こどものカラダとこころを癒す漢方薬 ❺

ハナが気になる季節̶̶こどものアレルギー性鼻炎の漢方療法
池野

一秀

長野松代総合病院小児科部長（長野市）

先生（関西医科大学）の調査によると，半分以上の患
者さんが，「処方された薬で症状が十分に抑えられな

●花粉症にも漢方治療は有効

かった」と答えています。さらに，「症状が早く抑え
現在，日本の大人の４人に１人は花粉症があるとい

られなかった」
「次の内服までに薬の効果が続かなかっ

われ，まさに国民病といえる状態です。最近，小児で

た」という訴えがあげられています。一方，「薬で眠

も花粉症の患者さんが増えており，小児科医が治療に

気が出た」という不満もあります。これは，抗ヒスタ

関わる機会も多くなっています。花粉症の治療に漢方

ミン剤の副作用だと思われます。

薬は非常に効果がありますが，一般に広く使われてい

一方，漢方薬は，その人の体質に合わせて薬を選ば

るとはいえません。実際，耳鼻咽喉科学会が発表した

なければならないという難しさがありますが，漢方の

鼻アレルギーガイドラインでは，ステロイド点鼻薬と

知識をもった専門医が処方すると高い有効率が得られ

抗アレルギー剤の記載が中心で，漢方薬についてはわ

ます。例えば，大阪の今中政支先生は，８割から９割

ずか数行しか述べられていません。しかし，ガイドラ

という漢方薬の有効率を『日本東洋医学雑誌』に報告

インに沿った西洋医学的な治療で，花粉症は治まるの

しています（図２）２）。また，花粉症の治療に使われ

でしょうか。

る漢方薬では，眠気の副作用はありません。

2011 年の調査で，医師の治療を受けている花粉症
患者の７割が「症状が抑え切れていない」と治療に不

●小青竜湯の有効率

満をもっていることが報告されました。しかも，「治
療していても普段通りの生活ができない」と訴える人

さて，みなさんは花粉症の治療薬としてどんな漢方

は９割に達しました。この調査は，
製薬会社Ｍが，インターネットで
全国の 10 〜 50 歳代の患者さん

図１

花粉症治療への不満（久保伸夫による）

1,031 人を対象に実施したもので
症状が十分に抑えられなかった

す。つまり，医師がガイドライン
に従って一所懸命治療しても，多

症状が早く抑えられなかった

発症後治療（n＝496）

次回の服用時まで効果が持続しなかった

くの患者さんは花粉症の症状に悩
まされていることになります。

服用したらすぐ眠気が出た

初期治療（n＝371）

別の研究では，患者さんの不満
の理由が詳しく調べられています
（ 図 １） １）。2006 年 の 久 保 伸 夫
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薬を思い浮かべるでしょうか。数ある処方の中でも日
本人の体質に広く合っているのは，小青竜湯だと思い

●小青竜湯と大青竜湯

ます。実際，小青竜湯は日本人を対象にプラセボとの
小青竜湯の処方名の「青竜」は，構成生薬の１つで

比較対照試験が行われ，有効性が証明されています。
馬場駿吉先生（名古屋市立大学耳鼻咽喉科）の研究に

ある麻黄を指すといわれます。一方，古代中国の思想

よると，症状別の効果では，くしゃみ発作に対して６

では東西南北を守る四種の神が存在し，「青竜」は東

３）

割，鼻閉に対して７割の有効率でした（表） 。ただ

の方向の守り神を意味します。漢代の都があった中原

し，この場合，西洋医学的な病名投与で，東洋医学的

から東を見ると東シナ海があります。海は，湿って暑

な「証」が十分に吟味されていません。全例に小青竜

い場所なので，そこを守る青竜にちなむ小青竜湯は体

湯を投与していますので，小青竜湯が効かなかった人

の余分な水分と熱を取る処方という意味があります。

でも，別の漢方薬が有効である可能性があります。

つまり，鼻水やくしゃみ，鼻の炎症を抑える作用をもっ
ています。しかし，それならば，
「青

図２

竜湯」でよいのではないでしょう

麻黄剤の有効率（今中政支らによる）
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＋越婢加朮湯で代用します。患者
さんによっては，結膜炎の症状の
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方が，鼻炎より重く，鼻に関しては大青竜湯を使うほ

まりに効果があります。赤ちゃんの鼻づまりで夜間に

どではない場合があります。こうした症例には，越婢

寝苦しいとか，おっぱいが飲みにくい場合に，麻黄湯

加朮湯単独でも効果があります。大青竜湯も越婢加朮

を指に付けてなめさせるだけでも，鼻の通りがよくな

湯も麻黄の含有量が多く胃腸への負担が重いので，体

ります。三重県の山際幹和先生は，10 歳前後の小児

質的に胃腸が虚弱な人には注意が必要です。

アレルギー性鼻炎の患者さんに麻黄湯を投与し，30
分後に音響鼻腔計測という方法で鼻の中の容積を測
り，鼻の通りがよくなることを証明しました（図３）４）。

●虎龍湯とは

花粉症の場合，鼻だけでなく眼の痒みもつらいもので
大青竜湯は，よく効く処方ですが，麻黄湯＋越婢加

すが，眼の痒みには，前述した越婢加朮湯や大青竜湯

朮湯のエキス剤で代用する場合，麻黄の総量が 11 ｇ

など熱を取る処方で効果があります。それでも痒みが

となり，胃腸への影響が危惧されます。そこで最初に

治まらないなら，熱と痒みを止める消風散は速効性が

ご

こ とう

ご紹介した今中先生は，小青竜湯に五虎湯を併用して

しょう ふう さん

あるので，頓服としても使われます。

こ りゅう とう

炎症制御に優れた方剤を創作し，「虎 龍 湯 」と命名し
ました。有効率は大青竜湯の 72％を凌ぐ 87％で，花

●季節による処方の使い分け

粉症による咽頭症状にも効果的だったそうです。私も，
「症状が重く大青竜湯を使いたいところだけれど，胃

スギ花粉症の出現は，年によって前後しますが，２

腸が心配」といった患者さん向けに愛用させていただ

月の寒いころから始まり，連休前後まで続きます。そ

いています。虎龍湯の命名には，大阪の今中先生なら

の間，症状の出始めはまだ気温が低いので，麻黄附子

ではのこだわりがあります。なぜ「竜虎湯」ではなく

細辛湯から始め，春先は小青竜湯，暖かくなって目の

「虎龍湯」かというと，「虎＝タイガー」が「竜または

痒みが強ければ越婢加朮湯，さらに炎症が強くなれば

龍＝ドラゴン」の前にある点が，大阪の野球ファンの

大青竜湯というように 1 人の患者さんでも証が次々

思いを表現しているようです。

に変わることがあります。また，年によって花粉の飛
散量も気温の変化も違うので，１つの処方を漫然と長
期投与するのではなく，数週間ごとに患者さんの症状

●冷え性のアレルギー性鼻炎

を観察し，気温の変化も予想しながら処方を調節する
ま

一方，胃腸が弱く体が冷えて鼻水が出る場合は，麻
おう ぶ

のが，悩ましくもあり，楽しみでもあるといえます。

し さい しん とう

黄附子細辛湯がよく効きます。麻黄と附子が体を温め，
鼻水を止めます。花粉症の始まりの時期は，まだ気温

図３

も低く，朝の冷たい空気で鼻水がとめどなく流れてき
ます。そのような場合に麻黄附子細辛湯が使われます。
麻黄附子細辛湯でも，胃腸症状が出てしまう場合は桂
し

か じゅつ ぶ とう

りょう かん きょう み しん げ

枝加朮附湯，さらに胃腸が弱い場合は，苓甘姜味辛夏
にん とう

仁湯がよいでしょう。いずれも胃腸に負担をかける麻
黄が入っていません。苓甘姜味辛夏仁湯は体を温め，
鼻の粘膜に溜まった水分を取る作用があります。ただ
し，麻黄が入らない分，切れ味は劣ります。
●赤ちゃんの鼻づまりに麻黄湯
麻黄を主成分とした麻黄湯は，花粉症に限らず鼻づ
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右＋左鼻腔容積

けい

麻黄湯服用後の鼻腔容積の推移− AR による測定
（山際幹和による）

8
6
4

（cm3）2
0
服用前 1〜13 分

服用後 28〜60 分
Wilcoxon の符号付順位検定 , p＝0.0002

アレルギー性鼻炎男児 14 名，女児 11 名。
年齢分布 5.6 〜 14.9 歳，平均 9.6 歳。
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満足していない患者さんからの，漢方への期待は大き
●副作用を逆手にとって

いと思います。適切な漢方治療を，より多くの患者さ
んたちに届けるのが，我々漢方を嗜むものの役割です。

西洋薬で花粉症治療の中心となる抗ヒスタミン剤
は，眠気を伴います。そのため，薬の種類によっては
内服中に自動車の運転ができない場合もあります。さ
らに，春先は受験の季節ですが，受験生は眠気を最も
嫌うので，薬を飲まずに我慢しているという話も聞き
ます。一方，漢方薬には，眠気が問題になる処方はあ
りません。むしろ，麻黄を含む処方は，眠気覚ましに
なります。これを利用して，抗ヒスタミン剤と漢方薬
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を併用することによって眠気を打ち消すという作戦も
あります。
麻黄は，主な有効成分としてエフェドリンを含んで
います。実は，エフェドリンは，1885（明治 18）年
に日本人の長井長義先生が麻黄から抽出した物質で
す。エフェドリンを基原にした薬としては，覚醒作用
のあるヒロポンや，咳止めのメチルエフェドリンが有
名です。このように，麻黄を含む処方は，交感神経刺
激作用があるので，副作用を起こしやすい狭心症・心
筋梗塞・高血圧症・腎障害・排尿障害・甲状腺機能亢
進症のある患者さんには慎重投与となっています。
麻黄以外にも，甘草による低カリウム血症の可能性
も忘れてはいけません。甘草は，小青竜湯に多く含ま
れます。また，麻黄附子細辛湯や桂枝加朮附湯は，量
は少ないのですが，トリカブトを原料とする毒性を弱
めた附子を含むので，舌のしびれなどの副作用に注意
します。
●花粉症における漢方薬の役割
現在では，各種疾患に対して学会主導のガイドライ
ンが発表され，成果を上げています。しかし，花粉症
治療に関しては，患者さんが十分に満足していないこ

イラスト・池野一秀

とを最初にお話ししました。これに対し，九州看護福
祉大学の江頭洋祐先生は，「現行のガイドラインでは
万人共通の画一的治療の指示のみで，個人の体格差に
応じた全人的診断治療への対策は欠けているといわざ
るをえない。そしてその欠陥を埋めるのが漢方の大事
な役割である」と述べています。現行の花粉症治療に
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