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はじめに

平成２４年４月から，「歯科関係薬剤点数表」に７
種類の漢方薬が歯科で初めて収載されるに至った１）。
７種類の漢方薬とは，立効散（抜歯後疼痛），半夏
瀉心湯（口内炎），黄連湯（口内炎），茵�蒿湯（口内
炎），五苓散（口渇），白虎加人参湯（口渇），排膿散
及湯（歯周組織炎）である。筆者は東京歯科大学歯科
麻酔学講座に在籍していた折，水道橋病院ならびに
千葉病院歯科麻酔科外来におけるペインクリニック
で，好んで漢方薬をそれらの治療に応用してきた。
本臨床ノートではこれら７種類の漢方薬を中心に，
漢方薬について解説をしてみたい。

漢方とは

漢方は中国から伝わった伝統医学が我が国流の発
展をとげたものである。江戸時代に蘭方という言葉
があったのと同様に，漢方とは，漢すなわち中国か
ら伝来した医学を示している。古から我が国は中国
と交流があり，当然医学の面でも多大な影響を受け
てきた。そしてその医学は日本流にアレンジされな

がら発展してきた。漢方（日本の伝統医学なので和
漢ともいう）は，中国の後漢時代の名医，張仲景に
よって編纂された「傷寒雑病論」を基本としてい
る。「傷寒雑病論」はいわば処方集で，症例集とも
言える。例えば，「発熱，悪風，汗出，舌淡紅，苔
薄白，脈浮緩」などの証候表現があれば桂枝湯を用
い，「頭痛，発熱，身疼，腰痛，骨節疼痛，悪風，
無汗，喘」などの証候表現があれば麻黄湯を用いる
といった具合である。この方法を方証相対と言い，
「この証（症状）があればこの方剤を用いる」という
方法である。現在，我が国の健康保険診療で用いら
れる漢方のエキス剤（医療用漢方製剤）は１３０種類以
上あり，それらの多くは「傷寒雑病論」に収載され
た処方である。

漢方薬の特徴

漢方薬とはどのようなものなのか。ここにその特
徴をいくつか挙げたいと思う。
① 漢方薬は複数の生薬から構成されている

漢方薬には複数の効果をもつ生薬が複数配合さ
れている。例えば，よく知られているものに葛根
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湯がある。葛根湯というと，初期の風邪に効くと
いうイメージがあるかもしれない。実は葛根湯は
７種類の生薬で構成されているので，様々な病態
に効果がある。頭痛や感冒，肩こりや神経痛など
に効果がある。このように，漢方薬は必ず複数の
効果を持つ生薬が，複数配合されているため，複
数の要因による疾患や，責任病巣が明らかでない
場合に対しても有効なことがある。具体的には血
液循環の改善，炎症の抑制，体力増強，免疫調
整，自律神経機能調整などの機序により効果をあ
げる。歯科においても，なかなか治らず繰り返さ
れる口内炎，歯周炎，口腔乾燥症，味覚異常，口
臭，舌痛症，顎関節症，非歯原性歯痛，神経痛，
顔面痛などに対して有効なことがある。以上から
漢方薬は心身全体の調子を整え，複合的に病気を
治療するという戦略をとっている。

② 処方は診断名によらない
処方は診断名に対して行われるのでなく，患者

の体質，疾患の増悪因子（寒冷，湿気，疲労な
ど），臨床症状の違いによっていくつかのタイプ
に分類した上で行われる。例えば白虎加人参湯
は，赤ら顔，目の充血，口中の熱感，口臭，口
渇，便秘などの症状を目標に処方される。これら
の症状を呈する患者は，舌質の色が紅色で，舌苔
は厚く黄色であることが特徴である。以上の臨床
症状があれば，診断名によらず，白虎加人参湯を
処方候補として検討する。実際に口内炎や口腔乾
燥症，三叉神経痛，糖尿病などに処方されてい
る。

③ 漢方薬にも副作用がある
例えば，②に示した白虎加人参湯－身体の熱を

さます薬－適応の体質の患者に，身体を温める漢
方薬を処方したら，症状はむしろ増悪してしま
う。このように体質に合わせた処方が必要であ
る。また，漢方薬を構成している生薬にも副作用
がある（表１）２）。例えば，白虎加人参湯に含まれ
ている人参は血圧上昇やのぼせ，不眠などがあ
り，甘草にはむくみ，体重増加，低カリウム血症
などがある。運用方法を誤らないこと，構成して
いる生薬についても効能と副作用の知識を持つこ
とが大切である。

７種類の漢方薬

「歯科関係薬剤点数表」に収載されている漢方薬
について解説する。
① 立効散（図１）３，４）

抜歯後の疼痛，歯痛に効果がある。また，口腔
顎顔面領域の慢性疼痛に有効な場合がある。鎮痛
作用は非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）に比べ
て弱く，とくに難抜歯後の鎮痛効果は期待できな
いと考えている。一方で，NSAIDs による胃腸障
害が懸念されたり，薬物誘発性喘息（アスピリン
喘息）によりアスピリンや酸性非ステロイド性抗
炎症薬の使用ができない場合に，処方を検討す
る。立効散は，防風，細辛，升麻，竜胆，甘草の
５種類の生薬から構成されている。このうち，防
風・細辛が温性で，痛みや腫れを発散し，升麻・
竜胆が寒性で，熱をさまし炎症を緩和する。全体
として寒熱のバランスがとれた鎮痛薬となってい
るので，体質を考慮せずに使用ができる。また，
細辛には局所麻酔作用があるので，歯痛や粘膜の
痛みに対しては，口腔内にしばらく含んで服用す
れば鎮痛効果が得られる。

② 半夏瀉心湯（図２）３，４）

胃腸の働きをよくして，食欲不振や胃もたれ，

表１ 漢方薬を構成している生薬の副作用２）

生薬名 起こりうる副作用

甘草 偽アルドステロン症（脱力感，浮腫 低カリウム
血症）

麻黄 血圧上昇 動悸 発汗過多 脱力感 頻脈 不眠
興奮 尿閉 排尿障害 食欲不振 腹痛 下痢
など

附子 心悸亢進 のぼせ 熱感 顔面紅潮 蟻走感
舌のしびれ 悪心

桔梗 胃腸障害

人参 高血圧 興奮 のぼせ 不眠 手足の浮腫 湿疹
蕁麻疹

大黄 流産の危険性 腹痛 下痢

地黄 嘔気 胃痛 食欲低下 腹痛 下痢

桃仁 腹痛 下痢 めまい 嘔吐

芒硝 腹痛 下痢

当帰 胃痛

桂皮 湿疹 蕁麻疹
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吐き気や嘔吐，腹鳴，下痢などを治す漢方薬であ
る。みぞおちにつかえがある患者が適応である。
また，これらの症状を伴う場合や精神不安を伴う
口内炎に効果がある。半夏瀉心湯は，半夏，黄
�，黄連，乾姜，人参，大棗，甘草の７種類の生
薬から構成されている。半夏が吐き気を抑え，黄

�・黄連はみぞおちの張りやつかえをとり，熱を
さまし炎症を緩和する。乾姜はお腹を温めて腹
鳴，腹痛，下痢を止める。人参は気を補い，大
棗，甘草には健胃作用がある。半夏瀉心湯適応の
口内炎は，炎症や痛みの程度が比較的強いのが特
徴である。そして，胸の煩悶感，精神不安，いら

図１ 立効散

図２ 半夏瀉心湯

図３ 黄連湯

図４ 茵�蒿湯

図５ 五苓散

図６ 白虎加人参湯

図７ 排膿散及湯
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いら，不眠，口渇などの症状をよく伴う。また，
舌の先端は紅色を呈し，舌苔は薄く黄色である。

③ 黄連湯（図３）３，４）

黄連湯は，半夏瀉心湯から熱をさます黄�を除
き，温める作用をもつ桂皮を加えた漢方薬であ
る。半夏瀉心湯を用いる病態のうち，みぞおちの
張りやつかえがない場合に用いる。また，腹部の
冷え・腹痛が強いときにも適した処方である。一
方で二日酔いにもよく使われる。

④ 茵�蒿湯（図４）３，４）

茵�蒿湯は，茵陳蒿，山梔子，大黄の３種類の
生薬で構成され，これらの生薬はすべて熱をさま
す作用を持ち，炎症性疾患に効果がある。また，
大黄は便秘にも効果がある生薬である。茵�蒿湯
は黄疸によく用いられるほか，じんましんや口内
炎にも効果がある。茵�蒿湯適応の口内炎は，灼
熱感を伴う強い痛みを呈する。それにともなっ
て，しばしば赤ら顔，のぼせ，口中の熱感，いら
いら，便秘を伴う。また，舌は紅色を呈し，舌苔
は厚く黄色である。

⑤ 五苓散（図５）３，４）

体内の水分バランスを調整する４種類の利水薬
（猪苓，沢瀉，蒼朮，茯苓）に桂皮を加えた漢方薬
である。桂皮は身体を温めて利水薬の効能を補佐
する。五苓散は，水分の代謝異常を改善し，無駄
な水分は取り除き，身体全体での水分バランスを
とる。水分の停滞によって引き起こされる口渇，
尿量減少，浮腫，悪心，嘔吐，めまい，頭痛，二
日酔い，下痢などに効果がある。例えば飲酒のあ
とで，水を多量に飲んでも口渇が改善しないこと
をよく経験するが，この症状に対して五苓散は，
組織間や消化管内に多量に存在している水分を血
管内に引きこみ，余分な水分は尿として排泄さ
せ，身体全体の水分バランスを是正し，口渇を改
善する。この時，舌は湿潤で舌苔は厚く白色を呈
することが多くある。

⑥ 白虎加人参湯（図６）３，４）

熱をさます石膏，知母と胃を保護する粳米，甘
草で構成されている白虎湯に滋養・滋潤作用をも
つ人参が加えられた漢方薬である。発熱性炎症に
脱水を伴った口渇，発汗を呈する場合に使われ，
強力に消炎，解熱する。赤ら顔，目の充血，口中

の熱感，口臭，口渇，便秘，舌質紅色，舌苔黄色
などが使用目標である。シェーグレン症候群や糖
尿病による口腔乾燥症，口内炎，三叉神経痛など
に効果がある場合がある。

⑦ 排膿散及湯（図７）３，４）

桔梗，枳実の排膿作用と芍薬，甘草の消炎作用
を利用し，皮膚や口腔，咽喉の化膿性炎症で排膿
が不十分な場合に使用する。口腔内では，歯肉に
腫脹，疼痛があり，瘻孔や歯肉縁から膿汁が認め
られる場合などに有効である。また，急発の歯周
炎や智歯周囲炎，切開排膿消炎処置後に抗菌薬と
併用することで，治癒効果を促進する。

おわりに

本臨床ノートでは，「歯科関係薬剤点数表」に収
載された７種類の漢方薬について解説した。歯科の
技術，抗菌薬や鎮痛薬などは急性疾患に有効であ
る。一方で漢方薬はなかなか治らない症例，すなわ
ち慢性疾患に有効であると言える。例えば，難治性
の口内炎や歯周炎に対し，通常の歯科治療に漢方薬
を併用するとより効果が期待できるかもしれない。
また，三叉神経痛に対しては副作用の多い抗けいれ
ん薬の投与量を減らすことができる可能性がある。
自律神経機能の調整や体質を改善・強化し，病気へ
の抵抗性を高めることができる漢方薬は生活習慣病
や慢性疾患が多い昨今，きっと福音をもたらす可能
性があると考えている。

口腔顔面領域に使えることができる漢方薬は，実
はまだまだたくさんある５）。実際は口腔顔面領域に
使うことができる漢方薬が相当数あるのに，診療上
制約があるのは大変残念なことである。今後，漢方
薬の普及の促進とそれを支援する歯学教育，卒後教
育の充実を図っていかなければならない，と考えて
いる。
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