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シリーズ３ 意外と知られていない︕ 認知症・婦⼈科疾患の漢⽅薬治療   
 
 
はじめに 
  
 東洋医学は、⻄洋医学とはまったく違う観点から形作られてきた医学であるため、⻄洋医学的な考え
⽅で漢⽅薬を⽤いるのには限界がある。現に、⻄洋医学的診断でついた「病名」で漢⽅薬を処⽅して
も、効果が感じられないことが少なくないし、時には副作⽤が出ることもある。病名は同じだとしても、そこ
には冷えやほてり、⾷が太い・細いなど、元から持ち合わせている⼀⼈ひとりの体質が存在し、それを無視
して処⽅された漢⽅薬から⼗分な効果が得られなくても、仕⽅のないことなのである。 
 
 今回の解説書は各漢⽅薬の分類とコンセプトをざっくり確認できる⼿助けになればと思い作成した。 
 まずは、中医学の考え⽅を知っておく必要があるため、簡単に紹介する。 
  
 
漢⽅薬を説明する上で必要な中医学的考え⽅と⽤語 
 
 中医学では体の構成要素を「気・⾎・⽔」と「五臓」であると考える。 
 このすべての構成要素が過不⾜なく⼗分な働きをして、体のバランスをとれている状態が健康である
とする。逆に、気⾎⽔のどれかが不⾜または停滞したり、五臓のどこかが失調したりして、体のバランスが
崩れると病気になると考えるため、これらのバランスの歪みや不⾜を正すことが漢⽅薬の⽬標である。 
  
 
⽤語解説 
 
★気・⾎・⽔・・・⼈間が健康を維持する上で最も重要な要素 
 
気   
・⼼と体を動かすエネルギーのことで、内臓はもちろん⾎液や体液を動かし、新陳代謝を担うなど、体にと
って必須のもの。 
・気の不⾜は、体だけでなく精神の不安定の原因にもなる。 
 
⾎   
・酸素と栄養素を体中に運び、⽼廃物を回収する働きや、⾎液の流れのこと。 
・体を潤す、体を温めるなど、⾎が滞りなく流れることは健康に⽋かせない。 
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⽔   
・胃液や涙や汗などの体液（津液・しんえき）のことで、よどみなく流れることで体を潤し、関節の円滑な
動きや体温調節などを担う。 
 
★五臓・・・中医学では、内臓を【肝】・【⼼（しん）】・【脾】・【肺】・【腎】という 5 つのグループに分けて
考える。この 5 つを、五臓と呼ぶ。現代医学の内臓と同じ名前であるが、解剖的な意味合いだけでな
く、⼈体の働きや機能を 5 つに分類したものでもある。 
五臓は摂り⼊れた栄養素や酸素を、気・⾎・⽔（体を機能させるために必要なもの）に転化し、貯蔵
し、代謝させる。 
五臓は各部位が連動していて、互いの働きを助け合ったり（相⽣）、抑制し合ったり（相克）して、バ
ランスをとっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
肝 
・「気」の流れを通して感情の起伏を調節し、⾃律神経の働きを整えて体全体の機能（内臓機能）を
保つ。 
・⻄洋医学でいう「肝臓」の機能を含み、⾎液の貯蔵や解毒代謝も担う。 
 
⼼ 
・⻄洋医学でいう「⼼臓」の機能を含み、肝に貯蔵された「⾎」が⼼に運ばれ、⼼臓のポンプ機能で体全
体に運ばれる。失調すると、体の「⾎」が不⾜して動悸、息切れなどの病態になる。 
・⼼は「⼼（こころ）」でもあり、精神活動（思考・意思・記憶）をコントロールする働きを持つ。失調す
れば不安・焦燥感が強くなり、記憶⼒や集中⼒の低下などが起きる。 
 
 

⽇本中医薬研究会ホームページより 
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脾 
・消化器系の総称のようなイメージ（脾臓ではない）。⾷事で摂り⼊れた栄養を脾で消化・吸収し、⼼
⾝を動かす「気」を作り出す。 
・「気」は「⾎」や「⽔（津液）」のもととなるため、脾は「気⾎⽔の製造⼯場」ともいえる。 
・ストレスに弱く、湿気や過度の⽔分（冷たい飲⾷物や必要以上の⽔分摂取など）も機能を失調させ
る原因となる。 
 
肺 
・⻄洋医学的な呼吸器としての機能とともに、呼吸で取り⼊れた酸素から「気」を作る働きも担う。 
・⽔分代謝を促す機能や、免疫機能もあるとされる。 
 
腎 
・⾎液を濾過して尿と分離する腎臓・膀胱としての働きを持ち、体内の⽔分代謝に深く関与する。 
・⽣命⼒を蓄える臓腑とされ、幼児期の発育、⻭・⾻・髪・筋⾁の⽣育、または成⼈の⽼化、精⼦や卵
⼦の⽣成、⽣殖能⼒、⽣理機能など、「発育」「成⻑」「⽣殖」に深く関わる。 
 
 
漢⽅薬解説の表記について 
 
★漢⽅薬の性質 
［温］・・・温性。体を温める性質。主に虚弱、冷えが存在する⽅に使⽤できる。 
 
［平］・・・平性。体を温めも冷やしもしない。どのような体質にも使⽤できる。 
 
［涼］・・・涼性。体を冷やす性質。主にほてりや熱が存在する⽅に使⽤できる。 
      ※虚弱な体質でもほてりを訴える⽅もいるので、本⼈の感覚を必ず確認する。 
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（5）漢⽅薬の認知症および周辺症状に対する薬物治療 
 
 我が国では⾼齢化に伴い、認知症が社会的にも⼤きな問題になっている。しかし中医学や漢⽅が成
⽴した時代には、⼈の寿命は短く、⾼齢に伴う認知症が治療対象になることはなかったため、漢⽅製剤
の効能・効果として認知症を⽰す表現は⾒当たらない。 
 しかし近年、認知症およびその周辺症状について漢⽅製剤が応⽤されるケースが増加していきてい
る。特に周辺症状に関しては、攻撃性、興奮、不安などの症状が漢⽅薬で改善できることが多々ある。 
 今回は認知症にける周辺症状を中⼼に、病因を紹介しながら証ごとの漢⽅薬の使い分けについて解
説していく。 
 
【各病態や治療などについて 参照】 

改訂 8 版 薬物治療学（南⼭堂） 
 ・アルツハイマー型認知症 P526〜 
 ・⾎管性認知症  P538〜 
 ・レビー⼩体型認知症  P543〜 
 
認知症の BPSD（⾏動・⼼理症状）とは 
 認知症の症状には、「中核症状」と「周辺症状（BPSD）」の２種類がある。  
 「中核症状」は脳の神経細胞が壊れることによって、直接起こる症状。 
 具体的には、記憶障害、判断⼒低下、問題解決能⼒の低下、実⾏機能障害、⾒当識障害、失
⾏、失認、失語などがある。認知症になれば誰にでも、中核症状が現れる。 
 
 ⼀⽅、周囲の⼈との関わりのなかで起きてくる症状を「BPSD」という。かつて BPSD は、中核症状に
対して「周辺症状」と⾔われてきたが、近年は「BPSD（⾏動・⼼理症状）」という名称が⼀般的になり
つつある。 
 BPSD は「認知症の⾏動と⼼理症状」を表わす英語の「Behavioral and Psychological 
Symptoms of Dementia」の頭⽂字を取ったもの。暴⾔や暴⼒、興奮、抑うつ、不眠、昼夜逆転、
幻覚、妄想、せん妄、徘徊、もの取られ妄想、弄便、失禁などはいずれも BPSD で、その⼈の置かれ
ている環境や、⼈間関係、性格などが影響するため、⼈それぞれ症状の表れ⽅が異なる。 
 介護者が対応に苦慮する多くは、中核症状よりも BPSD である。  
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中医学では３つの臓腑が脳の健康に寄与する 
  
 アルツハイマー型認知症、⾎管性認知症、レビー⼩体型認知症、どのタイプも脳内の器質的な病変
があり、それは不可逆的である。よって漢⽅薬では、⽣じてしまった病変を消すことはできず、認知症の
「発症予防」と「進⾏抑制」、BPSD の「発症予防」と「改善」が主な⽬標となる。 
 中医学においては、『脳機能』『意識』『情志』を司る３つの臓腑が脳機能に寄与すると考え、これらの
臓腑機能を整えることが、認知症の予防や、BPSD の症状改善に⼤きく関わる。 
本項では、この３つの臓腑について解説し、BPSD の症状と患者の⾝体症状を⽬安に、選ぶべき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情緒と関連の深い【肝】 
【肝】は、体の諸機能を調節し、情緒を安定させる働きを持ち、⾃律神経系と関係が深い
臓腑。具体的に、肝は「気（エネルギー）」の流れを司るため、肝が失調すると⾝体の各部へ
のエネルギー供給が途切れ、諸機能が不安定になり、⾃律神経も失調することで情緒も不
安定になると考える。 
〈肝の失調に伴う症状〉 
ストレスによる物忘れ、イライラ、怒りっぽい、憂鬱、胸苦しい、喉の詰まり、ため息が多い、緊
張しやすい、偏頭痛、肩こり、胃痛、お腹の張り、⼝の苦味 など 

精神活動と関連の深い【⼼】 
【⼼】は、「⼼臓」としての「⾎（⾎液）」の循環と、「こころ」としての⼈間の意識や判断、思惟な
どの⼈間らしい⾼次の精神活動をつかさどる臓腑。合理的で分析的な思考、快楽、意欲など
⾼次の神経系と深く関係していると考えられる。 
〈⼼の失調に伴う症状〉 
⼼労や過労などによる物忘れ、疲労感、倦怠感、落ち込みやすい。抑うつ、不安
感、息切れ、めまい、動悸、不眠、顔⾊が⽩いまたは⻩⾊い など 
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漢⽅薬の特性について解説する 
 
BPSD の主な症状を東洋医学の五臓論で紐解く 
 

 
 

 
【肝】と「気の停滞」 
  【肝】は全⾝に「気（エネルギー）」を巡らす役割をしており、気を巡らせることで情緒や理性、⾃律
神経を調節する。その【肝】が失調すると、全⾝に「気」が巡らない状態になる。これを「気滞（きたい）」
という。 
 
・精神運動 

肝は、イメージでいうと、脳内ノルアドレナリン系やセロトニン系のような、「興奮」や「情緒」といった精神
運動を司る。ゆえに肝の失調は怒りや、怒りと悲しみを⾏ったり来たりするような情緒不安定を来す。 
 

・⾃律神経の乱れ 
⾃律神経失調は様々な⾝体症状を引き起こすが、中医学における「気滞」は「気詰まり」と⾔い換え
ることができ、ゲップや腹部膨満感、⽿閉感など、「詰まる」感覚の⾝体症状が出現する。 

 
★気の停滞（気滞）によっておこる認知症・BPSD の症状 
 
［精神的症状］イライラする、怒りやすくなる、憂いや悲しみの感情、情緒不安定、物を投げつける、
暴⾔、せん妄、幻覚、不眠症 など 

易怒感 
多弁 
多動 

過⾷ 
暴⾔ 
暴⼒ 

幻覚 
妄想 
せん妄 

不眠 

不安 
焦燥 
抑うつ 
⼼気 

拒⾷ 
排泄 
トラブル 

異⾷ 
排泄・ 

仮性作業
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［⾝体的症状］ため息が出る、喉の異物感、ゲップ、頭痛、⽿が痛い、⽿鳴り、⽿閉感、過⾷、腹部
にガスがたまる（腹部膨満感）、体側部の痛みや張り、⾷いしばり、⾼⾎圧、動悸 など 
 
★なぜ肝は失調し、気が巡らなくなる︖ 
  
・ストレス 
 （認知症患者においては、病識（⾃分が病気であるという認識）には⽋けるが、漠然と分からないこ

と、できないことが増えていき、⾃分が壊れていくようだという病感は保たれているため、⾔いようのない
ストレスを感じている。他にも⾃分の思いが介護者に伝わりづらくなったり、介護者のストレスを感じたり
という、⼈的あるいは環境的なストレスも要因として考えられる。） 

 
★「肝」を養い、「気の巡り」を改善する漢⽅薬 
 
◎抑肝散 ［平］ 
激しい怒りがある⽅に。 

認知症患者における処⽅率が最も⾼い。 
BPSD で⽣じる強い怒り、興奮などは、【肝】の気滞が⾼じて肝が燃え上がっていると考える。抑肝散

は名前の通り、怒り狂った【肝】を「抑える」処⽅である。 
攻撃性、興奮、敵意をもった妄想や幻覚などに効果を⽰す論⽂が多く存在し、医療機関において

BPSD に使⽤される漢⽅薬の中でも、論⽂などによるエビデンスレベルは⾼い。 
 
◎抑肝散加陳⽪半夏 ［平］ 
激しい怒りと余分な⽔がある⽅に。 

脳機能と関連の深い【腎】 
【腎】は⽣きるために必要なエネルギーである「⽣命エネルギー」を貯蔵し、⼈の成⻑・発育・

⽣殖をつかさどる臓腑である。また、腎臓としての役割を含むため⽔分の排泄・代謝、⾻代

謝も担う。さらに腎は「髄を⽣じ、脳に通じる臓腑」として、脳機能と深く関係しているとされて

いる。 

〈腎の失調に伴う症状〉 

加齢による物忘れ、排尿障害、⽩髪、脱⽑、無⼒感、腰から下のだるさ・冷え、むくみ、腰

の曲がり など 
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抑肝散に「陳⽪」「半夏」という⽣薬を加えた処⽅である。 
陳⽪と半夏は、体内の余剰な「⽔（津液）」をさばく性質をもつ。 
⽔が余剰になるとむくみなどの他に、体が重くだるい、頭重感、多夢、胃もたれ、下痢、肥満など、⽔

が巡らないゆえに、体内のどこかに⽔が貯まるような症状（⽇本漢⽅では“⽔毒”、中医学では“痰湿“と
いう）が出る。 

つまり抑肝散のような精神的興奮が⾒られて、上記のような⽔毒（痰湿）症状を呈する場合に使
⽤する。 
 
※精神的興奮を抑制したいだけなら抑肝散を処⽅すれば間違いないだろうと考えがちだが、それは違

う。 
肝の失調で悪くなった気の巡りにとって、余剰な⽔分はさらなる障害となり、気滞が重症化する原因に
なるため、⽔毒（痰湿）を取りさらわない限り精神的興奮は改善しない。 
ここが病名だけで漢⽅薬を出してはいけない所以である。 

 
柴胡加⻯⾻牡蛎湯 ［やや涼］ 
怒りと驚き、⾃律神経の過緊張がある⽅に。 

抑肝散と同じようにいらだちなどにも使⽤するが、感情⾯だけではなく⾃律神経の緊張がより亢進して
いるような時に使⽤する。 

具体的には四肢末端の冷え、肩こり、安静時・起床時の動悸、⼤きい⾳に驚き動悸がする、⼊眠困
難などである。このような交感神経の過緊張が精神状態や循環器系に波及している場合に⽤いるとよ
い。 
 
◎加味逍遙散 ［涼］ 
怒りと胃腸症状がある⽅に。 

加味逍遙散は、つねにイライラしているというタイプにも良いが、イライラしたり落ち込んだりを繰り返す、
情緒不安定タイプにも良い。怒るときには顔が⾚らむ、⽬が充⾎する、ほてるなどの症状が使⽤⽬標で、
本剤には「牡丹⽪」「⼭梔⼦」という、怒りに伴う熱症状を冷ます⽣薬が配合されている。 

また、過⾷や⾷欲不振、軽度の便秘などの胃腸症状がある⽅にも良い。 
 
 
【⼼】と「⼼⾎不⾜」 
 
 【⼼】は、「⾎（⾎液）」の循環と、⼈間らしい⾼次の精神活動をつかさどる臓腑。ゆえに【⼼】の失
調は循環器系の症状と、精神的症状を呈する。 

⼼は「⾎」を巡らせる機能がありながら、その⼼を滋養するのは「⾎」である。よって⾎の不⾜は⼼を失
調させる。この⼼の⾎虚状態を「⼼⾎虚（しんけっきょ）」という。 
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・循環器系 
 ⼼に⾎が⾏き届かなくなると、動悸や息切れなど、⼼肺症状が引き起こされる。 
 
・精神活動 

中医学において⼼は、脳内ドーパミン系のような、覚醒や快感といったものの他に、感情、思考、意
識、判断など、精神系の働きを統治する場所とされている。 
⼼⾎虚では、⽂字通り“⼼⾎を注いで何かに取り組む”という意欲や集中⼒がなくなり、不安や焦燥
感が起こる。 

  
★⼼⾎不⾜（⼼⾎虚）によっておこる認知症・BPSD の症状 
 
［精神的症状］抑うつ、健忘、不安、焦燥、無表情、不眠、せん妄、幻覚、泣く など 
［⾝体的症状］動悸、息切れ、⽴ちくらみ、顔⾯蒼⽩、顔⾯萎⻩、易疲労感 など 
 
 
★なぜ⼼⾎の不⾜が起こる︖ 
 
・過度の思慮で⼼⾎を消耗する 
 （⼀般的なうつ症状は⼼⾎虚に分類されるが、認知症患者においても初期は病識があるため、記憶

⼒の低下などに喪失感を抱き、悲観的になってしまうことがしばしば⾒られる。） 
 
・ショックな出来事 

（⼼にダメージを受けて⼼⾎虚を来すこともある。例えば配偶者や家族との死別後の抑うつや記憶⼒
の低下は、まさに⼼⾎虚である。配偶者に先⽴たれて認知症を発症するケースは少なくないことが、こ
の証を裏付けている。） 
 

・体内の⾎液不⾜（⾎虚）、消化器の衰え（【脾】が弱い＝脾虚（ひきょ）） 
（貧⾎、⽴ちくらみ、顔⾯蒼⽩、冷え性など、⾎虚状態は⼼⾎虚へとつながりやすい。 
また⾼齢者は加齢により消化器機能（【脾】）が衰え、⾷欲低下、摂⾷量減少により⾎が充⾜して
いない⽅が多いため、⼼⾎虚を誘発しやすい体質である⽅が多い。） 

  
  
★「⼼⾎」を増やす漢⽅薬 
 
◎帰脾湯 ［温］ 
⾝も⼼も弱り、⼼の疲れを訴える⽅に。 
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 思慮が過度になり抑うつ状態であり、⾷欲がなくなり、頻繁に下痢をする⽅に帰脾湯が⽤いられる。⼼
⾎不⾜と消化器機能の低下（脾虚）のどちらも改善し、効率よく精神と体⼒を回復させることができ
る。 
 ⼼⾎不⾜では健忘症状が出現することがある。認知症でなくても「気」や「⾎」が不⾜した状態で頭が
上⼿く働かないことによる健忘症状などに、よく帰脾湯が使⽤される。 
 BPSD においては無感情や抑うつ、不安感などを訴えるケースは多く、それに伴い⾷欲減少や拒⾷な
どの症状も進⾏しやすいため、帰脾湯はもっと応⽤されるべきである。 
  
 
◎加味帰脾湯 ［平］ 
情緒不安定で⾷欲不振などの胃腸症状もある⽅に。 
 帰脾湯に「柴胡」「⼭梔⼦」という⽣薬を加えたのが、加味帰脾湯である。 
 柴胡、⼭梔⼦は【肝】を養い、気の流れを正す役割をもっているため、加味帰脾湯のイメージとしては
加味逍遙散と帰脾湯を合わせたような効果を⽰す。つまり落ち込んだり、イライラしたり、不安がってみた
り、暴⾔を吐いてみたり、とメンタルが落ち着かない⽅には、この⼀剤で対処できる。 
 
◎⽢⻨⼤棗湯 ［平］ 
激しい妄想・せん妄がある⽅に。 

⼼の失調が⾼じて、パニックになったり、泣き叫んだり、てんかん発作のように倒れたりするときにも使⽤
できる。【⼼】を強⼒に和らげる効果がある。 

妄想、せん妄などへの鎮静効果もあるため、他処⽅と併⽤したり、頓服で使⽤するのも良い。 
ただし、⽢草の量が多いので⻑期⼤量投与は望ましくないため、症状が治まったら減量していくのが望

ましい。 
 
 
 
【腎】と「⽣命エネルギー不⾜」 
 
 【腎】は排尿・⽔分代謝に関わるだけでなく、「⽣命エネルギー（「腎精」ともいう）」を蓄え、それを利
⽤して発育、成⻑、⽣殖を促す臓腑である。また腎の機能は⾻・髄・脳へと通じるとされる。ゆえに腎が
衰える「腎虚（じんきょ）」の状態は、⽼化を招き、脳機能の低下を招く。 
 認知症は⽼化による脳機能の低下によって発症するので、⽣命エネルギーを補う漢⽅薬（「補腎薬・
ほじんやく」という）は、どの症状に対しても使⽤するべきである。 
 
 
★⽣命エネルギー不⾜（腎虚）によっておこる認知症・BPSD の症状 
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［精神的症状］意思がしっかり持てない、信念の低下、記憶⼒の低下、頭がぼーっとする など 
 
［⾝体的症状］尿失禁、頻尿、尿量減少、排尿に勢いがなくなる、⾻がもろい、背中や腰が曲がる、
聴⼒の減少、⾜腰の衰え、髪が抜ける・⽩髪になる、性欲減退 など 
 
 
★なぜ⽣命エネルギーは失われるのか︖ 
 
・加齢 
 （⽣命エネルギーは歳を重ねることで減少していく。平均寿命が延びることで、認知症患者が増えるこ

とは仕⽅のないことである。） 
 
・過労 
 （過労は体⼒だけでなく⽣命エネルギーをも減少させるため、働きすぎると若年層でも認知障害や、

聡明な精神活動の低下を招く可能性がある。） 
 
 
★「⽣命エネルギー」を増やす漢⽅薬 
 
◎六味丸 ［涼］ 
腎虚証の基本処⽅ 

六味丸は腎虚証の代表的⽅剤である。 
疲れると⼿⾜がほてる、⼝が渇く、寝汗をかくなど、ややほてりや乾きがある⽅に向いている処⽅であ

る。 
 
◎⼋味地⻩丸 ［温］ 
腎虚＋冷え、六味丸の派⽣処⽅ 

六味丸に「桂⽪」「附⼦」という⽣薬を加えた処⽅。 
六味丸と同じように腎虚証の⽅に使⽤するが、体を強⼒に温める桂⽪、附⼦がプラスされているの

で、冷えやだるさ（特に腰から下）のある⽅に使⽤する。 
 
◎⽜⾞腎気丸 ［温］ 
腎虚＋冷え＋むくみ、⼋味地⻩丸の派⽣処⽅ 

⼋味地⻩丸に「⽜膝」「⾞前⼦」という、⽔はさばく⽣薬を加えた処⽅。 
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⼋味地⻩丸のように冷えがあり、下半⾝にむくみやだるさ、つまずきやすいなどの症状があるときは⽜⾞
腎気丸の⽅がより良い。 
 
※⾼齢者の夜間排尿に⼋味地⻩丸が頻⽤されるが、⾼齢者も冷えを訴える⼈と、⼿⾜がほてるような
感覚を持つ⼈がいる。私の経験では夜間排尿がある⾼齢者に六味丸と⼋味地⻩丸を出す割合は
半々である。「夜間排尿＝⼋味地⻩丸」と決めつけないほうが良い。 
 
 
その他、BPSD に使⽤できる漢⽅薬 
 
★不眠 
 
◎酸棗仁湯  ［涼］ 
体は疲れているのに、眠れない⽅に。 

不眠のファーストチョイス。体は疲れているのに布団に⼊るとなかなか眠りにつけない時に使⽤する。ど
ちらかというと、ほてっている⽅に良い。 

しかしあまり細かいことがわからなくても、⾼齢者の不眠には⽤いりやすい処⽅である。 
 
 
排泄・仮性作業、異⾷について 
 
分類上は BPSD の症状として列挙されるが、実際のところは⾒当識障害や実⾏機能障害など、中核
症状と密接に関連している症状である。 
中医学において、【腎】が脳（思考と理解の聡明さ）も司るため、腎虚証に⽤いる処⽅を仮性作業や
異⾷といった症状に応⽤することもあるが、不可逆的な中核症状と深く関連していることからも、効果とし
てはあまり期待できない。 
 
 
中医学における⾎管性認知症中核症状の進⾏抑制 
 
冒頭でも述べたように、認知症の“改善”という効能を持ち合わせている漢⽅薬は存在しないし、現代医
学では認知症の治癒は不可能である。 
よってここまで紹介してきた【肝】【⼼】【腎】の機能とバランスを改善させることで、脳機能と精神活動を保
護していくことが⽬標になる。 
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しかし最近の認知症中核症状の進⾏抑制を⽬標とした漢⽅薬治療の治験で、⾎管性認知症の中核
症状に対する「釣藤散」の成績に関する論⽂がいくつかあがっており、エビデンスレベルは低く認知症ガイ
ドラインに記載はないが、可能性が期待されている。 
 
◎釣藤散 ［平］ 
起床時やイライラした時に⾎圧が⾼くなる⽅に。 

⾼⾎圧の代表処⽅。 
性格的にイライラしやすかったり、ストレスが多かったりして、感情が⾼ぶると⾎圧が⾼くなる⽅に良い。 
【肝】の薬に分類され、「気滞」が⾼じて、⾎圧にまで病態が及んだときに⽤いる薬である。 

 
本来、⾎管性認知症の薬として処⽅が組まれた薬ではなく、あくまでも⾼⾎圧の処⽅である。しかし、

釣藤散が⾎管性認知症の認知機能と⽇常⽣活動作を改善するという論⽂が出ている。 
⾎管性認知症を患う⽅は少なからず、発症前から⾼⾎圧症を患っている⽅が多いと思われる。肝の

失調を抑え、気の巡りを良くすることで⾎の巡りや⾎圧も改善させる釣藤散は、脳⾎管循環も改善し、
⾎管性認知症に対していい効果を表したと思われる。 
 
 
【腎】と「脳」の関係を念頭においた未病先防 
 

【腎】の健康を保つことは、⽼化のプロセスを⾷い⽌めて若さを維持することと、思考や理解を聡明に
⾏う脳機能を保つことにつながる。 

加齢とともに失調していく腎を、早くから漢⽅薬を服⽤して健康に保っておけば、未病段階で進⾏を
抑えることにつながり、認知症の発症を防ぐ、あるいは発症を遅らせることにつながる。 
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（6）漢⽅薬の婦⼈科疾患に対する薬物療法 
 
 2011 年に⽇本漢⽅⽣薬製剤協会が⾏った医師に対する調査にて「産婦⼈科医の 97％が漢⽅薬
を処⽅しており、調査対象になった診療科のうち最も⾼い使⽤率だった」という報告が出ている。 
 特に⽉経異常や更年期障害に対する治療において、ホルモン補充療法は副作⽤が多く、⻑期にホル
モン補充療法を継続した場合に乳がんなどの発⽣率がわずかに増加したことから臨床試験が中⽌になっ
たこともあり、近年漢⽅薬の処⽅率が増加している。 
 今回は、漢⽅処⽅率が⾼い⽉経異常と更年期障害について解説する。 
 
⽉経異常の分類 
 
⽉経異常は以下の表 1 のように分類される。 

表１ ⽉経異常の分類 
※［⽉経随伴症状とその病態］ 
 
⽉経困難症 
・⽉経直前または⽉経開始とともに症状が出現する 
・下腹部痛、腰痛、腹部膨満感、悪⼼、頭痛などが強く認められる 
・⽇常⽣活に⽀障をきたす、服薬などを必要とする 
 

分類項⽬ 正常範囲 異常の種類 定義 

量 20〜140mL 
過多⽉経 出⾎量が異常に多いもの（140mL 以上） 

過少⽉経 出⾎量が異常に少ないもの（20mL 以下） 

持続期間 3〜7 ⽇ 
過短⽉経 出⾎⽇数が 2 ⽇以内のもの 

過⻑⽉経 出⾎⽇数が 8 ⽇以上のもの 

周期 25〜38 ⽇ 

無⽉経 妊娠を除いて、３ヶ⽉間⽉経がない状態 

頻発⽉経 24 ⽇以内で発来する⽉経 

希発⽉経 39 ⽇以上 3 ヶ⽉未満で発来する⽉経 

随伴症状※ ー 

⽉経困難症 ⽉経期間中に⽉経に随伴して起こる病的症状 

⽉経前症候群 
⽉経開始 3〜10 ⽇前から起こる精神的、⾝体的
症状で⽉経とともに軽減、消失する 
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⽉経前症候群（PMS） 
・⽉経の 3〜10 ⽇前に症状が出現する 
・イライラ、怒りっぽい、抑うつ状態、乳房痛、頭痛、⽔分貯留症状（顔⾯・四肢の浮腫）など 
・⽉経開始とともにその症状が減退または消失する 
 
更年期障害の病態 
  

卵巣機能低下に伴うエストロゲン（卵胞ホルモン）減少と、社会的、環境、個⼈要素などが複雑に
絡み合い、器質的疾患がないにもかかわらず、⾃律神経失調を中⼼とした多彩な不定愁訴を主とする
症候群である。 
 
⼤きくは以下表 2 のような 3 種類に分けられる。 
 
表 2 更年期障害の症状 
 

 更年期障害の症状は多彩であり、変化しやすく、程度も⼀定しないことが多く、不定愁訴になりやす
い。 
 ⽇本⼈⼥性では肩こり、易疲労感、頭痛、ホットフラッシュ、腰痛の発⽣頻度が⾼い。 

 ⾃律神経失調症状 精神神経症状 その他 

内容 

・ホットフラッシュ（のぼせ、

ほてり、発汗など） 

・⼿⾜の冷え 

・動悸     

       など 

・易怒感 ・憂鬱感 

・頭痛  ・焦燥感 

・不眠  ・めまい 

など

・腰痛、関節痛、肩こりなどの運動器症状 

・易疲労感 

・悪⼼、⾷欲不振などの消化器症状 

・乾燥感、痒みなどの⽪膚症状 

・排尿障害 

・頻尿、性交障害、外陰部違和感などの泌

尿⽣殖器症状 

など
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⽉経異常も更年期障害も、⼥性特有の不調は⼤きく４つのタイプに着⽬する 

疲れやすい 
「気⾎不⾜」タイプ 

（気⾎両虚・きけつりょうきょ） 
 

体内の「気（エネルギー）」と「⾎」は、⾝体を機能さ
せる上で⽋かせない要素であり、もちろん⽉経を⽀える
重要な要素でもある。そのため慢性疾患、胃腸虚弱な
どの要因で、体内の気・⾎が不⾜していると、様々な⽉
経トラブルを招いてしまう。 

このタイプは⾝体のエネルギーや栄養が不⾜しているの
で“疲れやすい”ことが特徴である。 

また気⾎不⾜を放置しておくと、結果的に⾎⾏不良タ
イプに移⾏していく。 

〈気⾎不⾜による症状〉 
疲労感、倦怠感、息切れ、めまい、動悸、不眠、かぜを
引きやすい、汗が多い、⾷欲不振、軟便・下痢、冷え、
脱⽑、顔⾊が⽩いまたは⻩⾊い、⾆の⾊が淡い など 

冷えが強い 
「⾎⾏不良」タイプ 

（瘀⾎・おけつ） 
 

健康を保つためには「⾎」の巡りをスムーズに保つことが

⼤切。ところが、⾝体が冷えると⾎流が悪化し、⾎と⼀

緒に流れる「⽔」も滞りがちになり、むくみなども⽣じる。 

この⾎⾏不良の状態を、中医学では「瘀⾎（おけ

つ）」と呼ぶ。瘀⾎は婦⼈科系トラブルを招く⼤きな要

因となる。今回紹介する⽉経異常や、更年期障害以

外にも、⼦宮筋腫、⼦宮内膜症、卵巣嚢腫などの原因

にもなる。 

〈⾎⾏不良による症状〉 

冷えが強い、頭痛、⽉経痛、経⾎の⾊が暗い、経⾎に

塊がある、顔⾊の⿊ずみ、シミ、⼿⾜のしびれ、むくみ、

⾆の⾊が暗い・⿊い斑点がある、内出⾎しやすい など 

気の巡りが悪い 
「ストレス」タイプ 
（気滞・きたい） 

 
【肝】は「⾎」を貯蔵し、「気（エネルギー）」の巡りをコン

トロールする臓器。⽉経の状態とも密接に関わってくる。 
ところが、過剰なストレスを受けて肝の機能が低下する

と、気の巡りが滞りがちになる。すると、気と⼀緒に流れる⾎
の巡りも滞り、経⾎の停滞を招いてしまう。 

イライラしがちなこのタイプは⽉経前症候群（PMS）など
の症状も強く出やすい。 
〈気の巡りの停滞による症状〉 
憂鬱、イライラ、怒りっぽい、胸苦しい、喉の詰まり、ため息
が多い、緊張しやすい、偏頭痛、肩こり、胃痛、お腹の張
り、乳房の張り、⼝の苦味、⾆の横側（⾆辺）が紅い な
ど 

⽣命⼒が弱い 
「腎の虚弱」タイプ 
（腎虚・じんきょ） 

【腎】は⽣命エネルギーを蓄え、ホルモン分泌や排卵と深

く関わる。腎の働きが低下すると、ホルモン分泌や排卵の乱

れを招く。 

また腎は【肝】の働きを助ける性質があるため、腎の失調

は肝の失調に及ぶケースが多く⾒られる。するとホルモンの

乱れに加え、⾎不⾜などを招き⽉経トラブルを起こしやす

い。⻑期にわたる希発⽉経や過少⽉経、無排卵、無⽉経

などの不調がある⽅は特に肝・腎の働きを⾼めるように⼼が

けなければならない。 

〈腎の虚弱による症状〉 
物忘れ、⽿鳴り、⽩髪、脱⽑、四肢の冷え、腰がだるい、

無⼒感、夜間頻尿、むくみ、不妊症、⾆が⽩い など 
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不調の内容が⽉経異常でも更年期障害でも、この４つのタイプ分類は⼤きくは変わらない。 
以下、タイプごとにより詳細に解説する。 
 
疲れやすい「気⾎不⾜」タイプ・・・気⾎両虚（気虚（ききょ）＋⾎虚（けっきょ）） 
 
★なぜ気⾎が不⾜するのか︖ 
 
・⽉経・妊娠 
 （⼥性は妊娠に備えて⼦宮に⾎を集め、妊娠がなければ⽉経を起こすため⾎が失われる。妊娠時は

⾎を通して胎児に栄養を供給するため⾎が失われる。気は⾎と⼀⼼同体で存在するため、⾎の流出
に伴って気も同時に流出してしまう。） 

・⼤怪我や⼿術による出⾎、慢性疾患による気⾎（エネルギー）の消耗 
・胃腸系が弱い（【脾】が弱い＝脾虚（ひきょ）という） 
 （気や⾎は、⾷べ物の摂取・消化・吸収によって産⽣されるため。⾷欲がない、胃がもたれやすい、下

痢・軟便などになりやすい⽅は、気⾎が産⽣されにくい。） 
 
★気⾎不⾜による体調不良 
 
・体の様々な機能を駆動させる気⾎が不⾜すると、冷えやすく、疲れやすくなる。 
 
・⾎が不⾜すれば必然的に経⾎量は少ない、あるいは経⾎の⾊が薄くなり、⼦宮内膜がなかなか厚く

ならないため⽉経周期が⻑い傾向にある。また⼥性は⽉経後は誰もが⾎不⾜となるため、 
⽉経中〜⽉経後の不調（⽉経困難症）は気⾎不⾜の症状といえる。 

・中医学における「気」には、体の元気・エネルギーとしての役割の他に、〈体液を体から漏れ出さないよう
にする〉という役割もあることから、気が不⾜していると過多⽉経、過⻑⽉経、頻発⽉経を呈する。そ
してこのようなタイプは胃腸系が弱くて気が産⽣されづらい【脾虚】の⼈に多い。 

・気⾎不⾜を放置すると、五臓の【⼼】にも⾎が⾏き渡らない（中医学では【⼼⾎虚・しんけっきょ】とい
う）ため、気持ちの落ち込みや不眠が⽬⽴つようになる。 

・中医学では気が⾎を押し出すことで⾎流が⽣まれると考えるため、気⾎が不⾜するとしばしば頭痛や
動悸といった症状も出現する。 

 
★気⾎を補充する漢⽅薬 
 
◎⼗全⼤補湯  ［温］ 
疲れやすく、すぐ横になりたい⽅に。 
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気⾎不⾜のスタンダード処⽅。軽度の作業でも疲れてすぐ横になりたい⽅や、疲れていくらでも眠れる
という⽅に使⽤する。気も⾎もバランスよく補充できるので、どんな⽅にもスタンダードに使⽤できる。 
 
◎当帰芍薬散 ［温］ 
全⾝的な栄養不⾜（⾎虚）のため疲労感があり、全⾝の⽔回りが悪くなっている⽅に。 

⾎を補う⽣薬が多く配合されているため、主に⾎の不⾜を改善する漢⽅薬である。 
体内の⽔回りを改善させる⽣薬も配合されているため、浮腫も同時に改善することができる。 

 
◎帰脾湯 ［温］ 
胃腸が弱く、⾎液や汗などの体液が漏れ出てしまう⽅、⾝も⼼も弱り、⼼の疲れを訴える⽅に。 

⾷欲が無い、胃がもたれやすい、少⾷、⾷後眠くなる、下痢・軟便がちなど、【脾虚】の症状が本質と
なって気⾎が不⾜する場合に使⽤する。また、脾虚・気⾎不⾜の⽅の、過⻑⽉経や過多⽉経は帰脾
湯が第⼀選択薬である。 

また「落ち込みやすい」という場合も、帰脾湯が適する。胃腸を養って産⽣した⾎を【⼼】に運ぶことで、
⼼⾎虚を改善し、不安感、動悸、不眠などを改善することができる。 
 
 
（応⽤） ⾎液が不⾜しすぎて⾝体を潤せない 
 
◎温経湯  ［温］ 
冷えがありながらも、上半⾝が乾いてほてる⽅に。 

気⾎不⾜があると冷えが存在するが、⾎液不⾜が⾼じると体を潤すことができないゆえに、オーバーヒ
ート状態になり「ほてり」や「乾き」（特に上半⾝）が出現することがある。⾎虚証の症状がある上に、喉
の乾き、⼝唇の乾き、⽪膚の乾燥などが起きている場合は、温経湯が著効することが多い。 
 
 
冷えが強い「⾎⾏不良」タイプ・・・瘀⾎ 
 
★なぜ⾎⾏不良が⽣じるのか︖ 
 
・気⾎不⾜（気⾎両虚） 
 （体内を巡る「⾎」が存在しなければ⾎⾏は必然的に悪化する。また⾎を押し流す働きをする「気」も

不⾜すれば⾎⾏不良が⽣じる。） 
 
・ストレスなどで、気の巡りが悪い（気滞） 
 （気が⾎を押し流すので、気が体内を巡らないと⾎⾏不良が⽣じる。） 
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・冷え 
 （冷えたところに⻑時間いると、⼿⾜や腹部が冷えて⾎が通わない（⾎に寒邪が⼊る＝⾎寒（けっ

かん）という）。これが原因で起こる症状（特に痛み）は、温めると和らぎ、冷やすと憎悪するという
特徴がある。） 

 
・⼿術後 
 （⼿術による臓器や⾎管の切り貼りは⾎⾏不良を招く。） 
 

上記に⽰すように、⾎⾏不良はほとんどが基本体質が進⾏して起こる⼆次的な証であるため、瘀⾎を
引き起こす元の体質を明らかにし、瘀⾎と同時に改善する必要がある。 
 
 
★⾎⾏不良による体調不良 
 
⾎液の流れが停滞すると特徴的に現れる症状は３つ。 
   
『痛む』『⿊ずむ』『しこる』 
   
・『痛む』︓ ⽣理痛は⾎⾏不良の代表的な症状である。腰や下腹部の⼀定の場所が痛み（固定 

痛）、性質は刺痛か圧痛。肩こりも⾎⾏不良症状の⼀つ。 
   
・『⿊ずむ』︓ 経⾎は⿊〜紫⾊っぽく、しばしばペースト状の⾎塊がみられる。 

顔⾊は⿊ずみ、シミが多くなる。⾎⾏不良の⼈の⾆は、全体的に紫っぽく、⿊い 
斑点がみられることもある。⾆を裏返すと静脈⾎管が怒張していることも多い。 

   
・『しこる』︓ ⾎⾏不良が慢性化すると⼦宮筋腫・静脈瘤・痔などのしこりを⽣じる。また⾎と 

⼀緒に「⽔」の流れも滞るため、むくみも出やすい。 
 
その他 
・⾎流が悪くなると⼦宮内膜が厚くならないため、⽉経周期は遅れ気味になり、経⾎量も少なくなる。  
 
・⾎⾏不良は当然冷えを⽣じる。しかし、⾜が冷えているのに、上半⾝がのぼせている「冷えのぼせ」の原

因も⾎⾏不良である。⾎⾏不良があると上半⾝と下半⾝への⾎流のアンバランスが⽣じるからであ
る。  
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★⾎⾏を改善する漢⽅薬 
 
◎桂枝茯苓丸  ［平］ 
うっ⾎しやすく、⼿⾜が浮腫み、下腹部が痛む⽅に。 

瘀⾎の代表的な処⽅。 
構成⽣薬の⼀つである「牡丹⽪」は、⼦宮の⾎流改善効果が優れているため、⽉経痛で下腹部や

腰の痛みを訴える⽅にはとても良い処⽅である。 
また桂枝茯苓丸による冷えのぼせの改善率は良い。 
瘀⾎であれば、どんな⽅にもスタンダードに使⽤できる。 

 
 
（応⽤）瘀⾎証＋イライラ、便秘 
 
◎桃核承気湯  ［涼］ 
⽉経前に激しいイライラがあり、顔がのぼせて、便秘がちな⽅に。 

下半⾝に⾎⾏不良が⽣じ、上半⾝に熱が偏ると、激しいイライラがあり、顔がのぼせる。このイライラは
物を投げつけるほど激しい時もある。さらに便秘が存在すると熱が体外に排出できないため、イライラや顔
ののぼせに拍⾞がかかる。通便することでイライラなどの上気する症状を抑えつつ、⾎⾏不良を改善する
という漢⽅薬である。 
注意）「⼤⻩」という下剤・体の熱をとる⽣薬が配合されているため、下痢・軟便の⽅や強い冷え性の⽅
には⽤いてはいけない。 
 
 
（応⽤２）冷えによる⾎⾏不良 
 
◎当帰四逆加呉茱萸⽣姜湯  ［温］ 
下腹部が冷えると痛む⽅に。しもやけができやすい体質の⽅にも。 

正しい分類として、瘀⾎の薬ではないが、冷えによる⾎⾏不良に使⽤するため、ここで紹介する。 
寒冷刺激を受けて末梢⾎管収縮によってしもやけが⽣じたり、末梢で冷やされた⾎が腹腔内に流⼊

して、下腹部や腰に痛みが⽣じる。これらの痛みは、痛むところを温めると軽快する。 
当帰四逆加呉茱萸⽣姜湯は、⾎を増やし⾎不⾜を改善しながら体を温める⽣薬はふんだんに配合

されているため、⾎管拡張、⾎⾏促進し、温かい⾎液を末梢まで送り届けることができるようにする。 
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気の巡りが悪い「ストレス」タイプ・・・気滞 
 
★なぜ気が巡らなくなるのか︖  
 
・ストレス 
 （気を全⾝に巡らせる役割を担う【肝】はストレスに弱いため、強いストレスや精神的負担は気の流れ

を滞らせる。） 
 
・ホルモン変動 
（⼥性ホルモンの⼤きな変動はしばしば⾃律神経を失調させるため、緊張が強まり気の流れが滞りや
すい。⼥性は⽣まれながらにして「気滞」を⽣じやすい体質であるといえる。） 

 
★気が巡らないことによる体調不良 
 
・ストレスがたまると、ため息、喉の異物感、イライラ、情緒不安定などが出現するが、これは気滞の代

表的な症状である。 
 
・気滞もしばしば痛みを⽣じるが、これは⾃律神経失調による痛みであることが多く、⾝体の側⾯が張る

ように痛むという特徴がある。偏頭痛（特に側頭部）、乳房の張り・痛み、脇腹の張り（胸脇苦
満・きょうきょうくまん）、肋間神経痛などを起こす。 

 
・中医学的に気は⾝体の上から下の⽅向に流れるとされているが、気滞が⾼じると、この気の流れが逆

流することがある（気逆・きぎゃく）。これが更年期障害の代表的症状であるホットフラッシュの原因
であり、逆流した気が顔を真っ⾚にするほどの強いイライラと発汗を引き起こす。他にも胃酸の逆流な
どの消化器症状も起こす。 

 
・⽉経も⼥性にとってはストレスである。そのストレス要因が迫ってくる⽉経前に、イライラする、乳房の張

りを感じるなど、いわゆる⽉経前症候群（PMS）症状も気滞ととらえる。 
 
・気が巡らないことにより、⾎の停滞も起こすので、P.17 で述べたような⽣理痛、肩こり、腰痛、希発⽉

経など、⾎⾏不良による症状も出現しやすい。また気の巡りが不安定になることで、⽉経周期不安
定を引き起こすこともある。 
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★気の巡りを改善する漢⽅薬 
 
◎加味逍遙散  ［涼］ 
⽉経周期が⼀定せず、⽉経前になると体調が乱れる⽅に。ホットフラッシュの代表的処⽅。 

気滞の代表的処⽅である。 
ホットフラッシュへの効果は⾼い。緊張しやすく、なんとなく常にイライラし、ときには⽬を真っ⾚に充⾎さ

せて怒る。顔がのぼせて⾚くなり、汗をたくさんかき、情緒も不安定で不眠傾向になるなど、とにかく⾊々
な症状を訴える⽅には、加味逍遙散がいちばん効果的である。 
 
※加味逍遙散には「牡丹⽪」「⼭梔⼦」という冷やす⽣薬が⼊っており、これが⾚ら顔などの「熱」を冷ま
す役割をする。このような熱症状がない⼈に加味逍遙散を⽤いると、逆に体を冷やし体調を崩しかねな
いため、加味逍遙散から牡丹⽪、⼭梔⼦を抜いた「逍遥散 ［平］ 」を使⽤するのが望ましい。（保
険適応外処⽅） 
 
◎四逆散  ［平］ 
イライラして胃痛、腹痛がする⽅に。 

強い気滞になると、胃酸過多による胃痛や、腸蠕動亢進による腹痛、ストレス性の肋間神経痛、頭
痛（特に側部）など、痛みが出る⽅が少なくない。これらの症状は⾃律神経失調から起こる平滑筋の
緊張が原因で、内臓運動や⾎管収縮に異常を来している。 

四逆散は４つの⽣薬から構成されていて、気滞を取る⽣薬に加えて、痛み⽌め（平滑筋の緊張をと
る）芍薬と⽢草が含まれているため、気滞証の痛みに最適である。 
 
 
⽣命⼒が弱い「腎の虚弱」タイプ・・・腎虚 
 
★【腎】について 
 

中医学五臓論における【腎】は、排尿や⽼廃物処理をする「腎臓」としての働きだけではなく、⼈間の
成⻑や発育、⽣殖機能（ホルモン機能）なども司るとされる。腎が弱る（腎虚・じんきょ）と⼈間の成
⻑不全や⽼化の促進、不妊などの⽣殖器異常を来す。 
 
★なぜ⽣命⼒が弱くなるのか︖ 
 
・加齢 

（【腎】は加齢とともに衰える。⼥性の閉経は腎の衰え（腎虚）が進むことで起こると考える。） 
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・⽣まれつき 
（腎に宿る⽣命エネルギーは親からもらうものと、⾃分で作り出すものがある。親が腎虚の場合、その
⼦供も腎虚体質を受け継ぐ可能性は⾼い。） 

 
・多産・過剰な性⽣活 

（ホルモンを司る腎に過剰に負担を与えた場合は、腎虚が早く進⾏する場合がある。多産や⼈並み
以上の性⽣活は、ホルモン分泌や変動が多く、腎に負担を与える。） 

 
 
★⽣命⼒が弱いことによる体調不良 
・⽣まれつき腎虚である場合は、乳児・⼩児の時の発育が遅いことがある。髪が⽣えない、⻭が⽣えな

い・⽴ち上がるのが遅い、歩き始めるのが遅い、⾔葉をしゃべるのが遅い、という発育の遅れが⽣じる。 
 
・加齢によって出現する症状（易疲労、⽿鳴り、難聴、⽼眼、⽩内障、精⼒減退、頻尿、夜間排尿

など）は主に腎虚によって引き起こされる。 
 
・無⽉経（18 歳を過ぎても初潮がないという「原発無⽉経」、⽉経が 3 ヶ⽉以上停⽌する「続発無⽉

経」）は気⾎不⾜や⾎⾏不良などの原因も考えられるが、根本には腎虚が存在する。 
 
・⼥性ホルモンの分泌減少で⽣じる閉経は腎虚の⼀つの⽬安である。ゆえに更年期障害の根本にも腎

虚が存在する。 
 
 
★⽣命⼒を補う漢⽅薬 
 
◎六味丸  ［涼］ 
腎虚の基本処⽅。 

乳児・⼩児の発育不全、加齢性疾患、⽣殖機能の低下など、腎虚の漢⽅薬の基本処⽅である。 
加えて、疲れると⼿⾜がほてる、⼝が渇く、寝汗をかくなど、ややほてりや乾きがある⽅に向いている処

⽅である。 
 
 
◎⼋味地⻩丸  ［温］ 
腎虚＋冷え、六味丸の派⽣処⽅。 

六味丸に「桂⽪」「附⼦」という⽣薬を加えた処⽅。 
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六味丸と同じように腎虚の⽅に使⽤するが、桂⽪、附⼦という体を強⼒に温める⽣薬がプラスされて
いるので、冷え（特に腰から下）のある⽅に使⽤する。⼥性は圧倒的に冷えがある⽅が多いため、⼋味
地⻩丸を使⽤する頻度が⾼い。 
 
 
４タイプ以外のプラス処⽅ 
              
① ⾎に熱がこもることによる出⾎（⾎熱・けつねつ） 
 
・⾼熱、酷暑、あるいはイライラなどの気滞が⽣じて熱を発⽣することによって、⾎液に熱が⼊り、⾎流が

早まることで出⾎を起こすことがある（例えば興奮した時の⿐⾎なども、この分類である）。 
・熱によって⾎液はドロドロして循環障害を起こすが、それでいて⾎液そのものには熱エネルギーが加わ

り、⾎管内の⾎流速度は早まる。ゆえに⾎⾏不良による⽉経不順や、⾎流の加速による出⾎（頻
発⽉経）などが⽣じると考える。 

・⾎熱があるときの経⾎は、⾊が鮮やか〜濃く、ネバネバする 
・その他、熱感・ほてり、顔の⾚らみ、熱を持った⽪膚炎なども⽣じる。 
 
◎温清飲  ［涼］ 
肌の⾊ツヤが悪く、ほてる⽅に。 

温清飲は、⾎液を増やす「四物湯」＋体の熱をとる「⻩連解毒湯」の合体処⽅である。⾎熱を取り
去り、⾎液を増やして⾎液循環を改善することができる。 

全⾝症状として熱感やほてりなどを感じ、顔が⾚いが全体的に⾎⾊が悪い⽅に⽤いる。 
 
② ひどい⼼⾎虚 
・⼼⾎虚が甚だしくなると、落ち込みがひどくなり、時には悲しすぎて混乱し、パニック障害のようになる⽅

もいる。 
 
◎⽢⻨⼤棗湯  ［平］ 
涙が勝⼿に溢れ出して⽌まらない⽅に。 

気持ちの落ち込みに対しては⼼⾎虚の第⼀選択である帰脾湯があるが、毎⽇勝⼿に涙が溢れたり、
⾃分を客観視できずに⾟さにどっぷり浸かって抜け出せない⽅には、⽢⻨⼤棗湯が良い。頓服でもかな
り効果を発揮する。 
 
③ 胃腸虚弱（脾虚） 
・胃腸が弱いと、気⾎が作れず様々な不調をもたらすため、胃腸があまりにも虚弱であればしっかり⽴て

直す必要がある。 
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◎補中益気湯  ［温］ 
疲れやすく、⾷欲もない⽅に。 

⾷べないと⾝体が持たないが、いまいち⾷欲も出ない、あるいは⾷欲にムラがあるときに使⽤する。胃
下垂など、元から胃腸や臓器が下垂しやすい⽅に向いている。 
 
◎六君⼦湯  ［温］ 
⾷欲がない、悪⼼、下痢がある⽅に。 

⾷べても太れない、⾷欲が無い、胃がもたれやすい、少ししか⾷べられない、すぐ満腹になる、⾷後眠
くなるなど、胃腸がもつ本来の機能を果たせないくらいの「⽣粋の脾虚」の⽅に向いている処⽅である。ま
た、下痢・軟便、吐き気や悪⼼などの胃腸障害がある⽅にも⽤いることができる。 
 
中医学的な証でみる⽉経異常 まとめ 
表１の⽉経異常の分類ごとに、中医学的な証を列挙した。 
 
（1）経⾎量、持続期間 
   （ⅰ）過多⽉経、過⻑⽉経→脾虚 
   （ⅱ）過少⽉経、過短⽉経→瘀⾎、気⾎両虚 
 
（2）⽉経周期 
   （ⅰ）無⽉経→瘀⾎、気⾎両虚、腎虚 
   （ⅱ）頻発⽉経→脾虚、⾎熱  
   （ⅲ）希発⽉経→気⾎両虚、瘀⾎、気滞 
   （ⅳ）⽉経周期不安定→気滞 
 
（3）随伴症状 
   （ⅰ）⽉経困難症 
      ・⽉経前〜⽉経前半に下腹部痛や腰痛、頭痛（激痛が多い）→気滞、瘀⾎、⾎寒 
      ・⽉記後半〜⽉経後の下腹部痛や腰痛、頭痛（鈍痛が多い）→気⾎両虚 
   （ⅱ）⽉経前症候群 
      ・イライラする、怒りっぽい→気滞 
      ・乳房の脹りや痛み→気滞 
      ・抑うつ状態→⼼⾎虚 
 
（4）⽉経の質 
   ・経⾎の⾊が薄くて、サラサラする→気⾎両虚 
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   ・経⾎の⾊が鮮やか〜濃く、ネバネバする→⾎熱 
   ・経⾎の⾊が紫〜⿊、⾎塊がある→瘀⾎ 
中医学的な証でみる更年期障害 まとめ 
表２の中の、特に⽇本⼈⼥性に多い症状を中⼼にまとめた。 
 
（前提）閉経に伴って現れる症状→腎虚 
 
（1）ホットフラッシュ→気滞 
             ※冷えのぼせ（下半⾝は冷えるが、顔や上半⾝はほてる）→瘀⾎ 
 
（2）頭痛→気滞、気⾎両虚 
 
（3）腰痛、肩こり→気滞、瘀⾎ 
 
（4）易疲労感→気⾎両虚 
 
（5）その他 
    （ⅰ）動悸→気滞、気⾎両虚、⼼⾎虚 
    （ⅱ）不眠→気滞、気⾎両虚、⼼⾎虚 
    （ⅲ）悪⼼・⾷欲不振→脾虚 
    （ⅳ）抑うつ、憂鬱感→⼼⾎虚 
 
参考資料 
・漢⽅処⽅ 保険で使える全種類まるごと解説  ⻑瀬眞彦  著 ／ ⽥中耕⼀郎 著 ／ ⼊江祥史  
編著  中外医学社  
・漢⽅薬のストロング・エビデンス  新井⼀郎 著／元雄良治 監修  じほう 
・わかる中医学⼊⾨  邱紅梅 著  燎原 
・⼩太郎 漢⽅処⽅コンセプト ⼩太郎漢⽅製薬株式会社 
・病気がみえる 婦⼈科 
・漢⽅の知恵袋 イスクラ産業 
・わかる︕選べる︕漢⽅薬１６３  杉⼭卓也 著  翔泳社 
 
 
 
 
 


