデンスが出てくると3年後の改訂においてもっと

高いランクに位置づけられることも期待される。

座　長：東京大学  名誉教授  久木田 淳 先生

図3  

十味敗毒湯の推定作用機序 尋常性座瘡治療ガイドライン（2008）

日本皮膚科学会ガイドライン策定委員会：日皮会誌 118(10) : 1893-1923, 2008
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（略）

面　皰エストロゲン産生
誘導による拮抗阻害 5）

（桜皮）

P. acnes に対する
抗菌作用 6）

（荊芥、甘草、防風）

丘疹、膿疱

軽　症

中等症

重　症

最重症

瘢痕/ケロイド

少数の
嚢腫/硬結
を含むもの

（＋Ⅰ）

Ⅱb A. 抗菌薬内服
A. 抗菌薬外用
A. アダパレン外用
     C1. ケミカルピーリング
     C1. NSAID外用

（＋Ⅰ）

Ⅱc A. 抗菌薬内服
A. 抗菌薬外用
A. アダパレン外用
     C1. ケミカルピーリング

（＋Ⅰ）

Ⅱd A. 抗菌薬内服
A. 抗菌薬外用 （＋Ⅰ）

主
た
る
皮
疹

男性ホルモン

DHT

皮脂腺の活性化

皮脂分泌亢進

角栓の形成／コメド形成

P. acnes の増殖

リンパ球の誘引

炎症性座瘡

瘢痕を残して治癒

5α-
リダクターゼ

樸

樸 2） B. Svenstrup et al.: J. Steroid Biochem. 35(6) : 679-687, 1990

3） 目片　秀明、三崎　仁 : Fragｒ J． 8 : 42-47, 2006

4） クラシエ製薬株式会社 社内資料

図2  桜皮成分のエストロゲン受容体-βへの結合能
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演　者：上海中医薬大学付属曙光病院皮膚科 特聘教授　張 慧敏 先生

表1  肝鬱証タイプの思春期後座瘡 表3　

演　者：医療法人社団智徳会 志木駅前皮膚科 院長  竹村 司 先生

　尋常性座瘡治療ガイドライン（2008、日本皮膚科学会）にお

いて漢方薬はいくつかの処方でＣ１もしくはＣ２の評価を受け

ているに過ぎない。自己の経験から十味敗毒湯は女性の座瘡

患者に有用との印象があり、外用抗菌薬（クリンダマイシンリン

酸エステル製剤）と併用することで高い臨床効果をあげている。

今回は両者併用の臨床成績と桜皮を配合したクラシエ十味

敗毒湯の新しい作用機序について述べる。

　対象は尋常性座瘡と診断された女性患者44例で、重症（6

例）から中等症（33例）が多く平均年齢は26.8±7.1歳、罹病

期間は5.5±4.9年であった。全症例にクリンダマイシンリン酸エ

ステル（外用）とクラシエ十味敗毒湯エキス細粒（内服）を併

用し皮疹の程度を12週間観察した。

　紅色丘疹、白色丘疹、膿疱はいずれも2週間後より有意な

改善を示し開放性面皰、硬結も4週間後より有意な改善を示

した（図１）。色素沈着、座瘡瘢痕に改善はみられなかった。

皮膚所見の改善度は著明改善（30例）、中等度改善（4例）を

併せて77.3％で、薬剤に起因すると思われる副作用は見られ

なかった（治療例）。

十味敗毒湯の推定作用機序

　1990年、B. Svenstrupらが皮膚線維芽細胞からのエスト

ロゲン合成を報告２）し、2006年には目片らが桜皮抽出エキス

によるエストロゲン分泌亢進を報告３）している。またクラシエ製
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● コメド、紅色丘疹がほとんどで、小膿疱が少量散発。
  月経前に座瘡が著しく増加する。
● 落ち込みやすい、イライラして怒りっぽい、脇や下腹部が張って痛む、
  ため息が多い、乳房緊満感、乳房痛、月経痛、月経不順などがみられる。
  精神状態と婦人科症状には関連性がある。
● 大便は乾いているか正常。
● 舌色は淡紅色、舌苔は薄くて白い。

※上記の2項目以上が合致して判断される

  治療方針　 疏肝解鬱（自律神経またはホルモンレベルを調整する）

  代表処方　 加味逍遙散（和剤局方）

表2  熱毒証タイプの思春期後座瘡

図1  

● 化膿傾向が強い。暗紅色の結節、嚢腫、多毛、油性光沢。
● 反復性がある。凸凹の瘢痕、色素沈着が見られる。
● 口が乾燥して落ち着きがない。不眠、多夢。
● 舌色は赤色または暗紅色、紫色の斑点がある。舌苔は黄色。

※上記の2項目以上が合致して判断される

  治療方針　 清熱解毒、駆　血（炎症を抑え、血流をよくする）

  代表処方　 黄連解毒湯（外台秘要方）など

治療成績

効果判定

著効

有効

やや有効

無効

全体的に消失。
色素沈着はあるが、新たな皮疹の出現はない。

70%以上改善。
時々新たな皮疹が出現する。

30%以上改善。
依然新たな皮疹が出現する。

治療後の改善が30%未満、
あるいは大量に新しい皮疹が出現する。

21例
有効率
61.7％

16例

12例

11例

例数（ｎ=60）

治療前 治療後 （A）ストレス未負荷、（B）ストレス負荷･未治療、※（C～D）加味逍遙散
を異なる方法で抽出：（C）エーテル抽出 0.087g/kg、（D）エタノー
ル抽出 3.6g/kg、（E）多糖類 2.2g/kg、（F）水抽出 14.4g/kg

１）Tian L, et al. Chin J Derm Venereol. 2006

女性の尋常性座瘡における
加味逍遙散の臨床効果

演題1

女性の尋常性座瘡に対する
クリンダマイシンリン酸エステルを併用した
クラシエ十味敗毒湯の作用機序について

演題2

　座瘡の多くは思春期の男女に発症するが、中国では成人

になっても継続的にできる座瘡を「思春期後座瘡」と称し区

別している。これは女性に多くみられ、調査によると28歳～37

歳の23～26％に発症し12％が40歳以降まで続いている。

　思春期後座瘡に対する漢方治療は、まず「肝鬱証」（表１）

と「熱毒証」（表２）に分けて考える。近年の遺伝的多型分析

により、ジヒドロテストステロン（DHT）が結合するアンドロゲン

受容体のN末端付近にあるCAGリピート数の個人差により

DHT結合部位の感受性に差がみられ、肝鬱証に比較して熱

毒証のCAGリピート数が短いという報告１）もある。

今回は肝鬱証に対する加味逍遙散の効果を紹介する。

女性の思春期後座瘡（肝鬱証）に対する
加味逍遙散の臨床効果

　思春期後座瘡（肝鬱証）の女性患者60例（年齢25～41歳、

持続性座瘡33例、後発性座瘡27例）を対象に加味逍遙散（煎

剤）単独投与による治療を行った。観察期間は8～12週間で

生薬から煎じて濃縮したエキスを1日2回（500mL/週）内服し

た。また座瘡に伴う婦人科系疾患は５８例に月経前症候群（月

経前緊張症）、２５例に便秘がみられたほか、月経不順（３６例）、

月経痛（６例）、子宮筋腫（１例）、不妊症（３例）、慢性骨盤膣

炎（3例）、多嚢胞性卵巣症候群（9例）であった。

　加味逍遙散は女性の思春期後座瘡（肝鬱証）に対し高い

有効率を示し、また随伴する月経前症候群や便秘に対しても

有効であった（表3、治療例）。

慢性ストレス負荷下における加味逍遙散の効果

　拘束ストレス（６ｈ/回）、通電刺激（0.1Hz、50ｖ、30ｍｉｎ/回）、

4℃強制水泳（5ｍｉｎ/回）、絶食（48ｈ/回）、絶水（４８ｈ/回）

の各ストレス負荷をランダムに選び、雄性ラットに１種類/日で

３週間連続して施行し、下垂体中のＣＲＨ量を測定した（表4）。

ＣＲＨは脂質の分泌を促進し座瘡の増悪因子の1つとなること

から、CRH産生抑制が加味逍遙散の効果に関与しているも

のと思われる。

まとめ

● 中医的に思春期後座瘡には

  肝鬱証と熱毒証の2つのタイプがある。

● 肝鬱証タイプに対して加味逍遙散は有効である。

● 加味逍遙散は皮膚症状のみならず

  婦人科症状、心身症状等の改善にも有効であると思われる。

随伴症状：月経前症候群の改善度

効果判定

著効

有効

無効

月経前の不快症状がすべて改善。
3ヵ月の月経周期を観察し、再発がみられない。

月経前の不快症状が大部分改善。
3ヵ月の月経周期を観察し、
一部は再発したが治療前より改善した。

月経前の不快症状の改善はみられなかった。

49例

8例

1例

例数（ｎ=58）

随伴症状：便秘の改善度

例数

ｎ=25

治癒

10例（40%）

好転 無効

2例（8%） 

有効率

92%

表4  CRH levels in different groups（ラット）治療例

群別

対照群（A）

n

10

CRH（ng/g）

19.65±11.52

 検定

非投与群（B） 8 36.74±8.73 ｐ＜0.05（vs A）

加味逍遙散 投与群（C） 9 21.02±12.5 ｐ＜0.05（vs B）

加味逍遙散 投与群（D） 9 23.37±21.60 ―

加味逍遙散 投与群（E） 8 16.04±11.34 ｐ＜0.01（vs B）

加味逍遙散 投与群（F） 8 20.18±16.57 ｐ＜0.05（vs B）
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演　者：上海中医薬大学付属曙光病院皮膚科 特聘教授　張 慧敏 先生

表1  肝鬱証タイプの思春期後座瘡 表3　

演　者：医療法人社団智徳会 志木駅前皮膚科 院長  竹村 司 先生

　尋常性座瘡治療ガイドライン（2008、日本皮膚科学会）にお

いて漢方薬はいくつかの処方でＣ１もしくはＣ２の評価を受け

ているに過ぎない。自己の経験から十味敗毒湯は女性の座瘡

患者に有用との印象があり、外用抗菌薬（クリンダマイシンリン

酸エステル製剤）と併用することで高い臨床効果をあげている。

今回は両者併用の臨床成績と桜皮を配合したクラシエ十味

敗毒湯の新しい作用機序について述べる。

　対象は尋常性座瘡と診断された女性患者44例で、重症（6

例）から中等症（33例）が多く平均年齢は26.8±7.1歳、罹病

期間は5.5±4.9年であった。全症例にクリンダマイシンリン酸エ

ステル（外用）とクラシエ十味敗毒湯エキス細粒（内服）を併

用し皮疹の程度を12週間観察した。

　紅色丘疹、白色丘疹、膿疱はいずれも2週間後より有意な

改善を示し開放性面皰、硬結も4週間後より有意な改善を示

した（図１）。色素沈着、座瘡瘢痕に改善はみられなかった。

皮膚所見の改善度は著明改善（30例）、中等度改善（4例）を

併せて77.3％で、薬剤に起因すると思われる副作用は見られ

なかった（治療例）。

十味敗毒湯の推定作用機序

　1990年、B. Svenstrupらが皮膚線維芽細胞からのエスト

ロゲン合成を報告２）し、2006年には目片らが桜皮抽出エキス

によるエストロゲン分泌亢進を報告３）している。またクラシエ製
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● コメド、紅色丘疹がほとんどで、小膿疱が少量散発。
  月経前に座瘡が著しく増加する。
● 落ち込みやすい、イライラして怒りっぽい、脇や下腹部が張って痛む、
  ため息が多い、乳房緊満感、乳房痛、月経痛、月経不順などがみられる。
  精神状態と婦人科症状には関連性がある。
● 大便は乾いているか正常。
● 舌色は淡紅色、舌苔は薄くて白い。

※上記の2項目以上が合致して判断される

  治療方針　 疏肝解鬱（自律神経またはホルモンレベルを調整する）

  代表処方　 加味逍遙散（和剤局方）

表2  熱毒証タイプの思春期後座瘡

図1  

● 化膿傾向が強い。暗紅色の結節、嚢腫、多毛、油性光沢。
● 反復性がある。凸凹の瘢痕、色素沈着が見られる。
● 口が乾燥して落ち着きがない。不眠、多夢。
● 舌色は赤色または暗紅色、紫色の斑点がある。舌苔は黄色。

※上記の2項目以上が合致して判断される

  治療方針　 清熱解毒、駆　血（炎症を抑え、血流をよくする）

  代表処方　 黄連解毒湯（外台秘要方）など

治療成績

効果判定

著効

有効

やや有効

無効

全体的に消失。
色素沈着はあるが、新たな皮疹の出現はない。

70%以上改善。
時々新たな皮疹が出現する。

30%以上改善。
依然新たな皮疹が出現する。

治療後の改善が30%未満、
あるいは大量に新しい皮疹が出現する。

21例
有効率
61.7％

16例

12例

11例

例数（ｎ=60）

治療前 治療後 （A）ストレス未負荷、（B）ストレス負荷･未治療、※（C～D）加味逍遙散
を異なる方法で抽出：（C）エーテル抽出 0.087g/kg、（D）エタノー
ル抽出 3.6g/kg、（E）多糖類 2.2g/kg、（F）水抽出 14.4g/kg

１）Tian L, et al. Chin J Derm Venereol. 2006

女性の尋常性座瘡における
加味逍遙散の臨床効果

演題1

女性の尋常性座瘡に対する
クリンダマイシンリン酸エステルを併用した
クラシエ十味敗毒湯の作用機序について

演題2

　座瘡の多くは思春期の男女に発症するが、中国では成人

になっても継続的にできる座瘡を「思春期後座瘡」と称し区

別している。これは女性に多くみられ、調査によると28歳～37

歳の23～26％に発症し12％が40歳以降まで続いている。

　思春期後座瘡に対する漢方治療は、まず「肝鬱証」（表１）

と「熱毒証」（表２）に分けて考える。近年の遺伝的多型分析

により、ジヒドロテストステロン（DHT）が結合するアンドロゲン

受容体のN末端付近にあるCAGリピート数の個人差により

DHT結合部位の感受性に差がみられ、肝鬱証に比較して熱

毒証のCAGリピート数が短いという報告１）もある。

今回は肝鬱証に対する加味逍遙散の効果を紹介する。

女性の思春期後座瘡（肝鬱証）に対する
加味逍遙散の臨床効果

　思春期後座瘡（肝鬱証）の女性患者60例（年齢25～41歳、

持続性座瘡33例、後発性座瘡27例）を対象に加味逍遙散（煎

剤）単独投与による治療を行った。観察期間は8～12週間で

生薬から煎じて濃縮したエキスを1日2回（500mL/週）内服し

た。また座瘡に伴う婦人科系疾患は５８例に月経前症候群（月

経前緊張症）、２５例に便秘がみられたほか、月経不順（３６例）、

月経痛（６例）、子宮筋腫（１例）、不妊症（３例）、慢性骨盤膣

炎（3例）、多嚢胞性卵巣症候群（9例）であった。

　加味逍遙散は女性の思春期後座瘡（肝鬱証）に対し高い

有効率を示し、また随伴する月経前症候群や便秘に対しても

有効であった（表3、治療例）。

慢性ストレス負荷下における加味逍遙散の効果

　拘束ストレス（６ｈ/回）、通電刺激（0.1Hz、50ｖ、30ｍｉｎ/回）、

4℃強制水泳（5ｍｉｎ/回）、絶食（48ｈ/回）、絶水（４８ｈ/回）

の各ストレス負荷をランダムに選び、雄性ラットに１種類/日で

３週間連続して施行し、下垂体中のＣＲＨ量を測定した（表4）。

ＣＲＨは脂質の分泌を促進し座瘡の増悪因子の1つとなること

から、CRH産生抑制が加味逍遙散の効果に関与しているも

のと思われる。

まとめ

● 中医的に思春期後座瘡には

  肝鬱証と熱毒証の2つのタイプがある。

● 肝鬱証タイプに対して加味逍遙散は有効である。

● 加味逍遙散は皮膚症状のみならず

  婦人科症状、心身症状等の改善にも有効であると思われる。

随伴症状：月経前症候群の改善度

効果判定

著効

有効

無効

月経前の不快症状がすべて改善。
3ヵ月の月経周期を観察し、再発がみられない。

月経前の不快症状が大部分改善。
3ヵ月の月経周期を観察し、
一部は再発したが治療前より改善した。

月経前の不快症状の改善はみられなかった。

49例

8例

1例

例数（ｎ=58）

随伴症状：便秘の改善度

例数

ｎ=25

治癒

10例（40%）

好転 無効

2例（8%） 

有効率

92%

表4  CRH levels in different groups（ラット）治療例

群別

対照群（A）

n

10

CRH（ng/g）

19.65±11.52

 検定

非投与群（B） 8 36.74±8.73 ｐ＜0.05（vs A）

加味逍遙散 投与群（C） 9 21.02±12.5 ｐ＜0.05（vs B）

加味逍遙散 投与群（D） 9 23.37±21.60 ―

加味逍遙散 投与群（E） 8 16.04±11.34 ｐ＜0.01（vs B）

加味逍遙散 投与群（F） 8 20.18±16.57 ｐ＜0.05（vs B）
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0.5

0.0
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＊＊＊＊＊＊

＊＊＊：p＜0.001（vs 開始時）  Wilcoxon signed rank test

＊＊＊
＊＊＊

＊＊＊
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紅色丘疹（n＝44）
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0.5
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＊＊＊＊＊＊

＊＊＊：p＜0.001（vs 開始時）  Wilcoxon signed rank test
＊＊：p＜0.01 （vs 開始時）
＊：p＜0.05 （vs 開始時）

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊

白色丘疹（n＝41）

13例（52%）



薬の漢方研究所で桜皮エキスのこの作用を追試４）したところ

再現性も得られている。

　そこで今回、桜皮エキスおよび対照として エキスでエ

ストロゲン受容体-βに対する結合能について調べたところ桜

皮エキスはエストラジオールの約40％の結合能をみせたが

エキスは受容体と結合しなかった。また桜皮エキスの活性

本体はゲニステインという成分であることが判明した（図２）。

これらのことから桜皮を配合した十味敗毒湯は皮下において

エストロゲンを誘導していることが示唆された。従来、十味敗

毒湯は荊芥、甘草、防風などの生薬がP. acnesに対し抗菌作

用を示すことは知られていたが、今回の研究でエストロゲン産

生を誘導し、男性ホルモンを拮抗阻害することもその機序の

一端として考えられることがわかった（図３、左）。

　現在、尋常性座瘡治療ガイドラインで十味敗毒湯はC1もし

くはC2に区分されているが（図３、右）、次回改訂ではもっと上

のランクに位置づけられることを願う。

アルクチゲニン

5）遠野　弘美ほか：薬学雑誌, 2010（in press）
6）Higaki S. et al.: J Derma. 23 : 871-875, 1996

第109回日本皮膚科学会総会 モーニングセミナー10

日　時：平成22年4月18日（日） 8：00～9：00

場　所：大阪国際会議場 第6会場（1008会議室）

－中国・日本両国からの報告－

The 109th Annual Meeting of the Japanese Dermatological Association

女性の尋常性座瘡における加味逍遙散の臨床効果

「尋常性座瘡の漢方治療」

演題1

女性の尋常性座瘡に対する
クリンダマイシンリン酸エステルを併用した
クラシエ十味敗毒湯の作用機序について

演題2

共　催：第109回日本皮膚科学会総会

治療例

開始時 9週後

開始時 6週後

演　者：上海中医薬大学付属曙光病院皮膚科 特聘教授　張 慧敏 先生

演　者：医療法人社団智徳会 志木駅前皮膚科 院長  竹村 司 先生

The 109th Annual Meeting of the Japanese Dermatological Association

症例1

症例2

　一昨年にアダパレンが上市され、皮膚科医にとって尋常性座瘡

は関心が高い病気の1つとなっている。本日は女性の尋常性座瘡

に対する漢方治療について、中国と日本の両国から臨床報告と基

礎研究についてそれぞれお話しいただいた。

　第一席の張慧敏先生は思春期後の女性に多くみられる尋常性座瘡に対する加味逍遙

散の臨床効果について述べられた。また基礎研究では各種のストレスに対し加味逍遙散

がCｏｒｔｉｃｏｔｒｏｐｉｎ-rｅｌｅａｓｉｎｇ hormone（ＣＲＨ）の産生を抑制するということを証明された。

　第二席の竹村司先生は十味敗毒湯とクリンダマイシンの併用療法について述べられ、そ

の作用機序として十味敗毒湯の成分がエストロゲンを誘導することについても紹介された。

　現在、日本皮膚科学会尋常性座瘡治療ガイドラインで、漢方薬はいくつかの製剤がC１

の範疇に属するだけだが、今後更なるエビデンスが出てくると3年後の改訂においてもっと

高いランクに位置づけられることも期待される。

座　長：東京大学  名誉教授  久木田 淳 先生

図3  

十味敗毒湯の推定作用機序 尋常性座瘡治療ガイドライン（2008）

日本皮膚科学会ガイドライン策定委員会：日皮会誌 118(10) : 1893-1923, 2008

Ⅱa A. 抗菌薬外用
A. アダパレン外用
     C1. ケミカルピーリング
     C1. NSAID外用
     C1/2. 漢方

ⅠA. アダパレン
     C1. 面皰圧出
     C1. スキンケア（洗顔）
     C1. ケミカルピーリング
     C1. イオウ製剤外用
     C1/2. 漢方

（略）

面　皰エストロゲン産生
誘導による拮抗阻害 5）

（桜皮）

P. acnes に対する
抗菌作用 6）

（荊芥、甘草、防風）

丘疹、膿疱

軽　症

中等症

重　症

最重症

瘢痕/ケロイド

少数の
嚢腫/硬結
を含むもの

（＋Ⅰ）

Ⅱb A. 抗菌薬内服
A. 抗菌薬外用
A. アダパレン外用
     C1. ケミカルピーリング
     C1. NSAID外用

（＋Ⅰ）

Ⅱc A. 抗菌薬内服
A. 抗菌薬外用
A. アダパレン外用
     C1. ケミカルピーリング

（＋Ⅰ）

Ⅱd A. 抗菌薬内服
A. 抗菌薬外用 （＋Ⅰ）
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た
る
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疹

男性ホルモン

DHT

皮脂腺の活性化

皮脂分泌亢進

角栓の形成／コメド形成

P. acnes の増殖

リンパ球の誘引

炎症性座瘡

瘢痕を残して治癒

5α-
リダクターゼ

樸

樸 2） B. Svenstrup et al.: J. Steroid Biochem. 35(6) : 679-687, 1990

3） 目片　秀明、三崎　仁 : Fragｒ J． 8 : 42-47, 2006

4） クラシエ製薬株式会社 社内資料

図2  桜皮成分のエストロゲン受容体-βへの結合能
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