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歯科口腔外科領域における漢方治療のエビデンス

王　　 宝 　禮1,5 砂　川　正　隆2,5 山 口 孝 二 郎3,5

亀　山　敦　史4,5 金　子　明　寛6

EBM of Kampo medicine in oral surgery

PAO-LI WANG1,5， MASATAKA SUNAGAWA2,5， KOJIRO YAMAGUCHI3,5，

ATSUSHI KAMEYAMA4,5， and AKIHIRO KANEKO6

Kampo medicine has a long experience and actual performance over a long period of 
history. The fi rst oriental medicine was approved by Japanese national health insurance 
in 1976, and 147 kinds of oriental medicine are currently approved by the National 
Health Insurance Drug Price. Those of 7 kinds of Kampo medicine were approved by 
Japan Dental Association of “National Health Insurance Drug Price Standard related 
with dental treatment” on April 2012. It has been reported that approximately 70 to 
80％ of doctors has an experience to use oriental medicine in a clinical site. Meanwhile, 
oriental medicine was used at more than 85％ of medical facilities in a survey of Kampo 
medicine usage at oral surgery clinics in all Japanese Dental University hospital and 
Medical University hospital. However, only a few Kampo medicine was used at general 
dental clinics. Establishment of the evidence of oriental medical treatment in dental 
lesions is one of the solution of popularizing a treatment of Kampo medicine in oral 
surgery. Hence, efficacy of Kampo medicine which was approved by the new drug 
standard since 1986 was evaluated from the aspect of Evidence-based medicine（EBM）.

はじめに

　漢方薬は長い歴史の経験と実績により，1976
年，初めて国民健康保険の適用となり，現在，
147 種の漢方製剤が医療保険の薬価基準に収載さ

れている．このうち 7種類の漢方薬が，2012 年 4
月，日本歯科医師会の「薬価基準による歯科関係
薬剤点数表」に収載された（表 1）．医科の臨床
現場では，約 70 ～ 80%の医師に漢方薬の使用経
験があるとの報告がある1）．一方，歯科口腔外科
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領域では，全国歯科大学附属病院ならびに医科系
大学附属病院口腔外科を対象に行われた漢方薬使
用実態調査では，85% 以上の施設で漢方薬が使
用されていたが2），一般歯科医院ではまだごく一
部でしか使用されていない．
　歯科口腔外科領域で漢方治療を普及させるため
には，歯科関連疾患における漢方治療のエビデン
スを確立することが課題の１つとして挙げられ
る．そこで，1986 年以降の新製剤基準下の漢方
製剤を用いた論文を対象とし，文献からの有効率
をもとに歯科関連疾患に対する漢方薬の効果を評
価した．

1）論文検索
　論文検索には，検索サイトである CENTRAL
（The Cochrane Central Register of Controlled 
Trials），PubMed，医中誌 Web を利用し，各
疾患名と「漢方薬」「Kampo medicine」「herbal 
medicine」をキーワードに検索を行った．

2）論文選択
　日本で製造販売承認を受けている漢方製剤（エ
キス剤および丸剤）で，品質が現在のものになっ
た 1986 年から 2014 年 7 月までの研究論文を選
んだ．研究の種類としては，ランダム化比較試
験（RCT），準ランダム化比較試験（quasi-RCT），
クロスオーバー試験，メタアナリシスなどエビデ
ンスレベルの高いものと，症例集積研究も含め評
価した．なお，同一方剤を研究期間の最初から最

後まで使用しなかったもの，10 症例以下のもの
は削除した．

3）有効論文数
　選択基準を満たした論文は，顎関節症 8編，口
腔乾燥症 8編，舌痛症 9編，抜歯後疼痛 3編，口
内炎 5編であった．

4）方法
　選択基準を満たした論文は疾患ごとに表にまと
めた．「主な結果」の中では，有効率を示し，「評
価判定」は，有効率 70% 以上を eff ective（A），
50% 以 上 70% 未 満 を probably eff ective（B），
50%未満をmay not be eff ective（C）に分類した．
有効率の示されてないものについては，結果から
判断し評価した．

5）結果
顎関節症
　顎関節症は，顎関節や咀嚼筋の疼痛，関節雑音，
開口障害ないし顎運動異常を主要症候とする疾患
であるが，その病態は様々であり，タイプに応じ
て治療も異なる．薬物療法としては，一般的に消
炎鎮痛剤や筋弛緩剤などが使用されている．漢方
治療では，葛根湯，加味逍遥散，芍薬甘草湯，桂
枝加朮附湯，当帰芍薬散，柴朴湯，疎経活血湯，
桂枝茯苓丸，半夏厚朴湯などが使用されている2）．
臨床研究では，葛根湯，加味逍遥散，また葛根湯
と加味逍遥散との併用の報告が多く，証（東洋医
学的診断より決定した患者の体質や病態）を選ば
ずに投与しても 75% 以上の有効率を示している
（表 2）．
　葛根湯は構成生薬として，葛根・大棗・麻黄・
甘草・桂皮・芍薬・生姜を含むが，葛根・甘草・
桂皮・芍薬・生姜が鎮痙作用を有し，麻黄・甘草・
桂皮・芍薬・生姜は抗炎症作用を有する．炎症性
疾患あるいは疼痛性疾患の初期，あるいは慢性疾
患の急性増悪期に，頭痛・肩こり・局所の疼痛な
どの諸症状を目標に使用されていることから，運
動時痛，咀嚼筋や頚部筋群の緊張や圧痛を伴う顎
関節症患者に対し効果が期待できる．
　加味逍遥散は構成生薬として，柴胡・芍薬・甘草・

表 1　「薬価基準による歯科関係薬剤点数表」に収載さ
　　　れている漢方処方

製品名 適応疾患

立効散

半夏瀉心湯

黄連湯

茵蔯蒿湯

五苓散

白虎加人参湯

排膿散及湯

歯牙痛，抜歯後の疼痛，歯齦炎

口内炎

口内炎

口内炎

口渇（口腔乾燥症）

口渇（口腔乾燥症）

歯槽膿漏，歯齦炎（歯周組織炎）
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蒼朮・茯苓・当帰・生姜・薄荷・牡丹皮・山梔子
を含む．薬理作用としては，柴胡には鎮静・鎮痛
作用，薄荷には局所麻酔作用・鎮痙作用などが確
認されているが，これらはいずれも漢方医学的に
は，気が晴れないなどの気の鬱滞した状態を改善
する作用を有し，加味逍遥散は，精神不安・不眠・
イライラなどの精神症状を目標に使用されてい
る．よって，様々な不定愁訴を訴えるような，精
神的要素の関与している顎関節症患者に対しての
効果が期待できる．坪井ら5）の報告では，精神的
因子の関与する顎関節症V型（当時の分類）患
者に対し加味逍遥散は高い有効性を示している．
　十全大補湯は当帰・川芎・芍薬・地黄・人参・
蒼朮・甘草・桂皮・黄耆を構成生薬とし，当帰・
川芎・芍薬・人参・甘草に抗炎症作用が認められ
ている．漢方医学的には，十全大補湯は体力の低
下・疲労倦怠・食欲不振などを目標に使用され，

元気をつける薬である．佐藤ら9）の研究では，開
口障害や関節痛のために十分な食事ができず，貧
血傾向・疲労・全身倦怠感・四肢の冷えを呈する
顎関節症Ⅰ型患者に対して使用して有効であっ
た．十全大補湯は，貧血や体力の低下を伴う顎関
節症患者に対し高い効果が期待できる．

口腔乾燥症
　口腔乾燥症の原因は，抗うつ剤や降圧剤などの
薬剤性，糖尿病や高脂血症など生活習慣病に起因
するもの，加齢，精神的ストレス，口呼吸，また
シェーグレン症候群など多岐にわたる．日本にお
ける患者数は約 800 万人と推定されているが11），
人口の約 25% が口腔乾燥に伴うさまざまな症状
を有すると言う報告12）から推察し，約 3000 万人
の潜在患者がいると考えられている．薬物療法と
しては，シェーグレン症候群による唾液分泌の低

表 2　顎関節症に対する漢方治療のエビデンス

注）顎関節症の分類は，論文発表当時のものである．

論文 年 評価研究種類 対象人数 主な結果漢方方剤

顎関節症

大川周治3）

小松賢一 他4）

坪井陽一 他5）

佐野和生 他6）

大目　享 他7）

枝松　満 他8）

佐藤恭道 他9）

三好憲裕 他10）

1999

1997

1990

1988

1990

1993

1996

1989

A

A

B

A

A

A

A

A

A

症例集積

症例集積

症例集積

症例集積

症例集積

症例集積

症例集積

症例集積

23

40

43

30

50

33

20

10

10

心身医学的要因による虚証の顎関節症
患者に対し，やや有効以上が 23 例中
19 例（82.6%）

証に関係なく疼痛を有する顎関節症患
者に対し，軽度改善以上 37 例中 28 例
（75.7％）

証に関係なく顎関節症Ⅰ，Ⅱ，Ⅴ型患
者に対し，著効・有効がⅠ型 65.4％，
Ⅲ型 57.1％，Ⅴ型 87.5％

証に関係なく顎関節症患者に対し，や
や有効以上 78.6％

証に関係なく顎関節症患者に対し，有
効以上 80.0％

証に関係なく顎関節症患者に対し，改
善以上が 33 例中 30 例（90.9％）

証に関係なく顎関節症患者に対し，改
善以上が 20 例中 15 例（75.0％）

顎関節症Ⅰ型患者に対し，10 例中 7
例が改善（70.0%）

心理面からの治療が必要と考えられた
虚証および中間証にあたる顎関節症患
者に対し，著明改善 8例，中等度改善
1例，軽度改善 1例

加味逍遥散

加味逍遥散

加味逍遥散

葛根湯

葛根湯と
加味逍遥散

葛根湯

葛根湯と
加味逍遥散

十全大補湯

柴朴湯
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下に対しては，副交感神経ムスカリン受容体（M3）
刺激薬であるセビメリンやピロカルピンなどが用
いられているが，他の原因によるものに対しては
人工唾液や保湿ジェルなどを用いた対症療法が中
心である．漢方薬では，白虎加人参湯，麦門冬湯，
五苓散，十全大補湯，加味逍遥散，八味地黄丸，
柴苓湯などが処方されている2）． 
　基礎研究では，手塚ら13）は，麦門冬湯をラッ
トへ経静脈投与すると顎下腺分泌量が増大し，こ
の作用は，唾液腺房細胞膜のムスカリン様受容体
を介した作用であることを報告している．また板
井ら14）は，糖尿病性口腔乾燥症モデルマウスに
五苓散または白虎加人参湯を投与すると，唾液分
泌速度が上昇することを報告している．
　白虎加人参湯と五苓散は，既に口渇に対し保険

適応になっているが（表 1），臨床研究では麦門
冬湯の有効性を検証したものが多い（表 3）．麦
門冬湯は構成生薬として，麦門冬・半夏・人参・
大棗・粳米・甘草を含むが，半夏以外の生薬はい
ずれも滋潤作用（組織を潤す作用）を有する．麦
門冬湯は，シェーグレン症候群の患者の唾液分泌
を増加させ21），口腔乾燥症状に対して比較的高い
有効性を示している． 
　また宮崎ら22）は，抗コリン薬である塩酸オキ
シブチニンの副作用で頻度の高い口渇に対して，
人参養栄湯が有効であったと報告している．人参
養栄湯は，地黄・当帰・白朮・茯苓・人参・桂皮・
遠志・芍薬・陳皮・黄耆・甘草・五味子から成り，
前述の十全大補湯（顎関節症の項目）の類似処方
であり，術後や慢性疾患で体力低下・疲労倦怠・

表 3　口腔乾燥症に対する漢方治療のエビデンス

論文 年 評価研究種類 対象人数 主な結果漢方方剤

口腔
乾燥症

山内康平 他15）

梅本匡則 他16）

佐々木哲雄17）

牧かおり18）

西澤芳男 他19）

西澤芳男 他20）

大野修嗣21）

宮崎　裕 他22）

1991

2007

1991

1996

2004

2004

2006

1994

B

C

C

A

A

B

A

C

A

症例集積

RCT

症例集積

症例集積

RCT

RCT

quasi-RCT

RCT

30

100

16

26

229

847

30

28

16

高齢者の口腔乾燥患者に対し，唾液分
泌量は有意に上昇．口渇感は，口渇感
のある 25 例中 14 例（56%）で改善ま
たは著明改善

他の疾患を伴わない口腔乾燥症患者に
対し，麦門冬湯，塩酸セビメリン，ニ
ザチジンで比較．唾液分泌量は前後で
有意差なし．自覚症状は，やや改善以
上が 24 例中 8例（33.3%）

全身性強皮症に伴うシェーグレン症候
群に起因する口腔乾燥症状に対し，改
善率は 37.5%

シェーグレン症候群あるいは口腔乾燥
症と診断された患者に対し，有効以上
が 26 例中 19 例（73%）

原発性シェーグレン症候群患者に対
し，改善以上が 115 例中 93 例（80.9%）

二次性シェーグレン症候群患者に対
し，改善以上が 424 例中 295 例（69.6%）

シェーグレン症候群患者に対し，麦門
冬湯投与群と補中益気湯投与群とで比
較．麦門冬湯投与群では有意に唾液分
泌量が増加した．

塩酸オキシブチニン服用患者の口腔乾
燥症状に対し，やや改善以上が 8例中 
6 例（75.0%）

白虎加人参
湯

麦門冬湯

麦門冬湯

麦門冬湯

麦門冬湯

麦門冬湯

麦門冬湯

補中益気湯

人参養栄湯
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食欲不振などがみられる場合に用いられている．
神経性頻尿や不安定膀胱で塩酸オキシブチニンを
服用している患者は，一般的に体力的に低下した
中年以降の女性が多いことから，漢方医学的にも
人参養栄湯が有効であったと思われる． 

舌痛症
　舌痛症は，舌に明らかな器質的変化を認めな
い，表在性かつ自発性の痛み，あるいは異常感覚
である．全国的な患者数に関する報告はないが，
いずれの施設においても近年患者数が増加してい
る23-25）．一般的な治療法として，抗うつ薬や抗不
安薬が用いられ，星状神経節ブロックが有効な場
合もある．漢方薬では，加味逍遥散，柴朴湯，半

夏厚朴湯，立効散，麦門冬湯，白虎加人参湯，五
苓散，半夏瀉心湯，当帰芍薬散，小柴胡湯，十全
大補湯，六君子湯，補中益気湯，柴胡加竜骨牡
蠣湯，附子などが処方されている2）．臨床研究よ
り各漢方処方の有効率は，加味逍遥散（53.9%
～ 86.0%），小柴胡湯（63.6% ～ 86.0%），柴朴湯
（70.0% ～ 92.0%），黄連湯（81.0%），附子（75.0
%）であった（表 4）．
　加味逍遥散と小柴胡湯はいずれも柴胡を含む処
方で，また柴朴湯は小柴胡湯に半夏厚朴湯を合わ
せた処方である．先述の通り柴胡は，漢方医学的
には気が晴れないなどの気の鬱滞した状態を改善
する作用を有することから，これらの処方は心因
的要素を含む舌痛症患者に投与すると高い効果が

表 4　舌痛症に対する漢方治療のエビデンス

論文 年 評価研究種類 対象人数 主な結果漢方方剤

舌痛症

鹿嶋光司 他26）

永井　格 他27）

水野伸彦 他28）

牛山　崇 他29）

神農悦輝 他30）

草野雅章 他31）

Bessho K 他32）

佃　　守 他33）

北原朋広34）

2010

2001

1984

1984

2005

2007

1998

1995

2005

B

A

B

B

B

A

A

B

A

A

A

A

quasi-RCT

症例集積

RCT

症例集積

症例集積

症例集積

RCT

症例集積

症例集積

40

68

51

26

11

14

14

9

25

200

32

16

口腔カンジダ症，口腔乾燥症，舌に器
質的変化のない患者に対し，有効以上
が 14 例中 9例（64.3%）

心因性の舌痛症患者で，虚実中間証か
ら虚証の患者に対し，有効以上が 68
例中 48 例（70.6%）

舌痛症患者に対し，有効が 21 例中 12
例（57.1%）

舌痛症患者に対し，やや有用以上が
26 例中 14 例（53.8%）

舌痛症患者に対し，やや有用以上が
11 例中 7例（63.6%）

舌痛症患者に対し，有効以上が 14 例
中 12 例（85.7%）

舌痛症患者に対し，有効以上が 14 例
中 12 例（85.7%）

舌痛症患者に対し，有効以上が 9例中
6例（66.7%）

舌痛症患者 25 例に対し，治癒と軽快
で 70.0% 以上

舌痛症患者 100 例に対し，有効率（著
効＋有効）は 1ヶ月後 70%，2 ヶ月後
85%，3ヶ月後 92%

器質的変化のない舌痛症患者に対し，
有効以上が 32 例中 26 例（81.3%）

舌痛症患者に対し，有効以上が 16 例
中 12 例（75.0%））

加味逍遥散

加味逍遥散

加味逍遥散

加味逍遥散

小柴胡湯

加味逍遥散

小柴胡湯

柴朴湯

柴朴湯

柴朴湯

黄連湯

加工ブシ末
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期待できる．薬理学的には，各処方に含まれる生
薬では，三処方ともに含まれる柴胡・生姜・甘草，
加味逍遥散のみに含まれる芍薬・茯苓・当帰・薄
荷・牡丹皮が鎮痛作用を有することが報告されて
いる．
　黄連湯は，黄連・乾姜・人参・半夏・大棗・甘
草・桂皮を含む処方で，乾姜・甘草・桂皮は鎮痛
作用を有する．附子は，それに含まれる鎮痛成分
としてアコニチン，ジェサコニチン，ヒパコニチ
ン，メサコニチンなどのアルカロイドが知られて
おり35），単独または漢方処方として広く鎮痛目的
に使用されている．いずれも舌痛症に対して高い
有効性を示している．

抜歯後疼痛
　抜歯後疼痛に対しては，非ステロイド性消炎鎮
痛剤やトラムセット配合剤が用いられているが，
漢方薬では立効散・桂枝加朮附湯・治打撲一方な
どが使用され，立効散は保険適応になっている．
立効散は，細辛・升麻・防風・竜胆・甘草を構成
生薬とするが，細辛・升麻・防風・甘草に鎮痛作
用が認められている．特に細辛は局所麻酔効果が
強く，本剤は局所的作用も期待して，白湯に溶い
てから口にゆっくり含んで服用する．桔梗湯は，
桔梗と甘草の二剤からなる処方であり，いずれの
生薬にも鎮痛作用が認められている．
　いずれの処方も全体では抜歯後疼痛に対し高い
有効性を示しているが（表 5），抜歯の程度別に
みると立効散の有効率は，普通抜歯では 91.9 ～
100.0%，難抜歯では 66.7 ～ 69.2%，水平埋伏智
歯の抜歯では 40.0% であった．また桔梗湯は，普
通抜歯では 100.0% で，難抜歯では 81.8% であっ
た．抜歯の難易度とともに有効率が低下している

ことから，いずれの処方も，周囲への侵襲の小さ
な抜歯ほど鎮痛効果が期待できる．

口内炎
　口内炎は，アフタ性・カタル性・ウイルス性・
カンジダ性・ニコチン性など原因や症状は様々で，
また癌患者に対する抗がん剤や放射線療法の副作
用としての口内炎も，患者のQOLを著しく低下
させる原因となっている．一般的な薬物療法とし
ては，消毒薬や消炎鎮痛剤，ステロイド系軟膏な
ど対症療法が主であり，いまだ有効な治療は確立
されていない．漢方薬では，半夏瀉心湯・黄連解
毒湯・茵蔯蒿湯・黄連湯・白虎加人参湯・十全大
補湯・補中益気湯・小柴胡湯などが用いられてお
り2），このうち半夏瀉心湯・茵蔯蒿湯・黄連湯は
口内炎に対し保険適応になっている．
　臨床研究では，原因不明の口内炎に対する小柴
胡湯有効率は 80% であった39）．また急性アフタ
性口内炎・再発性口内炎患者に対し黄連湯を投与
したところ治癒期間が有意に短くなった40, 41）．癌
治療に伴う口内炎に対しては，Kono ら42）は化学
療法に伴う口内炎に半夏瀉心湯を投与したところ
有意に改善し，和田ら43）は放射線性口内炎患者
に対して十全大補湯を投与したところ，非投与群
と比較し，嚥下障害の程度が軽くなる傾向があっ
たと報告している（表 6）．
　半夏瀉心湯は半夏・黄芩・黄連・人参・大棗・
甘草を含み，黄連湯は，半夏瀉心湯から黄芩を除
き桂皮を加えた処方である．また小柴胡湯は，柴
胡・黄芩・半夏・生姜・大棗・人参・甘草から構
成されている．黄連・人参・甘草・桂皮・柴胡・
生姜は抗潰瘍作用を，また黄芩・黄連・人参・甘
草・柴胡・生姜は抗炎症作用を有し，これらの薬

表 5　抜歯後疼痛に対する漢方治療のエビデンス

論文 年 評価研究種類 対象人数 主な結果漢方方剤

抜歯後
疼痛

吉野　晃 他36）

神谷　浩37）

神谷　浩38）

2000

1994

1993

A

A

A

症例集積

症例集積

症例集積

60

20

40

抜歯を受けた患者に対し，やや有効以
上が 60 例中 47 例（78.3%）

抜歯を受けた患者に対し，やや有効以
上が 20 例中 17 例（85.0%）

抜歯を受けた患者に対し，やや有効以
上が 40 例中 38 例（95.0%）

立効散

立効散

桔梗湯
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理的作用が口内炎に対し効果的に作用していると
考えられる．
　十全大補湯は当帰・川芎・芍薬・地黄・人参・
蒼朮・甘草・桂皮・黄耆を構成生薬とし，芍薬・
地黄・人参・蒼朮・甘草・桂皮に抗潰瘍作用が，
当帰・川芎・芍薬・人参・甘草に抗炎症作用が認
められている．和田ら43）が対象としたのは放射
線治療中の口腔癌患者で，体力・免疫力が低下し
ていることが想像される．十全大補湯は免疫賦活
作用があり44），体力の低下，疲労倦怠，食欲不振
などに用いられていることから，直接的な抗潰瘍
作用や抗炎症作用のみならず，体力を向上させる
ことにより，口内炎の治癒も早めたと考えられる．

おわりに

　臨床研究報告に基づき，西洋医学的視点から疾
患別に漢方処方の有効性を評価した．本来，漢方
治療は，構成生薬から漢方処方（方剤）の特性を
理解し，東洋医学理論に基づき，四診（望診・聞
診・問診・切診）から患者の証を診断し，方剤を
決定する．しかし，主に西洋医学を学んできた我々

歯科医師にとって，東洋医学理論は理解しづらい
点も多く，習得するにも時間を要する．今回選択
した文献の中には，証を限定し漢方治療を行った
ものもあるが，西洋医学的診断名に基づいて処方
したものがほとんどであり，臨床研究で高い有効
性を示した方剤は，病名処方で用いても効果が期
待できると思われる45, 46）．

本論文に関して開示すべき利益相反状態はない．
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