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アトピー性皮膚炎・湿疹の
中医学弁証論治

高橋 楊子
上海中医薬大学附属日本校教授

アトピー性皮膚炎の定義
アトピー性皮膚炎は増悪・寛解を繰り返す瘙痒のある湿疹を主
病変とする疾患であり、患者の多くはアトピー素因を持つ。
アトーピ素因 ①家族歴、既往歴（気管支喘息・アレルギー性鼻炎・結膜炎、アトピー
性皮膚炎のうちにいずれか或いは複数）、②IgE抗体を産生しやすい

診断基準➔１．瘙痒、２．皮疹は湿疹病変

急性期 紅斑、湿潤性紅斑、丘疹、漿液性丘疹、鱗屑、痂皮
慢性期 浸潤性紅斑、苔癬化病変、痒疹、鱗屑、痂皮
分布特徴 左右体側性
好発部位 前額、眼囲、口囲、口唇、耳介周囲、頸部、四肢関

節部、体幹
乳児期 頭・頸に始まりしばしば体幹、四肢に下降
乳小兒期 頭部、四肢関節部の病変
思春期と成人期 上半身（頭、頸、胸、背）に皮疹が強い傾向

日本皮膚科学会 アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018年
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☞Ａｔｏｐｙ ← a-ｔｏｐｏｓ
1923年アメリカの「家系的に発症する遺伝的な過敏症」論文に始
めて“Ａｔｏｐｙ”を使われ、1960年代の初頭、はじめ日本に紹介され
た。

アトピー性皮膚炎の発病率は、昔より現代、 田舎より都市の方

は高い傾向がある。背景には、食生活の欧米化、糖・脂肪・肉類・

加工食品の摂りすぎ、暴飲暴食、また過労、ストレスの蓄積などと

考えられる。

☞ある統計によれば、日本人の３割の人はアトピー性皮膚炎、花

粉症、気管支喘息などのアレルギー疾患を持っている

病変部位 症 状 中医病名

肘・膝の内側 掻痒・発疹・浸出液少・カサカサ 四弯風

耳介周囲 同上 旋耳風

臍周囲 同上 臍風

乳頭周囲 同上 乳頭風

睾丸陰部周囲 同上 綉球風、腎嚢風

赤ちゃんの首・頸 同上 胎斂瘡

全身 湿潤性の痒疹、浸出液多、化膿 浸淫瘡

全身 粟状の痒疹、水疱 粟瘡

全身 掻痒、丘疹、カサカサ、血痕 血風瘡

一．中医学からみたアトピー皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、中国では「異位性皮炎」・「特応性皮炎」
と呼ばれ、湿疹の範疇で論じている
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二．アトピー性皮膚炎の病因病機

外因（種々のアレルゲンなど）

風邪

熱邪 単独か複数挟雑して皮膚・体内侵入 発赤掻痒・紅斑疹・丘疹・

湿邪 紅腫糜爛・浸出液・鱗屑・痂皮

燥邪

内因（アレルギー体質）
肺気虚

脾気虚

腎虚 気血津液不足・皮膚失養 乾燥肌・掻痒や発疹しやすい

血虚血燥

肝鬱気滞・心肝火旺

久病 血瘀・皮膚失養 色素沈着・苔癬化

「正気存内、邪不可干」 「邪之所湊、其気必虚」

自律神経の異常と皮膚のトラブルの関係は密接

5

6



2021/1/21

4

風・熱・湿・燥の性質と皮膚、全身状態

風邪（陽邪）

１．遊走性、善行易変

２．上昇

３．百病の長・六淫の
首

４．風性作痒・風盛則
燥

内風→血虚生風・肝風

☞初期・急性・慢性期

☞紅潮・紅か白の斑疹

腫れ・遊走性・掻痒

がひどく浸出液少

☞上半身（頭・顔面・
頚）に発症しやすい

☞ときには悪風発熱・
自汗・浮脈を伴う

風・熱・湿・燥の性質と皮膚疾患状態

熱邪（陽邪）

１．易入血分、血熱を

引き起こしやすい

２．炎上

３．易傷津液

４．熱軽則痒・熱盛則痛

熱盛則腫痛、則肉腐

内火→陰虚火旺・心火肝火

☞急・慢性の重症
☞斑疹鮮紅・紅腫熱痛
灼熱感・掻痒がひどい
血痕血痂・糜爛化膿
浸出液少
☞上半身に発症しやすい
☞顔紅目赤・口渇口苦・
尿黄便秘・いらいら・
不眠多夢・紅絳舌・黄
苔・数脈
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風・熱・湿・燥の性質と皮膚疾患状態

湿邪（陰邪）
１．重濁下行
２．粘滞性
３．脾気を損傷しやす
い

４．湿勝作痒

内湿→脾虚生湿

☞急性・慢性期・重症
☞浸出液多・湿潤性丘
泡疹・水泡・糜爛・掻
痒がひどい。症状が
繰り返しやすい。
☞下半身（下肢・陰部）
に発症しやすい

☞肥満体・体重・胃脘
痞満・軟便下痢・膩
苔・滑濡脈

風・熱・湿・燥の性質と皮膚疾患状態

燥邪

１．易傷陰液・津液

2．肺に傷つけやすい
３．燥盛則痒

内燥→陰虚・血虚内燥

☞秋・冬がひどい、慢性
期

☞皮膚乾嗽・カサカサ・

落屑鱗屑・ひび割れ・

苔癬化・掻痒がひどい

☞口渇唇乾・空咳・尿少

便干・苔干少津
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皮膚所見による病因病機の推測

• 斑疹・掻痒→風・湿・熱・火・燥・血虚・気滞・・・
• 紅腫熱痛→湿熱
• 化膿・膿疱→熱毒・湿毒
• 浸出液が多い・水疱・びらん→湿邪
• 鮮やか斑疹・血痕が多い→血熱
• 紅い膨疹と瘙痒が出たり消えたりする→風熱
• 白い膨疹と瘙痒が出たり消えたりする→風寒
• カサカサ・鱗屑・落屑→（気）血虚・陰虚
• 紫色斑点か結節・色素沈着・苔癬化→瘀血

この画像は表示できません。

この画像は表示できません。

弁証論治

☞急則治其標

急性期に風熱型・湿熱型・血熱型が多くみられる

➔袪風・清熱・涼血・利湿の袪邪標治を中心として行う

☞緩則治其本

慢性寛解期に肺脾気虚・肺腎陰虚・血虚血燥・

瘀阻皮膚が多くみられる

➔補肺・健脾・益腎・養血潤膚の扶正本治を中心として
行う

☞複雑（標本同病・虚実挟雑）の時 扶正去邪の標本同治
を行う

11

12



2021/1/21

7

急性期
（一）風熱型

症状 皮膚発赤、紅い斑疹、紅腫、掻痒がひどい、遊
走性があり、軽度糜爛、浸出液が少ない。時に灼熱
感、化膿、或いはカサカサを伴う。頭、顔面、首、胸
背部などの上半身に発症しやすい。面赤、口渇、咽
痛、汗かき、舌尖赤、薄白苔、浮数脈

治則 袪風・清熱・止痒

処方 銀翹散・消風散・荊芥連翹湯・十味敗毒散など

銀翹散
組成 金銀花・連翹・薄荷・豆豉・荊芥・竹葉・桔梗・牛蒡子・

生甘草・羚羊角（去芦根）
効能 疏散風熱・清熱解毒（辛涼平剤）
適応症 風熱によるカゼ・扁桃腺腫大・皮膚炎、湿疹、にきび

など

金銀花・連翹―――→辛涼透邪・清熱解毒
薄荷・豆豉・荊芥 →辛散袪風・透熱外出
竹葉（芦根） ――→清熱生津
牛蒡子・桔梗・甘草→清熱解毒・排膿消腫・利咽化痰
羚羊角 ―――→ 瀉火解毒・涼肝熄風

金銀花・連翹→治斑疹瘡瘍。とくに連翹（瘡家の要薬）
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消風散

組成 防風・荊芥・蝉退・牛蒡子・石膏・知母・木通・
苦参・生地黄・当帰・胡麻・蒼朮・甘草

効能 疏風清熱・除湿止痒
適応症 風熱・風寒による蕁麻疹・皮膚炎・遊走性搔痒など

防風・荊芥――――→辛温袪風止痒
蝉退・牛蒡子―――→辛涼袪風止痒
石膏・知母――――→清熱瀉火
木通・苦参――――→清熱利湿
生地黄・当帰・胡麻→養血涼血、和血袪風
蒼朮―――――――→除湿散風
甘草―――――――→和中・解毒

荊芥連翹湯（一貫堂）

組成 荊芥・防風・連翹・薄荷・当帰・芍薬・地黄・川窮・黄連・黄芩
黄柏・山梔子・柴胡・桔梗・枳殻・白芷・甘草

効能 祛風止痒・清熱解毒・排膿
適応症 風熱・熱毒・血熱による皮膚炎、にきび、湿疹、花粉症、アレ

ルギー性鼻炎・蓄膿症・中耳炎など
荊芥・防風 ―――→ 辛温袪風止痒
連翹・薄荷 ―――→ 辛涼祛風止痒（清熱解毒）
黄連解毒湯 ―――→清熱解毒
四物湯 ―――→ 養血潤膚
柴胡・枳殻 ―――→疏肝理気
桔梗・白芷 ―――→排膿
甘草 ―――→ 調和諸薬

万病回春の荊芥連翹湯
鼻病門 荊芥・防風・連翹・当帰・芍薬・川窮・黄芩・山梔子・柴胡・桔梗・枳殻・白

芷・甘草
耳病門 上方去枳殻＋薄荷・地黄
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十味敗毒湯

組成 柴胡・防風・荊芥・川窮・桔梗・桜皮・茯苓・
独活・生姜・甘草

効能 祛風除湿・排膿清熱。
適応症 風熱湿による皮膚炎、皮膚化膿、にきびなど

防風・荊芥―――→祛風止痒
川窮 ―――→祛風活血
独活 ―――→袪風除湿
桔梗・桜皮 ―――→清熱排膿
茯苓 ―――→健脾利湿
柴胡 ―――→透表泄熱
生姜・甘草 ―――→健脾和胃

荊芥連翹湯 柴胡清肝散 清上防風湯 十味敗毒散

袪風止痒 荊芥・防風

連翹・薄荷 連翹・薄荷
荊芥・防風

連翹・薄荷

荊芥・防風・
独活

清熱解毒 黄連解毒湯
（温清飲）

黄連解毒湯 黄連・黄芩・
山梔子

清熱排膿 桔梗・白芷 桔梗・牛蒡
子・天花粉

桔梗・白芷 桔梗・桜皮

疏肝理気 柴胡・枳穀 柴胡 枳殻 柴胡

和血活血 四物湯 四物湯 川窮 川窮

健脾利湿 茯苓・生姜

和中 甘草 甘草 甘草 甘草

効能 袪風止痒・清熱
解毒・排膿・潤膚

袪風疏肝・清熱
解毒・排膿・潤膚

袪風・清熱解
毒・排膿

祛風・清熱排膿・
健脾除湿
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急性期
（二）湿熱型

症状 湿潤性紅腫、紅色斑疹、丘疱疹、水泡、掻痒が
酷くて、浸出液が多い、糜爛や化膿をしやすい、下
半身、陰部、乳頭、四肢に発症しやすい。肥満体、
体が重だるい、軟便下痢、黄膩苔、滑数脈

治則 清熱利湿・解毒止痒

処方 黄連解毒湯・竜胆瀉肝湯・茵蔯五苓散

黄連解毒湯

組成 黄連・黄芩・黄柏・山梔子

効能 瀉火解毒・清熱利湿

適応症 熱毒・湿毒による皮膚紅腫熱痛、化膿糜爛、

湿疹、及び各種炎症

黄連――→清瀉心火胃火・中焦湿熱
黄芩――→清瀉肺熱・上焦湿熱
黄柏――→清瀉腎濁・下焦湿熱
山梔子―→清瀉三焦湿熱・瀉火除煩
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竜胆瀉肝湯

組成 竜胆草・黄芩・山梔子・車前子・木通・沢瀉・当帰・
生地黄・甘草・（柴胡）

効能 清利三焦湿熱・清瀉肝胆実火
適応症 湿熱・湿毒による皮膚紅腫搔痒、湿潤性丘疹、水

疱、浸出液が多い、特に下半身や陰部の湿疹、及
びその他の炎症

竜胆草 ――――→清瀉肝胆実火・下焦湿熱
黄芩・山梔子――→清瀉肝胆湿熱
車前子・木通・沢瀉→清利湿熱
当帰・生地黄 ――→養血涼血
甘草 ―――――→和中
（柴胡→疏肝解鬱）

茵蔯五苓散

組成 茵陳蒿・沢瀉・猪苓・茯苓・白朮・桂枝

効能 清熱利湿・退黄疸

適応症 湿熱による皮膚腫脹、浸出液が多い、搔痒、小水不利

、湿熱黄疸など

茵蔯蒿―→清熱利湿・退黄疸
五苓散―→化気利水

代用 茵陳蒿湯＋五苓散
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急性期
（三）血熱血燥型

症状 鮮紅色斑疹、灼熱感、掻痒、血痕血痂が多い、
カサカサ、落屑、時に限局性な糜爛、浸出液を伴う。
面赤身熱、ほてり、口渇、尿黄便干、不眠多夢、煩
躁不安、紅絳舌、少苔剥苔、或いは黄苔、細数脈

治則 清熱涼血・解毒止痒

処方 犀角地黄湯・清瘟敗毒飲・温清飲

犀角地黄湯

組成 犀角・生地黄・赤芍・牡丹皮

効能 清熱解毒・涼血散瘀

適応症 熱入血分の血熱証。身熱煩躁、譫語、鮮紅色
斑疹、吐血衄血、紅絳舌、細弦数脈

犀角 ―→清営涼血・清熱解毒（透熱転気）
生地黄―→清熱涼血養陰
赤芍・牡丹皮→清熱涼血・活血散瘀

大凡看法、衛之後方言気、営之後方言血。在衛汗之可也、到気才可清気、
入営猶可透熱転気、如犀角、玄参、羚羊角等物。入血就恐耗血動血、
直須涼血散血、如生地、丹皮、阿膠、赤芍等物 葉天士

代用 温清飲倍用
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清瘟敗毒飲

組成 石膏・知母・黄連・黄芩・山梔子・連翹・桔梗・
竹葉・犀角・生地黄・赤芍・牡丹皮・甘草

効能 瀉熱解毒・涼血瀉火
適応症 熱毒の重症

石膏・知母・甘草 ――→清熱解毒
黄連・黄芩・山梔子 ―→清熱解毒利湿
犀角・生地黄・赤芍・牡丹皮→清熱涼血解毒
連翹・桔梗・竹葉 ――→清熱去風

代用 黄連解毒湯（温清飲）＋白虎加人参湯＋銀翹散

温清飲

組成 黄連・黄芩・黄柏・山梔子・

地黄・当帰・芍薬・川窮

効能 清熱解毒・涼血養陰活血

適応症 血熱による皮膚の鮮やかな紅斑、紅丘疹、搔
痒、血痕が多いなど

黄連・黄芩・黄柏・山梔子→清熱解毒
生地黄・当帰・赤芍・川窮→涼血養陰・活血
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白虎加人参湯

組成 石膏・知母・粳米・甘草・人参

効能 清熱・生津・益気

適応症 気分大熱、熱盛傷津。皮膚紅腫熱痛、搔痒、

口渇など

石膏 ーー→辛甘大寒・清熱瀉火・清瀉肺胃

知母 ーー→清熱滋陰・潤燥

甘草・粳米→益胃生津

人参 ーー→益気生津

急性期の加減

☞痒みが酷い＋袪風止痒の蒺梨子・牛蒡子・蝉退・白僵蚕・全
蝎・烏梢蛇

☞ジュクジュクして掻痒＋利湿止痒の白鮮皮・地膚子・苦参・薏
苡仁

☞糜爛・化膿＋清熱解毒の白花蛇舌草・山帰来・半枝連・露蜂
房

☞鮮紅色斑疹、灼熱感、血痕が多い＋涼血清熱の→玄参・白
花蛇舌草・板藍根

☞便乾・便秘＋瀉熱通便の大黄（大黄牡丹皮湯、三黄瀉心湯）

☞イライラ・煩躁＋疏肝理気安神の薄荷・柴胡・枳実・珍珠母

（加味逍遥散・逍遥散）

☞カサカサ・落屑＋養血潤膚の当帰・何首烏
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慢性期
（一）肺脾気虚型

症状 限局性丘疹、掻痒、時にカサカサ、鱗屑、時に
湿潤を伴う。倦怠無力、自汗、風邪を引きやすい、
軟便下痢しやすい、食欲不振、淡胖大舌、歯痕舌、
薄膩苔、細弱脈、細濡脈。

治則 補肺固表・健脾利湿

処方 補中益気湯・黄耆建中湯・六君子湯

補中益気湯

組成 黄耆・人参・白朮・炙甘草・陳皮・当帰・升麻・柴胡
効能 健脾益気・補中昇陽
適応症 肺脾気虚・脾虚下陥による疲労困憊、風邪引きや

すい、脾胃弱い、内臓下垂など

黄耆 ――――→補中益気・昇陽固表
人参・白朮・炙甘草→益気健脾
陳皮 ――――→理気和胃
当帰 ――――→養血
升麻・柴胡 ―――→升提清陽

玉屏風散 黄耆・白朮・防風 効能 益気固表
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黄耆建中湯

組成 黄耆・桂枝・芍薬・炙甘草・大棗・

生姜・膠飴

効能 温中補気・和裏緩急

適応症 虚労、脾胃虚寒による自汗、食欲不振、腹痛、

軟便下痢

黄耆 ―――→補益脾肺
小建中湯 ―→温中補虚・和裏緩急

六君子湯

組成 人参・白朮・茯苓・陳皮・半夏・甘草・大棗・生姜

効能 健脾和胃･理気化痰止嘔

適応症 脾胃気虚による食欲不振、痩せる、胃痛腹痛、軟便下

痢、倦怠無力など

四君子湯・大棗・生姜 ―→ 益気健脾和胃
陳皮･半夏 ―→理気化痰

化食養脾湯（香砂六君子湯去木香＋縮砂・神麴・麦芽・山査子）

→健脾和胃・理気消積・化痰止嘔
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慢性期
（二）肺腎両虚

症状 限局性丘疹、掻痒、時にカサカサや鱗屑、

時に湿潤を伴う。めまい、耳鳴、腰膝酸軟、慢性

的な咳や喘息、少苔、尺脈弱

治則 滋補肺腎

処方 麦味地黄丸・知柏地黄丸

六味地黄丸
組成 熟地黄・山茱萸・山薬・沢瀉・牡丹皮・茯苓

効能 滋補肝腎

麦味地黄丸
組成 六味地黄丸＋麦門冬・五味子

効能 滋補肺腎

代用 六味地黄丸＋当帰飲子（麦門冬湯）

知柏地黄丸
組成 六味地黄丸＋知母･黄柏

効能 滋陰降火
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慢性期
（三）血虚血燥型

症状 皮膚カサカサ、落屑が酷い、痒くて掻爬痕や
ひび割れが多い、限局性丘疹。干燥により症状を
増悪しやすい。顔色が白い、萎黄、爪が白くて艶
がない、めまい、立ちくらみ、淡舌、細脈。

治則 養血潤膚・袪風止痒

処方 当帰飲子

当帰飲子

組成 熟地黄・当帰・芍薬・川窮・何首烏・

蒺藜子・防風・荊芥・黄耆・甘草

効能 養血袪風止痒

適応症 血虚風燥による皮膚カサカサして搔痒、掻爬痕や

ひび割れが多い、落屑が酷い

四物湯 ―――→養血和血
何首烏・蒺藜子 →袪風止痒
防風・荊芥 ――→辛温袪風止痒
黄耆 ――――→益気固表
甘草 ――――→和中
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慢性期
（四）瘀阻皮膚

症状 皮膚が黒っぽい、色素沈着がひどい、限局性
の苔癬化、ごわごわ、掻爬痕。顔色が黒っぽい、
慢性疼痛があり、暗舌、瘀斑瘀斑があり、舌下静
脈怒張、渋脈

治則 活血化瘀

処方 桂枝茯苓丸加薏苡仁湯

（桂枝茯苓丸＋ヨコイニン）

桂枝茯苓丸加薏苡仁湯

組成 桂枝・茯苓・桃仁・牡丹皮・赤芍・薏苡仁
効能 活血化瘀・健脾利湿
適応症 瘀血による皮膚が黒っぽい、色素沈着、苔癬化、

ごわごわ、掻爬痕。

桂枝茯苓丸―→活血化瘀
薏苡仁 ――→健脾利湿・消疣美肌

代用 桂枝茯苓丸＋ヨコイニン
薏苡仁（甘淡・微寒、脾胃肺）→利湿健脾、清熱排膿、除癰
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アトピー・湿疹の外用療法及び生活面の指導

１．塗布療法 消炎剤・保湿用のローション・クリーム

２．薬浴療法

湿潤型→黄連10ｇ、十薬10ｇ、苦参10ｇ、連翹10ｇ、当帰8ｇ
乾燥型→当帰10ｇ、生地黄10ｇ、薏苡仁20ｇ、十薬10、苦参10ｇ
（患部に付けたり洗いたりするか、薬浴剤として使う）

３．食事面→鮮魚介類、特にカニ・えび・貝類（発物）、大酒、辛
すぎ、甘い物を避け、雑穀類、緑黄野菜、根野菜、海藻類、
キノコ類を薦める

４．便秘を治す（老廃物などをしっかり排泄する〕

５．夜更けを避ける

６．ストレスを上手に発散する

症状検討 子供のＡＤ

患者 Ａさん、女児、４歳

主訴 皮膚はカサカサして痒い、ともに少量の紅い丘疹。

経過 赤ちゃんの頃からアトピー皮膚炎といわれた。2年前、皮膚が
悪化して、皮膚科に通いながら１年間ステロイド剤の使用で、ひど
い症状が寛解したが、肘・膝・足首関節の皮膚がカサカサし、ひど
い掻痒と苔蘚化がある。保湿剤だけで良くならないので、母親に
相談に連れて来た。

望診 体格良好、顔色萎黄、皮膚は乾燥して艶がない、とくに四肢
（肘・膝）の皮膚はカサカサして、鱗屑が多く苔蘚化と掻破痕はひ
どい。手首、手指、足首に少量の湿潤性やや紅い丘疹があり、掻
破痕はひどい。

問診 皮膚瘙痒、とくに汗をかいた後、入浴後、寝しなに搔痒が増悪。
ご飯があまり欲しがらないが、お菓子やアイスをよく食べる。便通

１回／日。夜寝る時間が遅い（11時に近い）
舌脈 舌淡紅・苔薄。脈細滑
家族歴 母親のアトピー性皮膚炎（子供頃）の病歴がある
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まとめ

☛アトピー性皮膚炎・湿疹は増悪と寛解と繰り返す
慢性的な皮膚疾患であり、根気よく対応すべき！
増悪期に標治を中心し、寛解期に本治を中心して行う。
複雑の時、標本同治を行う

☛内服と同時に、保湿などの外用も一緒に行う。

☛食生活、ライフスタイルの改善はとても大事！

ご清聴ありがとうございます！
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