
プラセンタ（胎盤）とは
現代ほど科学技術の進歩が著しい時代はありません。医学の分野では、新しい治療法や

医薬品が続々と登場し、現代医学が「万能の医学」となる日も遠くないと考えられた時代もあ

りました。

ところが、現代医学でも治せない難治の病気が数多くあるのです。更年期障害・Ｃ型肝炎・

アトピー性皮膚炎・ぜんそく・めまい・耳鳴りなどのように、治療の決め手のない病気がまだ

山積みになっています。そんな時代だからこそ、難治の病気を見事に改善に導く救世主とし

て、「プラセンタ」の薬効に大きな期待が寄せられてい

るのかもしれません。プラセンタとは、哺乳動物の「胎

盤」を指す言葉で、一般に人間や豚や馬の胎盤から抽

出されたエキスのこともプラセンタと呼ばれます。ちな

みに、人間の胎盤エキスは注射薬、豚や馬の胎盤エキ

スは内服薬や健康食品、化粧品に利用されています。

胎児が母親の体内にいる間、胎盤は、胎児と母親とを結んで胎児の生命を維持し、その成

長を促すという極めて重要な働きを担っています。わずか 10 ヵ月でたった 1個の受精卵を約

3 キロの赤ん坊に育て上げることができるのは、胎児の発育に必要なあらゆる栄養と豊富な

生理活性物質（体の働きを活発にする物質）が、胎盤に含まれているからにほかなりません。

そのことからもわかるように、プラセンタは薬効の宝庫なのです。 プラセンタは、哺乳動物の

胎盤のこと。胎盤は妊娠中に作られる円盤状の臓器で、胎児と母親とを結んで胎児の生命

を維持し、成長を促す。プラセンタには、ホルモン分泌・免疫機能・解毒作用などを担い組織

の再生を助ける「細胞増殖因子」を産生するという希有な働きが認められ、現代医学が手こ

ずる難治の病気を治す特効薬として、今、大きな期待を集めている。

クレオパトラやヒポクラテスも愛用していた
まさに神秘の臓器ともいえるプラセンタの薬効はすでに紀元前から重用され、医学の父と

される古代ギリシアのヒポクラテスは医療に用い、エジプトのクレオパトラも若さと美貌を保つ

ために愛用したといわれています。中国でもプラセンタは、「紫河車」という漢方薬として古く

から珍重されてきました。プラセンタの薬効が近代医学に応用されたのは、1930 年代の旧ソ

連（ロシア）が最初でした。Ｖ,Ｐ,フイラトフ博士が熱心に研究を行い、その成果は戦後まもな

いころ日本にもたらされました。当時、プラセンタの研究の第一人者であった稗田憲太郎博

士は、久留米大学病理学研究室で教授と医学部長を兼任しながら研究に取り組み、プラセ

ンタの薬効の秘密は「組織の再生」を促すことにあるとの結論に達しました。今でこそ「再生

医療」は現代医学の最先端をいく研究テーマですが、稗田博士は1950年代からすでに、プラ

センタにその可能性を見いだしていたわけです。

難病を改善に導く
プラセンタが日本で医薬品の承認を受けたのはほぼ半世紀も前のことですが、その真価

が広く知られるようになったのはつい最近のことです。現代医学が手こずる難治の病気を治

す特効薬として、プラセンタの薬効が多くの医師によって再評価されはじめたからです。文献

で調べてみると、プラセンタは安全性が極めて高く問題となるような副作用の心配がない反

面、多岐に及ぶ強力な薬効が期待できることがわかりました。そこで、研究を始め、安全性を



確かめたうえで患者さんの治療に取り入れてみると、予想以上に顕著な効果が現れました。

肩こり・腰痛・生理痛などの不快症状から冒頭で述べた難治の病気にいたるまで、プラセンタ

はこれらを改善に導く、まさに八面六 臂のめざましい大活躍を見せたのです。

これからの医療は何をすべきか
プラセンタをよく知ってもらえれば、その答えはおのずとわかってくると思います。プラセンタ

は、それくらい大きなパワーを秘めているのです。

プラセンタにはホルモン調整・免疫強化など薬効が 20 もあるが

副作用はなく、医師も続々活用！

アミノ酸・ビタミン・ミネラル等有用成分の宝庫
◆プラセンタの 20 種の薬理作用◆

① 基礎代謝向上作用

② 細胞活性化作用

③ 呼吸促進作用

④ 血行促進作用

⑤ 造血作用

⑥ 疲労回復作用

⑦ 血圧調節作用

⑧ 自律神経調節作用

⑨ ホルモン調整作用

⑩ 免疫強化作用

⑪ 活性酸素除去作用

⑫ 抗突然変異作用

⑬ 創傷回復促進作用

⑭ 抗炎症作用

⑮ 抗アレルギー作用

⑯ 体質改善作用

⑰ 強肝・解毒作用

⑱ 妊婦の乳汁分泌促進作用

⑲ 食欲増進作用

⑳ 精神安定作用

前の記事で紹介した、胎盤エキス「プラセンタ」は、現代医学が手こずる難治の病気や不快

症状に対して、想像を絶するすばらしい薬効を示すことがしばしばあります。その薬効の秘密

は、胎盤の働きを考えればよくわかるでしょう。

卵子と精子が出合うと受精卵が生まれ、それはやがて子宮内壁に着床します。すると、無

数の絨毛を出し、母体の子宮内壁と結合して、円盤状の臓器を作ります。これが胎盤です。

人間の場合、わずか直径 0.1 ミリの受精卵が 10 ヵ月後には重さ約 3 キロ体長約 50 センチ

の胎児に成長することになります。その間、胎盤は、胎児に酸素と栄養を補給するだけでなく、

肺・肝臓・腎臓の働きを担ったり、ホルモンを作ったり、免疫力（病気から体を守る力）を強化

したりして、胎児にとって「万能の臓器」ともいうべき活躍をします。そのため、胎盤には胎児

の発育に必要なさまざまな栄養と生理活性物質（体の働きを活発にする物質）が豊富に含ま

れているのです。

胎盤にはどんな成分が含まれているのか、具体的に見てみましよう。まず、たんぱく質・脂

質・糖質の三大栄養素です。そして、ロイシン、リジン、バリン、スレオニン、イソロイシンなど

の必須アミノ酸（体内で合成できないたんぱく質の構成成分）のほか、グリシン、アラニン、ア



ルギニンなど、十数種類のアミノ酸が含まれています。 また、ビタミン B1・B2・Ｃ・Ｄ・Ｅ・ナイ

アシンなどのビタミン類のほか、カルシウム、カリウム、リン、マグネシウム、亜鉛、鉄などの

ミネラル（無機栄養素）類が豊富なうえに、アルカリホスフ ァターゼ、酸性ホスフアターゼ、ヒ

アルロニダーゼなど、少なくとも 100 種類を超える酵素（体内の化学反応を助ける物質）が含

まれていることも確認されています。

それに加え、全身の働きを正常に保つ、特有の生理活性物質が多数含まれていることもわ

かっています。例えば、胎盤でできる特殊なたんぱく質に、ガンの転移を抑える顕著な働きの

あることが、製薬メーカーによって 2001 年に発表されています。最近では、秋田大学医学部

の研究で、血液凝固を強力に阻止する画期的な物質として、カルホビンシンという成分も胎

盤から発見されています。

現在わかっているプラセンタの 20 の薬効
これまでの研究で、胎盤には表のように20もの薬理作用のあることがわかっています。これ

だけたくさんの薬効を持つ薬は、プラセンタ以外には存在しません。プラセンタが難治の病気

退治の救世主と見なされるのも、この幅広い薬効によるものです。

プラセンタ療法で難病に有用な第一は「更年期障害」で、不快症状が解消し、月経の再開

例もある。

今までのホルモン補充療法の問題点
女性の多くは、50 歳前後の閉経の時期になると、ホットフラツシユ （顔がカーッと熱く聯㈹

る症状）,のぼせ,発汗,動悸,不眠,めまい,冷え,イライラ,ウツ症状といった心身の不調に悩まさ

れるようになります。これが 更年期障害です。

女性ホルモンの分泌の減少に伴って起こるこのような更年期障害に対して、婦人科では今、

女性ホルモン（エストロゲンとプロゲステロン）を内服や注射で補う「ホルモン補充療法」を受

ける人が増えています。しかし 、これについて異論を持っています。

更年期は、女性ホルモンの分泌が停止へ向かうとともに、副腎などの働きで新しいホルモ

ンバランスが作られていく大切な時期でもあります。にもかかわらず、自然の営みに逆らい

「足りないなら外から補えばいい」とばかりに女性ホルモンを安易に補うことは、不自然だと考

えています。このように無理な治療を行えば、新たな病気が発生する可能性も出てきます。

実際に、米国や英国での大規模調査では、ホルモン補充療法によって、乳ガンや心臓病、脳

卒中のリスクが高まるという報告があります。

また、更年期に現れるウツ症状やイライラ、不眠などの治療のために、精神安定剤や睡眠

薬が長期間用いられることも珍しくありません。これも、体にいいことは何一つないのです。

更年期障害は、つらいとはいえ、命にかかわる病気ではありません。そうした病気に対し、危

険性が高い薬を第一選択肢として使うことに、違和感を覚えずにはいられません。

女性ホルモンが増え、不快症状が大幅に軽減
更年期障害の治療の第一選択肢として理想的なのは、副作用がなく、それでいて効果の

大きい薬であるべきです。その薬として 第一におすすめしたいのが、「プラセンタ」、または

漢方薬です。特にプラセンタには、更年期の不快症状を、副作用がほとんどなく強力に軽減

させる薬効があるのです。 例えば、こんな例がありました。53 歳の女性の場合は、ホットフ

ラッシュと多汗で夜も眠れず、ひどい肩こりとイライラに悩まされていました。そこで、プラセン



タの注射を週に 1 回、三ヵ月間続けた結果、不快症状がほとんど気にならなくなりました。し

かも、血液検査で血中エストロゲンの濃度が高くなったことも確認され、精神的にも落ち着い

て不眠も起こらなくなったのです。

このように、プラセンタには体の働きを若々しく健康な方向に導く顕著な働きがあり、閉経ま

もない女性では、血中エストロゲンの増加する例が多く見られ、止まっていた月経が再開す

ることも珍しくありません。

それどころか、更年期の不快症状が緩和されるのに伴って肌が美しくなり、同時に疲れにく

くなって心身ともに若々しく快活になったことを実感する女性が 大勢います。そのため、多く

の患者さんが、更年期障害が改善されたあとも、健康維持とアンチエイジング（抗老化）のた

めに、プラセンタ療法を続けて受けています。

プラセンタ療法の受け方
プラセンタは現在、注射薬や内服薬、健康食品（粒食品・ドリンク）、化粧品などで利用でき

ます。このうち、医師のみが使えるのは注射薬で、更年期障害に対しては保険が適用されま

す。確かに注射薬には速効性があるのですが、医療機関に通院が難しい場合、更年期障害

の緩和には内服薬や健康食品の利用をおすすめします。その際、1 日にプラセンタエキス

1000mg 以上を目安に補うようにするといいでしょう。

更年期障害の緩和はプラセンタの健康食品でも良い

「アトピー性皮膚炎」「ぜんそく」等長年悩み、苦労した重症例でも数ヶ月で回復する人が多

い。

二重三重の働きでアレルギーを抑制
アトピー性皮膚炎やぜんそくなどの難治のアレルギー病で悩む人が急増しています。こう

したアレルギー病にも「プラセンタ」はとてもよく効きます。

アトピーやぜんそくは、体内に侵入した異物を処理する白血球の働き（抗原抗体反応）が、

なんらかの原因で過剰になって正常な細胞 を攻撃するようになり、皮膚や気管支で炎症が

起こる病気です。

現代医学では、ステロイド剤を使って炎症を強引に止める治療法が中心ですが、そのこと

がかえってアレルギー病の治療を難しくしているという指摘もあります。また、ステロイド剤は

副作用も懸念されています。

その点、プラセンタには問題となるような副作用がなく、抗炎症作用のほか、抗アレルギー

作用、活性酸素除去作用、自律神経調節作用、細胞活性化作用、血行促進作用が備わっ

ていることがわかっています。そのため、プラセンタは、二重三重の働きで白血球の働きを正

常にし、炎症を促進させる活性酸素も除去することで、アトピーやぜんそくを無理なく改善に

導くのだと考えられています。

そして、それらを可能にしているのが、プラセンタに含まれる各種の免疫抑制物質（具体的

には、妊娠初期因子、ビタミンＤ、オメガ３系多価不飽和脂肪酸、 ガングリオシド、コンドロイ

チン硫酸、グルコサミンなど）が複合的に働く結果、アレルギー反応や炎症反応が絶妙に抑

えられるというわけです。

わずか３ヶ月でアトピーがきれいに



実際に、プラセンタ療法によってアトピーやぜんそくがよくなった人が数多くいます。例えば、

30年近く全身のアトピーに悩まされてきた43歳の女性は、プラセンタ注射を週2回、3ヵ月間

続けて受けたところ、肌が全体にしっとりし、アトピーに特徴的な皮膚の乾燥と色素沈着がか

なり改善されました。また、重症のぜんそくの発作がプラセンタによって著しく減少した例もあ

ります。

これは、プラセンタによる治療を積極的に行っている医師の話ですが、70 歳の女性はステ

ロイド内服薬を長い間飲んでいても頻繁にぜんそくの発作が起こって、ステロイドの吸入や

点滴をたびたび受けていました。

ところが、週 1 回のプラセンタの注射を受けはじめてまもなくカゼを引きにくくなり、ぜんそく

の発作の回数も減って症状が大幅に軽減したといいます。そして、ステロイド内服薬の量も

減らすことができたのです。 なお、アトピーやぜんそくの改善を目的としてプラセンタを用い

る場合、重症の人は週に2回の注射が最適ですが、軽症であればプラセンタの健康食品（粒

食品やドリンク）で効果が出ます。

［耳鳴り]［めまい]で、立っていられないほど重症のメニエール病

のめまいも消失
多くの中高年男女が悩む耳鳴りやめまいは、内耳の異常や更年期障害、ウツ病、脳の病

気など、さまざまな原因で起こるため治療が非常にやっかいです。

みなさんの中にも、病院を何ヵ所も回ったのに耳鳴りやめまいがなかなか改善されない、と

悩んでいる人も多いでしょう。

そうした人にぜひあきらめずに試してほしいのが「プラセンタ」です。プラセンタを用いると、

専門医もさじを投げたほど重症の耳鳴りやめまいが、不思議と劇的なまでに改善する例が多

いのです。

例えば、ある有名な作曲家（68 歳)が耳鳴りを訴えて来院しました。この人はいつもヘッドホ

ンを耳につけて仕事をしているせいか、音を感じる内耳の老化が早く、長年、耳鳴りに悩まさ

れてきたそうです。

本人の話によれば、いくつもの総合病院や耳鼻科で治療を受けてもよくならないので、最後

の手段としてプラセンタ療法を試してみたいとのことでした。

そこで、週に2回の注射を3週間ほど続けたところ、耳鳴りがほとんど気にならないくらい軽

くなったといって、大変喜んでいたのが印象的でした。

激しいめまいに
耳鳴りとめまい、さらに難聴などの症状が同時に起こるメニエール病は、治療が特にやっ

かいですが、この病気にもプラセンタがよく効く例があります。

これは、重度のメニエール病に悩む52歳の男性の患者さんがいたそうです。この男性のめ

まいはメニエール病特有の回転性のもので、症状が現れると立っていられないほど周囲がグ

ルグル回るというひどいものでした。命の危険を感じて、何度か救急車を呼んだこともあった

そうです。

他院で投薬治療を受けていましたがいっこうに改善せず、プラセンタ療法を実施しているク

リニックを訪ねてきたわけです。そこで、週に 1回、プラセンタの注射を行い、それを 1年続け

たところ、めまいが全く起こらなくなったというのです。この男性の場合、耳鳴りは思うように



改善されませんでしたが、やっかいなめまいが皆無になって、プラセンタの効果に満足してい

るそうです。

なお、めまいや耳鳴りの改善が目的の場合は、プラセンタの注射を受けることをおすすめし

ますが、日常生活に支障をきたさない程度であれば健康食品で補うのがいいでしよう。また、

めまいや耳鳴りには、脳腫瘍などの重大な病気が隠れている恐れもあるので、事前に耳鼻

科で原因を調べてもらうことも重要です。

腰痛・ひざ痛・肩こりなど［関節痛]で、難治の坐骨神経痛や椎間

板ヘルニアも大幅改善
つい2ヵ月前のことです。急に原因不明の坐骨神経痛に襲われて、激痛で片方の足がうま

く動かせず、歩くのもままならない状態になってしまいました。

背部から下肢にかけて痛みが走り、足の第一指、第二指までしびれが出て、指の感覚が全

くなくなってしまうほどの重症でした。明らかに坐骨神経の一部が損傷されて起こった症状で、

整形外科に行けば手術をすすめられたかもしれません。そして、診察室に入るとすぐに、「プ

ラセンタ」の注射をしました。これを一週間毎日続けた結果、痛みは徐々に薄れ、二ヵ月後に

は普通に歩けるようになりました。実際の治療経験からも、腰痛・ひざ痛・肩こりなどの関節

の痛みに対し、プラセンタは非常に有効なことがわかっています。椎間板ヘルニアの場合で

も、神経を圧迫している椎間板をもとには戻せませんが、プラセンタで椎間板のまわりの組織

を若返らせて痛みを和らげることは可能です。そして回復を早め、ヘルニアになりにくい体を

つくることができます。

重症なら注射、軽症なら健康食品が最適
プラセンタがなぜ関節痛に有効なのか・・・それは、プラセンタに、細胞を活性化したり、血

流を促したり、炎症を抑えたりする働きがあるためだと考えられます。

とはいえ、関節痛の治療はひとすじ縄ではいかず、プラセンタだけ補っていれば治るという

簡単なものではありません。関節痛を治すためには、やはり関節をよく動かして周囲の筋肉

を強化したり、患部を温めて血流をよくしたりする努力がどうしても必要です。そのうえでプラ

センタを補えば、驚くような関節痛の改善効果が現れます。

関節痛の解消を目的としてプラセンタを用いるなら、重症の場合は注射が最適ですが、軽

症の場合は健康食品（カプセル）でプラセンタエキスを毎日継続して補うのがいいでしょう。そ

うすれば、注射並みの好結果が出てきます。

その際、関節痛によく効くとして有名なコンドロイチンの健康食品とプラセンタとを併用する

と、効果がより早く確実に現れる例が多いので、ぜひお試しください。

［シミ]［シワ]で、健康食品をとるだけで肌に張りと潤いか増し見

た目がすごく若返る。美容と健康、若さや美しさを求めて歴史上

の美女も愛用
「プラセンタ」の大きな特徴は、難治の病気や不快な症状を改善させるだけでなく、皮膚を

美しくきれいにしたり、体全体を若返らせたりすることにあります。そのため、プラセンタで内

科の病気の治療をしているうちに、シミやシワが消えたり、肌に張りと潤いが出てきたり、肌

の美白効果が得られたりする例が多々あります。もともとプラセンタは、古代から肌の美しさ



を保つ妙薬として使われてきました。美女として名高いクレオパトラや、フランス革命で処刑さ

れた王妃、マリー・アントワネットも、若さと美しさを保つためにプラセンタを愛用していたとい

います。

細胞の増殖を促す成長因子の宝庫
しかし、こうしたプラセンタの美肌効果の秘密がわかってきたのは、つい最近のことです。

すでに述べたように胎盤は、わずか 1 個の受精卵を子宮の中で 1 人の人間にまで成長させ

る、驚異的なパワーを秘めた臓器です。これは、人間に限らず、すべての哺乳動物の胎盤に

当てはまるパワーです。

この胎盤から得られたプラセンタには、肌を美しくしたり、傷んだ肌を修復したり、体を若若

しく保ったりする栄養や生理活性物質が凝縮されています。 例えばプラセンタには、わずか

な量で細胞の分裂・増殖を促す成長因子という物質が多数含まれています。成長因子には、

神経を成長させたり、血管を新生させたりするといったぐあいに多様な働きをするものもあり、

今、医学会で脚光を浴びている物質です。プラセンタには、この成長因子が皮膚の増殖にか

かわる因子をはじめ 10 種類以上も含まれているのです。

プラセンタが美肌効果を発揮するしくみは、次のように考えられています。まず、プラセンタ

に含まれる成長因子によって細胞が活気づき、皮膚の血流がよくなり、新陳代謝（古いものと

新しいものの入れ替わり）が活発になります。 その結果、シミの原因になる黒褐色のメラニ

ン色素の沈着が防げ、肌の表面の表皮からメラニン色素の排出が促されて、肌が白くなって

いきます。

次に、表皮の下には、真皮という肌の張りや潤いを保っている層があります。ここにあるコ

ラーゲンやヒアルロン酸、エラスチンなどの成分が古くなってしまうと、肌は弾力を失いシワや

タルミが生じたり、カサカサになったりします。

プラセンタに含まれる栄養素や成長因子は、これらの成分を強く活性化し、その合成を促し

てシワやタルミを防いだり、肌に潤いを与えたりするのです。

また、シミやシワを作るそもそもの犯人は、活性酸素（攻撃力の強い酸素）であることもよく

知られています。日光に含まれる紫外線が肌に当たると、活性酸素が大量に作られ、それが

メラニン色素を増やしたり、コラーゲンなどを破壊したりするわけです。

その点ですばらしいのは、プラセンタには、活性酸素を消去するＳＯＤ（スーパーオキシドデ

イスムターゼ）をはじめとする酵素（体内の化学反応を助ける物質）や、過酸化脂質を減らし

てコラーゲンの合成を促すＳＡ スーパーアクティブアミノ酸（複合保湿成分）、ビタミンＣ・Ｅが

含まれていることです。このように、肌を美しくする多様な成分が豊富に含まれているプラセ

ンタは、化粧品としての利用価値が非常に高く、内服薬や健康食品以外にも 多くの化粧品

が市販され大変な人気を博しています。

23 歳の女性は、肌に突然 4 センチほどの大きなシミができて困っていました。これくらい大き

くなると、化粧品で隠すのも大変です。そこで、プラセンタの注射と化粧品を試したところ、わ

ずか 1 週間でシミが薄くなり、2 週間後にはほとんど目立たないくらいに小さくなって、やがて

跡形もなく消えてしまいました。すべてのシミが消えるわけではありませんが、できてまもない

ものならかなり効果が期待できます。

プラセンタは、美肌効果が現れやすいので、シミやシワを解消したり、肌の張りや潤いを取

り戻したりするのが目的なら、健康食品や化粧品を選んで長く使いつづけるのが最も効果的

です。そうすれば、いつまでも美しくて若々しい肌が保てるはずです。



うつのお悩み

うつの原因

一般的に精神的ストレスにより、セロトニンやノルアドレナリンなどの脳内神経伝達物質の働

きが悪くなることが原因といわれております。

プラセンタによる薬効

プラセンタの自律神経調整作用によりセロトニンの分泌を助け、内分泌調整作用により、ノル

アドレナリンなどのホルモンバランスを調整します。

肝機能のお悩み

肝機能障害の原因

肝臓病の原因はウィルス、アルコール、遺伝、薬剤などによって肝臓がダメージをうけてしま

うことです。

プラセンタによる薬効

プラセンタに含まれるＨＧＦ（肝細胞増殖因子）によって肝臓の再生に力を発揮します。肝炎

などでインターフェロンを受けている患者さんの副作用を軽減してくれたり、インターフェロン

の効果を高めてくれたりするとの報告もあります。

更年期障害のお悩み

更年期障害の原因

ホルモンの分泌が低下することにより、ホルモンバランスが乱れてしまい自律神経の調整が

うまくいかなくなる事が原因だといわれております。

プラセンタによる薬効

プラセンタには内分泌調整作用があり、ホルモンバランスを調整する事と、自律神経調整作

用によって乱れてしまった自律神経を調整してくれるといわれております。

冷え性のお悩み

冷え性の原因

食生活の乱れ、ストレスなどにより血行不良が起きてしまい、毛細血管まで血液が行き届か

なくなったり、気温の変化によって毛細血管が縮んだままになってしまうことが原因だといわ

れております。

プラセンタによる薬効
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プラセンタの血行促進・造血作用により血流の改善を促したり、毛細血管を新しくつくってくれ

る事で体の隅々まで血液をおくってくれる冷えの改善につながるといわれております。プラセ

ンタの一番分かりやすい体感は体が温かくなる事だと説明する医者が多いです。

アレルギー・アトピーのお悩み

アレルギー・アトピーの原因

アトピー性皮膚炎、花粉症、気管支喘息など多くは外部からの異物（抗原）に対して自分の

免疫が異常に反応してしまうことが原因といわれております。

プラセンタによる薬効

多くのクリニックではアレルギー患者にプラセンタ療法を行っております。

プラセンタの調整作用により異常反応を起こした免疫を調整し反応を抑えます。

又、アレルギーの治療でよく使われるステロイドなどの副腎皮質ホルモン（本来は自分の体

で作られるホルモン）は与えられると体が怠けて作られなくなってしまうが、プラセンタによっ

て自分の体で副腎皮質ホルモンを作れるようにするといわれております。

シミ・そばかすのお悩み

しみ・そばかすの原因

紫外線に当たると、メラニンの製造元である色素細胞のメラノサイトが活性化し、メラニンを過

剰に生成し始めます。 健康な肌では、メラニンはやがて表皮へと押し上げられて、角質とな

り自然に剥がれ落ちますが、 紫外線ダメージで弱った肌やターンオーバーのみだれなどで

肌内部にとどまってしまったメラニンが、シミやそばかすの原因となります。

プラセンタによる薬効



これ以上メラニンを作らないためにも、年間を通して UVケアを徹底し、少しの外出でも UVケ

アを使用しましょう。 特に、シミやそばかすを作りにくくするホワイトニング効果のあるスキン

ケアを使用し、代謝を助けるマッサージをすると良いでしょう。

乾燥シワ・乾燥肌のお悩み

皮丘が平らになり、皮溝もはっきりしていません。キメも乱れて片流れしてしまいます。かさつ

いて荒れやすく、キメが平坦になっています。水分も皮脂も不足し、肌荒れを起こしやすくなり

ます。

乾燥しわ・乾燥肌の状態

角質層には、10～20％の水分が含まれていると言われています。 この水分を逃がさないよ

うに角質細胞が水分をたっぷりと含んでいます。 しかし肌を保護する皮脂膜などがダメージ

を受けると水分が蒸発し、細胞自体がしぼんでしまいます 。やがて角質がめくれ上がり、か

さついてきます。ひどい乾燥になると小じわなどになりやすくなります。

プラセンタによる薬効

乾燥は小じわの大敵です。保湿性の高いアイテムで水分、油分を補ってください。

その際汚れをきちんと落とすことも大切になってきます。 クレンジングや洗顔で汚れやメイク

をきちんと落としましょう。 保湿性の高いトリートメントパックやマスクも効果的です。肌のマッ

サージを行って血行を良くし、皮脂の分泌を促すよう心掛けましょう。



角栓・皮脂・ニキビのお悩み

角栓…余分な皮脂や古くなった角質が固まり、毛穴に詰まっています。空気に触れて酸化す

ると黒くなってきます。ひどくなるとニキビなどに進行します。

ニキビ…皮脂が多く肌がべたついています。余分な皮脂や汚れ、角質が毛孔をふさぎ、ニキ

ビになっています。放っておくとひどくなり、炎症などを起こします。

毛穴のトラブル

気温の上昇やホルモンのバランスにより、皮脂分泌の働きが活発になってくると肌が皮脂で

べたついてきます。 余分な皮脂は大気中の汚れや古くなった角質と混ざり合い、毛穴に詰

まります。 毛穴に詰まった脂質はやがて固まり、落ちにくいものになります。 よくあるのは、

鼻の頭などにボツボツと黒い毛穴が見えているのは毛穴に詰まった脂質が空気に触れて酸

化して黒くなったものです。 更に進行すると外に出ることが出来なくなった皮脂が中で化膿し

炎症を起こしてニキビなどのトラブルへと発展します。

プラセンタによる薬効

固まってしまった皮脂は通常の洗顔だけでは落ちにくいものです。パックやピーリングをしま

しょう。貼ってはがすパックは肌への負担が大きく毛穴が広がり穴が開いてしまうので注意を

しましょう。余分な皮脂を取り除き、肌を清潔に保ちましょう。メーク時に使用するスポンジや

メークブラシは常に清潔に保ちましょう。ビタミン B 群の摂取を心掛け、糖分や脂肪分の多い

ものは控えましょう。

たるみのお悩み



細胞の老化や紫外線の影響などにより、真皮層のコラーゲンとエラスチンの変形や減少、破

壊などが起こり肌に張りがなくなってしまった状態。

たるみの原因

しわやフェイスラインのたるみは、表皮ではなく、表皮を支えている真皮の劣化に原因があり

ます。特に、肌の弾力を形成するコラーゲンやエラスチンは紫外線を多く浴びると元の弾力を

保てなくなります。 他にも、女性ホルモンであるエストロゲンの減少や加齢による細胞の老

化、乾燥などが原因となって、しわやタルミとなります。

肌の水分量をあげるスキンケアを積極的に取り入れましょう。 特にセラミドや NMF成分を補

えるスキンケア商品を選び表情筋を他の筋肉と同様に鍛えることが大切です。

プラセンタサプリメント療法

肝臓が弱っている方、更年期障害やアレルギーでお悩みの方をはじめ、注射が苦手な方や、

お近くにプラセンタ療法を行っているところが無いという方にもおすすめなのが、高品質プラ

センタのサプリメントです。

プラセンタの副作用 注射

プラセンタは基本的に副作用はほとんどないものとされています。 プラセンタを使用した製

品も蛋白質製剤として国の認可が下りています。

アレルギー体質の方は注意を

しかし、注意が必要な点もあります。 アレルギー体質の方や体力が極端に低下している方

がプラセンタを使用すると、稀に異種タンパク質による一過性の拒絶反応（アレルギー）を起

こす場合があります。 症状は肌の痒みや発疹で、このような症状が身体に現れた場合は服

用量を半分程度に減らすなどの対応が必要になります。



プラセンタを使い始めた初期に起こる一過性の反応

この他、女性の場合は生理が早まったり出血量が多くなる、便が柔らかくなるなどの症状が

現れる場合がありますが、 いずれもプラセンタを使い始めた初期に起こる一過性の反応な

ので、使用を続けていれば自然ともとに戻ることがほとんどです。

万が一症状がいつまでたっても改善されない場合は念のため医師に相談してみましょう。

厳密な管理体制のもとで作られています

プラセンタは生物の胎盤を扱うため、製造過程には非常に厳密な管理体制をしいています。

胎盤から栄養素を摂取する際にはその母体が健康体であり、感染症などを患っていないこと

をチェックします。

感染症対策は万全

さらに製造の過程で抗原抗体反応を利用して、製品の中に感染した胎盤エキスが混入して

いないかを調べます。 プラセンタ製品を製造する人にたいしてもしっかりとした感染症対策

を行います。 検査される感染症の項目は、各種バクテリア、B型、C 型肝炎ウィルス、エイズ

ウィルス、狂牛病（BSE）などです。

胎盤の栄養素だけを抽出

胎盤には血液やホルモンが豊富に含まれていますが、製造過程でそれらは全て除去されま

す。 なので、プラセンタエキスはプラセンタの栄養素だけを抽出した製品になっているので

す。

狂牛病との関連も心配ありません

懸念されがちな狂牛病との関連ですが、日本では 2001 年に牛の胎盤を原料として含んでは

いけないという通達が厚生労働省より出されました。 それ以降、牛の胎盤を使用した製品は

日本では使用されなくなったため、問題はありません。 もしも牛の胎盤を原料としていても、

上記のような厳重な管理体制のもとで製造されるため、感染の心配はないと言えるでしょう。

生命を維持するための豊富な栄養素

プラセンタは胎盤から栄養素を抽出して作られます。 胎盤は母体と胎児をつなぐ重要な役

割を果たす器官であるため、生命を維持するための豊富な栄養素が含まれています。 主な

栄養素とその効能は下記の通りです。

アミノ酸

アミノ酸は体の細胞をつくる原料になります。 私たちは普段の生活では、食品に含まれるた

んぱく質からアミノ酸を補っていますが、吸収率が低く、吸収されないまま体外に排出されて

しまうことも多いです。 プラセンタに含まれるアミノ酸は単体から構成されているため、体内

への吸収率がとても良いのです。 プラセンタの美容効果の最大の原因は、このアミノ酸にあ

ると言えるでしょう。 プラセンタ（胎盤）には、20 種類のアミノ酸が含まれ、それが多種多様

のたんぱく質を構成しています。

【ロイシン、リジン、バリン、スレオニン、イソロイシン、グリシン、アラニン、アルギニンなど】



タンパク質

人の身体をつくる重要な栄養素になります。 タンパク質は20種類のアミノ酸が結合して構成

されます。

【アルブミン、グロブリンなど】

脂質・脂肪酸

脂質は、細胞膜、角膜、ホルモンなど、身体の細胞を作る栄養素となります。 また、ビタミン

Ａ・Ｄ・Ｅなどの吸収を助ける作用があります。

【コレステロール、ホスファチジン酸、ラウリン酸、バルミチン酸など】

糖質

細胞の構造を維持し、身体のエネルギー源になるための重要な栄養素です。 特に脳は血

液中のブドウ糖をエネルギー源とするため、欠かすことのできない栄養素になります。

【グルコース、ガラクトース、ショ糖など】

ビタミン

身体の様々な生理機能を調節し、代謝をスムーズにする働きがあります。 生活習慣病を予

防する働きがあり、また体内で作ることができないため、適度な摂取が必要になります。

【ビタミン B1、B2、B6、B12、C、D、E、ナイアシンなど】

ミネラル

血液・体液の調整などさまざまな働きをします。 タンパク質・糖質・脂質・ビタミンと並び、人

体の五大栄養素の一つとされています。

【カルシウム、ナトリウム、カリウム、リン、マグネシウム、亜鉛、鉄など】

核酸

遺伝子の修復や、新陳代謝の調整に働く栄養素です。 アンチエイジングに大きく作用する

栄養素であり、もともと肝臓で合成されますが、20歳を過ぎると少なくなり、40歳を過ぎると急

激に減少するため、これが老化の促進の原因になります。 失われた核酸をプラセンタから

摂取することで、老化予防となるのです。

【DNA、RNA、及び代謝産物】

酵素

酵素は、主に食べ物を消化や分解してくれる物質です。 不足すると生活習慣病の原因にな

ったりします。

【アルカリホスファターゼ、酸性ホスファターゼ、ヒアルロニターゼ、アデノシン三リン酸など

100 種類近くが確認されている】

プラセンタ資料より抜粋


