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以下の記載は、表題の診療ガイドラインから漢方製剤に関する記述を抽出したものです。診療にお

いて漢方製剤を使用される場合には、必ず、ガイドライン全体をお読みになり、その位置づけを正し

く理解された上で行ってください。 
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Grading Scale of Strength of Evidence  

A (強) : 効果の推定値に強く確信がある 

B (中) : 効果の推定値に中等度の確信がある 

C (弱) : 効果の推定値に対する確信は限定的である 

D (とても弱い) : 効果の推定値がほとんど確信できない 

 

Grading Scale of Strength of Recommendation 

1: する (しない) ことを強く推奨する 

2: する (しない) ことを弱く推奨する (提案する) 

■A37-1牛車腎気丸 

疾患: 

慢性腰痛症 

CPG中の Strength of Evidence: 

D (とても弱い) : 効果の推定値がほとんど確信できない  

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: する (しない) ことを弱く推奨する (提案する) 

引用など: 

Hamaguchi T, et al. Goshajinkigan for low back pain: An observational study. Journal of 

Alternative and Complementary Medicine 2007; 23: 208-13. 

■A37-2抑肝散 

疾患: 
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神経障害性疼痛 

CPG中の Strength of Evidence: 

D (とても弱い) : 効果の推定値がほとんど確信できない  

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: する (しない) ことを弱く推奨する (提案する) 

引用など: 

Nakamura Y, et al. Efficacy of traditional herbal medicine, Yokukansan on patients with 

neuropathic pain. Masui 2009; 58: 1248-55. 

■A37-3芍薬甘草湯 

疾患: 

有痛性脚痙攣 

CPG中の Strength of Evidence: 

D (とても弱い) : 効果の推定値がほとんど確信できない  

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: する (しない) ことを弱く推奨する (提案する) 

引用など: 

1) Hyodo T, et al. Immediate effect of Shakuyaku-kanzo-to on muscle cramp in hemodialysis 

patients. Nephron Clinical Practice 2006; 104: c28-32. 

2) Takao Y, et al. Shakuyaku-kanzo-to (Shao-Yao-Gan-Cao-Tang) as treatment of painful 

muscle cramps in patients with lumbar spinal stenosis and its minimum effective dose. Kobe 

Journal of Medical Sciences 2016; 61: E132-7. 

■A37-4加味逍遙散 

疾患: 

舌痛症 

CPG中の Strength of Evidence: 

C (弱) : 効果の推定値に対する確信は限定的である  

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: する (しない) ことを弱く推奨する (提案する) 

引用など: 

神農悦輝, ほか. 舌痛症に対する漢方薬の使用経験. 痛みと漢方 2005; 15: 77-81. 
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■A37-5桂枝加朮附湯、修治ブシ末 

疾患: 

帯状疱疹後神経痛 

CPG中の Strength of Evidence: 

D (とても弱い) : 効果の推定値がほとんど確信できない 

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: する (しない) ことを弱く推奨する (提案する) 

引用など: 

Nakanishi M, et al. Efficacy of traditional Japanese herbal medicines-Keishikajutsubuto (TJ-

18) and Bushi-matsu (TJ-3022) -against postherpetic neuralgia aggravated by self reported cold 

stimulation: A case series. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2012; 18: 686-

92. 

 

＜以上 A37-1~A37-5の記載として＞ 

有効性に関する記載ないしその要約: 

『CQ21: 漢方薬は慢性疼痛治療に有効か？』に対して、下記の記載がある。 

『Ans: 慢性疼痛治療に対する漢方薬の効果と安全性は、現時点ではエピデンスに乏しく、

不明である。』 

『解説: 慢性疼痛に対する漢方薬の投与は、 日常診療で幅広く行われており、その有効性

の報告も少なくない。慢性腰痛症に対する牛車腎気丸、 神経障害性疼痛に対する抑肝散、

有痛性脚痙攣に対する芍薬甘草湯、舌痛症に対する加味逍遙散、帯状疱疹後神経痛に対

する桂枝加朮附湯およびブシ末などはその代表的な例である。しかしながら、慢性疼痛に対

する漢方薬の有用性について多数例を対象とした質の高い臨床研究はほとんど行われてい

ないのが実情であり、現時点で、その効果や安全性を明確に示すことはできない。』 

■A37-6呉茱萸湯 

疾患: 

慢性頭痛 

CPG中の Strength of Evidence: 

C (弱) : 効果の推定値に対する確信は限定的である 

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: する (しない) ことを弱く推奨する (提案する) 

引用など: 
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Odaguchi H, et al. The efficacy of goshuyuto, a typical Kampo (Japanese herbal medicine) 

formula, in preventing episodes of headache. Current Medical Research and Opinion 2006; 22: 

1587-97. 

EKAT構造化抄録 ［PDF］ 

有効性に関する記載ないしその要約: 

『CQ21: 漢方薬は慢性疼痛治療に有効か？』に対して、下記の記載がある。 

『解説: 数少ない報告として、呉茱萸湯が有効であった慢性頭痛患者を呉茱萸湯群とプラセ

ボ群とに無作為に割りつけ、呉茱萸湯投与群において頭痛発症日数が減少したとする報告

がある。証に配慮したやや特殊なデザインの研究ではあるが、呉茱萸湯の慢性頭痛予防効

果を示したといえる。』 

■A37-7防已黄耆湯加修治附子末 

疾患: 

変形性膝関節症 

CPG中の Strength of Evidence: 

D (とても弱い) : 効果の推定値がほとんど確信できない 

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: する (しない) ことを弱く推奨する (提案する) 

引用など: 

西澤芳男, ほか. エビデンスに基づいた漢方医療: 各種疾患に対しての処方 (2) : 変形性

膝関節症に対する防已黄耆湯加修治附子末の治療効果: Evidenceへの試み: Loxoprofen 

sodium との 10年間前向き無作為比較試験. Pharma Medica 2007; 25: 15-21. 

EKAT構造化抄録 ［PDF］ 

有効性に関する記載ないしその要約: 

『CQ21: 漢方薬は慢性疼痛治療に有効か？』に対して、下記の記載がある。 

『解説: 変形性膝関節症に対して防已黄耆湯加修治附子末とロキソプロフェンナトリウムと

の治療効果を、10年間、前向きに検討した長期前向き盲検 RCTがあり、ADL改善度 (他

動運動痛、自発痛、圧痛、膝頭骨跳動軟部腫脹、局所熱感、慢性疼痛スコア、健康関連

QOLスコア) において防已黄耆湯加修治附子末がすぐれていたとしているが、内容に不明

確な点が多く、更なる検討を要する。』 

■A37-8ブシ末 

疾患: 

鎮痛効果 

CPG中の Strength of Evidence: 

http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/er/pdf/060017.pdf
http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/er/pdf/070016.pdf
http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/er/pdf/070016.pdf
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D (とても弱い) : 効果の推定値がほとんど確信できない 

CPG中の Strength of Recommendation: 

2: する (しない) ことを弱く推奨する (提案する) 

引用など: 

福田佳弘. ブシ末 (調剤用) 「ツムラ」を漢方処方薬に併用投与した症例における鎮痛効

果・安全性及び用量の検討. 痛みと漢方 2008; 18: 25-30. 

有効性に関する記載ないしその要約: 

『CQ21: 漢方薬は慢性疼痛治療に有効か？』に対して、下記の記載がある。 

『解説: ブシ末 (調剤用)  (ツムラ) の鎮痛効果を示した報告があるが、盲検化、対照薬の

設定がなく、慎重な評価が必要である。』 

 

＜以上 A37-1~A37-8の記載として＞ 

副作用に関する記載ないしその要約: 

『漢方薬の副作用として、甘草による偽アルドステロン症、黄ゴンによる薬剤性間質性肺炎

や薬剤性肝障害、麻黄による過剰なβ刺激作用、附子によるアコニチン中毒、山梔子による

腸間膜静脈硬化症などが知られており、漢方薬を投与する際には、その構成生薬にまで、

関心を持つべきである。また、ステロイド薬やループ利尿薬と甘草の併用のように、副作用

発現のリスクを高める組み合わせもあり、併用薬との相互作用にも注意が必要である。』 

『慢性疼痛に対する漢方薬の効果・安全性は確立しておらず、個別の症例で、きめ細かく、

有効性の判定と副作用発現の有無を評価していくことが大切であり、適応病名のみに従っ

て、漫然と長期投与を行うことは避けるべきである。』 

■A37-9牛車腎気丸 

疾患: 

末梢神経障害の悪化 

引用など: 

Oki E, et al. Preventive effect of Goshajinkigan on peripheral neurotoxicity of FOLFOX 

therapy (GENIUS trial) : A placebo-controlled, double-blind, randomized phase III study. 

International Journal of Clinical Oncology 2015; 20: 767-75. 

 EKAT構造化抄録 ［PDF］ 

副作用に関する記載ないしその要約: 

『近年、牛車腎気丸の投与によって化学療法に伴う末梢神経障害がむしろ悪化したとの報

告もあり、漢方薬が目的とした症状を増悪させることもあり得ることにも留意が必要であろ

う。』 

http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/er/pdf/150006.pdf

