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はじめに

• 湿疹・皮膚炎など皮膚疾患に対しての第一選択薬はステロイド外用剤であるが、
その副作用の問題から患者は処方されてもそれを使うことを敬遠する傾向がある。

• その結果症状が一向に改善しない、あるいは悪化すると言う事例をよく経験する。

• そこで副作用の心配のないステロイドに準じた効果のある非ステロイド外用剤が
開発されれば、この問題は解決するはずである。

• 今回演者らは新規硫酸化多糖類サクラン（以降サクランと略す）及び銀イオンに
注目し、それをワセリンに配合し臨床応用したところ、非常に良好な結果が得られ
たので報告する。



• 福岡県の湧水、熊本県の地下水のみにて養殖されている。
• 野生株は絶滅危惧 IA種（既に絶滅）。そこで屋外での養殖事業

拡大、室内での人工培養へも取り組みが始まる。
• 江戸時代には幕府への献上品で、現在まで高級食材として存続

（別添甘木市史）
• 胃腸に良いと言われ健康食品としても注目されている。
• 日本のバイオ資源として今後様々な用途が期待されている。

奇跡の生物 「スイゼンジノリ」

スイゼンジノリ

スイゼンジノリの顕微鏡画像

湧き水、地下水で育つ

細胞外マトリック中に存在するサクラン：多量の水分を保持し細胞に
供給すると共にバリアとして働き、外部からのバクテリアやウイルス、
重金属の侵入を防ぐと考えられている。

献上の記録
（甘木市史より抜粋）

「サクラン」とは・・・・日本固有ラン藻「スイゼンジノリ」から抽出される硫酸化多糖類である。



• 超高分子量(~107 g/mol) 
• 糖鎖当たり約11%の硫酸基と12%のカルボキシル基を持つアニオン性多糖類
• 構成単糖はグルコース、ガラクトース、キシロース、フコース等11種類が同定されている。
• 新規単糖硫酸化ムラミン酸を含む
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ムコ多糖類の一種
コンドロイチン硫酸Cの構造
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サクランはムコ多糖類と類似構造を持つと推測される（*1）。

サクランは様々な生理活性を持つのでは？

サクランの構造式



サクランの驚異の保水性

北陸先端大による
改良ティーバッグ法

サクランは自身の重さの6000倍以上の高
い保水性を示す。

サクランと他の多糖類の保水性の比較
（数値は乾燥重量1gに対する保水した水の体積（ml））

フィルタ孔径：8um
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表1.サクランとその他の保湿物質との保水性の比較

0.9wt%のNaClを加えた場合には（汗や尿
の代用）、サクランはヒアルロン酸に比べ
保水量の比がより高くなっている。



DSC（Differential Scanning Calorimetry）を用いて測定

・ 結合水：蒸発せずに残っている水
（この量が保湿性能を決定する。）

※表1の保水実験と表2の保湿実験から、サクランは角質層周囲で水分を多量に吸収して保持するという特徴を持つことが推測される。
※また結合水が多い物質は、一般的に生体親和性が高いことが知られている（*2）。

サクランは保湿性能を決定する水分（結合水＋半結合水）をヒアルロン酸の約3倍保持することができる。

・ 自由水：乾燥させると蒸発する水
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表2.サクランとその他の保湿物質との保湿性能の比較



サクランのバリア機能

平面（雲母上）にサクラン水溶

液をキャストして得た試料の
AFM像（濃度：10ppm)

サクランはその長さが12ミクロンにも達するメガ分子であることがAFM（原子間力顕微鏡）観察で判明

サクランの膜

外部刺激、アレルゲン

サクランが、網目状の被膜を形成していることが確認できる。

・サクランは、前述した保水性及び保湿性能とこの網目状の構造によって強力な皮膚のバリア
として機能すると推測される。
・さらにサクランには抗炎症効果があることも報告されている。（*3,4,5）



銀イオンについて
• 銀の抗菌作用は、以前は活性酸素説と酵素阻害説の2つが主流であったが、最近ではバクテリアの

DNA転写を阻害するとの報告がある。（*6）

• 銀イオンの抗菌効果はアリゾナ大学など種々の研究施設で実証されていて、細菌、真菌、ウイルスに
対して数PPM程度の低濃度で効果がある事が報告されている。

• 高山ら（*7）のデータによると、金属イオンの抗菌作用は強い順にAg=Hg > CU> Co=Ni > Pb > 
Fe=Al=Zn と報告されている。

• 銀イオン水の主な製法として、電気分解法と銀イオン成分を含む化学薬品を水に添加する薬剤法
（例：硝酸銀）の2種が一般的であるが、後者の場合、イオン化率が非常に低くかつ安定性が悪く短時
間で失活するため効果が弱かった。

• 今回用いた銀イオンは、（株）○○○が独自に開発した電気分解法による高濃度の純粋な銀イオン水
であり、社内資料では非常に安定性が高く3年間放置してもほとんど失活しないとの記載がある。

• 銀イオンの安全性に関しては、WHO の『Guidelines for drinking-water quality』では、銀 イオンによっ
て飲料水の消毒を行うケースを想定し、飲料水中の銀濃度が100ppb であっても健康上の害はないと
の見解が示されている。



12. 結果 

MRSA に対する試験結果を表１に示した。 

試験菌液濃度はともに 1.0 × 108 cfu/mLであった。 

殺菌効果が認められた時間（緑膿菌が発育しなくなるまでの時間）は試験区 1 (1 ppm)

で 7 分、試験区 2 (5 ppm)で 2 分、試験区 3 (10 ppm)で 0 分であった。 

 

 

 

表 1 MRSA の殺菌時間確認試験結果 

試験液濃度 1 ppm  5 ppm 10 ppm 

試験開始後 0 分 発育あり  発育あり  発育なし 

0.5 分 発育あり 発育あり 発育なし 

1 分 発育あり 発育あり 発育なし 

1.5 分 発育あり 発育あり 発育なし 

2 分 発育あり 発育なし 発育なし 

2.5 分 発育あり 発育なし 発育なし 

3 分 発育あり 発育なし 発育なし 

3.5 分 発育あり 発育なし 発育なし 

4 分 発育あり 発育なし 発育なし 

5 分 発育あり 発育なし 発育なし 

6 分 発育あり 発育なし 発育なし 

7 分 発育なし 発育なし 発育なし 

8 分 発育なし 発育なし 発育なし 

9 分 発育なし 発育なし 発育なし 

10 分 発育なし 発育なし 発育なし 

11 分 発育なし 発育なし 発育なし 

12 分 発育なし 発育なし 発育なし 

13 分 発育なし 発育なし 発育なし 

14 分 発育なし 発育なし 発育なし 

15 分 発育なし 発育なし 発育なし 

太字は発育が確認されなくなった最初の測定時点 

 

  

 

 

 

 

 

AG イオンアルファの緑膿菌と MRSA に対する殺菌時間確認試験 
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11. 結果 

緑膿菌に対する試験結果を表１に示した。 

試験菌液濃度はともに 1.0 × 108 cfu/mLであった。 

殺菌効果が認められた時間（緑膿菌が発育しなくなるまでの時間）は試験区 1 (1 ppm)

で５分、試験区 2 (5 ppm)で 1.5 分、試験区 3 (10 ppm)で 0 分であった。 

 

表 1 緑膿菌の殺菌時間確認試験結果 

試験液濃度 1 ppm  5 ppm 10 ppm 

試験開始後 0 分 発育あり  発育あり  発育なし 

0.5 分 発育あり 発育あり 発育なし 

1 分 発育あり 発育あり 発育なし 

1.5 分 発育あり 発育なし 発育なし 

2 分 発育あり 発育なし 発育なし 

2.5 分 発育あり 発育なし 発育なし 

3 分 発育あり 発育なし 発育なし 

3.5 分 発育あり 発育なし 発育なし 

4 分 発育あり 発育なし 発育なし 

5 分 発育なし 発育なし 発育なし 

6 分 発育なし 発育なし 発育なし 

7 分 発育なし 発育なし 発育なし 

8 分 発育なし 発育なし 発育なし 

9 分 発育なし 発育なし 発育なし 

10 分 発育なし 発育なし 発育なし 

11 分 発育なし 発育なし 発育なし 

12 分 発育なし 発育なし 発育なし 

13 分 発育なし 発育なし 発育なし 

14 分 発育なし 発育なし 発育なし 

15 分 発育なし 発育なし 発育なし 

太字は発育が確認されなくなった最初の測定時点 

 

  

表3.銀イオンの緑膿菌とMRSAに対する殺菌時間確認試験

銀イオンの



治験対象と方法

• 対象：乳児湿疹、オムツ皮膚炎及び乳幼児アトピー性皮膚炎の1歳から3歳までの乳幼児（平均年
齢1歳0ヶ月、男児43名、女児37名の計80症例）

• 合併症：アレルギー性鼻炎が約40%、アレルギー性結膜炎が約30%、その他喘息が10％、その他
合併症なし

• 方法：サクラン及び銀イオン配合ワセリン（以降サクラン銀軟膏と略す）を患児の観察部位の皮疹
に1日2回単純塗布させ、治療開始から1ヶ月間での有効性を患児の母親のアンケートを通して検
討した。

• それと平行して、患児に通常使用しているクロベタゾン酪酸エステル0.025%軟膏と効果に関して同
様な方法で比較検討した。

• 軟膏の組成

サクラン銀軟膏：ワセリン、サクラン○○％、銀イオン○○PPM
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母親のアンケート結果
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グラフ2.サクラン銀軟膏とクロベタゾン酪酸エステル0.025%軟膏との効果の比較

20.5 55.1 23.1 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ステロイドとの比較
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クロベタゾン酪酸エステル0.025%軟膏と同等以上の効果があった：75.6%
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強さ 製剤名

I群
Strongest

プロピオン酸クロベタゾール
酢酸ジフロラゾン
ジフロラゾン酢酸エステルなど

II群
Very strong

ジフルプレドナート
ジプロピオン酸ベタメタゾン
酪酸プロピオン酸ベタメタゾンなど

III群
Strong

プロピオン酸デキサメタゾン
吉草酸デキサメサゾン
ベクロメタゾンプロピオン酸エステルなど

IV群
Medium

プロピオン酸アルクロメタゾン

酪酸クロベタゾン
酪酸ヒドロコルチゾンなど

IV群＞サクラン銀
軟膏≧V群

サクラン及び銀イオン配合ワセリン

V群
Weak

酢酸デキサメタゾン
酢酸プレドニゾロン
ヒドロコルチゾンクロタミトンなど

表1.演者らが推測するステロイド外用剤と比較したサ
クラン銀軟膏の強さランク

母親のアンケート結果



Photo 1. 頚部のびらんを伴う乳児湿疹の治療前後



考察
・サクラン銀軟膏の作用機序として、1.サクランの特徴的な網目状の構造と強力な保水性及び保湿性能に
より擬似角質層として働き、その結果皮膚のバリア機能が高まる事で外部からの刺激を遮断し、かつ合わ
せ持つ抗炎症効果により皮膚における炎症を抑える（*3,4,5）、2.銀イオンが湿疹部位での常在菌の過剰増
殖を抑える事により、パルミチン酸・ステアリン酸・オレイン酸など皮膚刺激物の産生が抑えられ、結果的
に抗炎症効果が発揮される、などにより最終的に湿疹病変を軽快させ得ると考えられる。

・乳児湿疹、オムツ皮膚炎及び乳幼児アトピー性皮膚炎を対象にした臨床試用では、母親のアンケートの
全ての項目および総合評価でも非常に良好な結果が得られ（グラフ1）、クロベタゾン酪酸エステル0.025%
軟膏との比較で同等以上の効果があったと答えた母親が75.6%であったが（グラフ2）、これらの事は軽症
の湿疹・皮膚炎に対してはあまり副作用の心配のないサクラン銀軟膏が第一選択薬になりうる可能性が
示唆された。

・銀イオンは金属イオンの中でも最も抗菌作用が強く（*7）、細菌ばかりでなく真菌やウイルスにも効果があ
り、かつ耐性菌の心配がほとんどないため、サクラン銀軟膏は尋常性座瘡及び座瘡様発疹には勿論、
Photo1の様な二次感染を疑わせる皮膚炎、あるいはその他の皮膚感染症にも非常に有用な外用剤と考
えられる。

・サクランは、その抗炎症作用（*3,4,5）により炎症を抑えつつ、強力なバリア機能は創部のウェット環境の維
持が期待でき、銀イオンは創部の感染抑制が可能な事などを考えると、サクラン銀軟膏は熱傷や外傷に
も非常に有用な外用剤の一つと考えられる。



サクラン銀軟膏の臨床試用における有用性の検討２
−サクラン銀軟膏とそれに水素水を配合した軟膏との比較−

稲葉葉一 アトピアクリニック（熊本県菊池郡）

岡島麻衣子 北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科



はじめに

・演者らは、第１１５回日本皮膚科学会総会にてサクラン及び銀イオ
ン水配合ワセリン（略称：サクラン銀軟膏）の臨床試用に関する有用
性の検証を行い、非常に良好な結果が得られた事を報告した。

・今回はそれに強力な抗酸化物質である水素をナノバブルの形で配
合する事により、両者での臨床効果の違いを比較検討した。



水素について

• 水素は生体に有害な活性酸素と反応してそれを除去できる事は周知の事実である。
• 水素は通常１気圧の基では1.57PPM以上溶解しないため、加圧により水素を1.57PPM以上溶解

させても、常圧に戻った瞬間ほとんどの水素が抜け出てしまうため1.57PPM以上溶解することは
ない。

• この水に溶解している水素も比較的短時間（通常数分）で抜け出てしまうため、長期保存は不
可能であり、他の用途に用いる事ができなかった。

• 今回用いた水素水は、（株）○○○が独自に開発したナノバブル方式にて浮力を持たないまで
にナノ化した水素ガスの泡が、水分子間に取り込まれた状態で推定10,000PPM以上存在すると
考えられている。

• 今回の実験で溶解限度の1.57PPMを遙かに超えた25PPM以上の濃度（図２左）であった事は、
上記の傍証であると言える。

• この水素水は作成後常温下で１年経過しても、常時1.57PPM前後の値を維持している（図２右）。



図２．水素水中の水素濃度測定結果



治験対象と方法

• 対象：乳児湿疹、オムツ皮膚炎及び乳幼児アトピー性皮膚炎の１歳から３歳までの乳幼児

・サクラン銀軟膏の対象者（平均年齢１歳０ヶ月、男児４３名、女児３７名の計８０症例）

・水素配合サクラン銀軟膏の対象者（平均年齢１歳３ヶ月、男児３３名、女児３６名の計６９症例）

・合併症：アレルギー性鼻炎などアレルギー性疾患以外の合併症なし

• 方法：サクラン銀軟膏及び水素配合サクラン銀軟膏を患児の観察部位の皮疹に１日２回単純塗布させ、
治療開始から１ヶ月間での有効性を患児の母親のアンケートを通して検討した。

• 軟膏の組成

・サクラン銀軟膏：ワセリン、サクラン○○％、銀イオン○○PPM

・水素配合サクラン銀軟膏：ワセリン、サクラン○○％、銀イオン○○PPM、水素1.57PPM（実測値、推定実
濃度200ppm)
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グラフ１a．サクラン銀軟膏試用後アンケート結果及び総合評価

N＝８０

８７．０％

８３．７％

８９．９％
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総合評価

著効

非常に有効

有効

やや有効

不変

悪化

有効以上 ８３．８％

著 効： グラフ１の３項目とも非常に効果あり
非常に有効： ３項目で効果あり以上
有 効： 効果あり以上が２項目
やや有効： 効果あり以上が１項目
不 変： 全ての項目で不変
悪 化： １項目でも悪化がある
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グラフ２a．水素サクラン銀軟膏試用後アンケート結果及び総合評価

N＝６９

９４．３％

８６．６％

９４．２％

17.4 71.0 4.3 4.33.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総合評価
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非常に有効

有効

やや有効

不変
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有効以上 ８８．４％

著 効： グラフ１の３項目とも非常に効果あり
非常に有効： ３項目で効果あり以上
有 効： 効果あり以上が２項目
やや有効： 効果あり以上が１項目
不 変： 全ての項目で不変
悪 化： １項目でも悪化がある



グラフ１b．サクラン銀軟膏とクロベタゾン酪酸エステル０．０２５％軟膏との効果の比較

20.5 55.1 23.1 1.3
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ステロイドとの比較
強い
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弱い

効果なし

クロベタゾン酪酸エステル０．０２５％軟膏と同等以上の効果があった：７５．６％

N＝８０

強さ 製剤名

Ⅰ群
Strongest

プロピオン酸クロベタゾール
酢酸ジフロラゾン
ジフロラゾン酢酸エステルなど

Ⅱ群
Very strong

ジフルプレドナート
ジプロピオン酸ベタメタゾン
酪酸プロピオン酸ベタメタゾンなど

Ⅲ群
Strong

プロピオン酸デキサメタゾン
吉草酸デキサメサゾン
ベクロメタゾンプロピオン酸エステルなど

Ⅳ群
Medium

プロピオン酸アルクロメタゾン

酪酸クロベタゾン
酪酸ヒドロコルチゾンなど

Ⅳ群＞サクラン銀
軟膏≧Ⅴ群

サクラン及び銀イオン配合ワセリン

Ⅴ群
Weak

酢酸デキサメタゾン
酢酸プレドニゾロン
ヒドロコルチゾンクロタミトンなど

表１．演者らが推測するステロイド外用剤と比較した
サクラン銀軟膏の強さランク

被験者による試用後のアンケート結果

＊クロベタゾン酪酸エステル０．０２５％軟膏は、原軟膏をなんこう練太郎（ＮＲ‐５００）にてワセリンで２分の１に薄め
た。



グラフ２b．水素サクラン銀軟膏とクロベタゾン酪酸エステル０．０２５％軟膏との効果の比較
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クロベタゾン酪酸エステル０．０２５％軟膏と同等以上の効果があった：８０．０％

N＝６９被験者による試用後のアンケート結果



結果

・水素を配合していない軟膏と水素配合軟膏を臨床効果で比較した場合、オムツかぶれ、掻き傷・ブツブ
ツ、赤みや湿疹、及び総合効果全ての項目において、水素配合軟膏の方が良好な結果が得られた。（非
常に効果あり及び効果ありと答えた人の総数が多く、逆に効果が無かったと答えた人が少なかった。）
（グラフ１a、２a）

・クロベタゾン酪酸エステル0.025％軟膏との比較でも、水素配合軟膏の方が同等以上の効果があったと
答えた方が多く、かつ無効例が無かった。（グラフ１b、２b）

・全症例において今回試用した軟膏に起因すると思われる皮膚刺激感や接触皮膚炎などの副作用は認
められなかった。



考察

・サクラン銀軟膏自体の作用機序としては、①サクランの強力な保湿作用により、皮膚のバリア機能を高
め外からの刺激を遮断し、かつ合わせ持つ抗炎症効果により皮膚における炎症を抑える（*３〜５）、②銀イ
オンが湿疹部位での常在菌の過剰増殖を抑える事により、パルミチン酸・ステアリン酸・オレイン酸など皮
膚刺激物の産生が抑えられ、結果的に抗炎症効果が発揮されるなどにより、最終的に湿疹病変を軽快さ
せ得ると演者らは考えた。

・水素を配合していない軟膏と水素配合軟膏との比較では、オムツかぶれ、掻き傷・ブツブツ、赤みや湿
疹、及び総合効果全ての項目において、水素配合軟膏の方が良好な結果が得られたのは、一條等が報
告している「炎症・アレルギー反応を活性化する活性酸素」（*7）に対して水素がスカベンジャーとして働き、
その結果抗炎症作用が発揮されたと推測できる。

・クロベタゾン酪酸エステル0.025％軟膏との比較で、水素配合軟膏の方が結果が良かったのは、これも
上記の水素の抗炎症効果による結果と推測される。

・水素を軟膏に配合した結果、期待通りサクラン銀軟膏の効果がアップしたことは非常に興味深く、今後
外用剤への応用が期待出来ると考えた。
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