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抄　　録：抑肝散は2005年以降，認知症の周辺症状であるBPSD（behavioral and psycho -
logical symptoms of dementia）に対して臨床で無作為比較対象試験が行われる
ようになり，これに伴い基礎研究も最近10年程で急激に進展し各病態モデルで解
析が進められている。作用としてベンゾジアゼピン系，セロトニン系，グルタミン
酸系，視床下部─下垂体─副腎系などへの関与が解明されつつある。本稿では抑肝
散の行動異常に対する効果に焦点を置き，作用別そしてモデル別に分類し概説する。

Abstract： The present article reviews the current and possibility of Japanese Kampo
medi cine yokukansan for behavioral dysfunction in several experimental
dementia models.  Basic researches of yokukansan for behavioral dysfunction
have progressed rapidly in the past decade.  Accumulating clinical randomized
controlled trials have also showed effect of yokukansan on patients with
behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD).  Clinical benefits
in yokukansan should require more basic studies before definitive treatment for
BPSD.
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緒　　言

国際的に増加が危惧されている認知症は，近年
わが国においても高速道路の逆走などで社会問題
になってきている 1）。今後，団塊の世代が最初に後

期高齢者となる 2025 年に備え，厚生労働省は医療
および介護などを地域内で完結させるシステムで

ある「地域包括ケア」を提言しており，その中に認
知症対策も含まれている 2）。認知症は記憶障害の

みならず，周辺症状 BPSD（behavioral and psycho -
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logical symptoms of dementia）もみられることから，

介護の負担が大きいのが現状である。

現段階での認知症に対する医療であるが，主に

進行を遅らせる目的で脳内コリン作動薬であるド

ネペジルおよび NMDA（N-methyl-D-aspartate）受
容体拮抗薬であるメマンチンが使われている。

BPSDに対する決定的治療薬はまだ存在しないが，

抑肝散が BPSDに対して有効である症例数 50 を超
える無作為比較対照試験が散見されておりエビデ

ンスが集積されつつある 3〜6）。一方，基礎研究に

よる抑肝散の作用機序解明は，科学的根拠に基づ

く EBM（evidence based medicine）に役立つと考え

られる。抑肝散が BPSDの治療薬になることで，

患者および家族の生活の質の向上につながり，地
域包括ケアでの認知症対策の柱の一つになると考
えられる。今後，基本診療科である脳神経外科の

診療においても，血管性認知症を中心に認知症患
者が増加することが考えられる。本稿では，診療
に役立つ知識として，行動異常に対する抑肝散の

基礎的検証について概説する。

抑肝散の基礎研究の動向

抑肝散の基礎研究に関して，PubMedを用いて

2016 年 2 月時点で検索を行った。検索のキーワー

ドとして，まず“yokukansan”および in vivo 研究を

対象とするため“rodent”を入力したところ，65 件
検索された。今回は行動異常に焦点を当てるため，

“behavior”を追加で入力したところ 32 件が検索さ

れた。この 32 件のうち，総説，抑肝散に直接関係
ない研究，行動学的評価を行っていない研究など

の 6 件を対象外とし，残り 26 件 7〜32）の研究を対
象とした（Table 1）。最も古い文献が 2008 年の報
告であることから，抑肝散の基礎研究は最近 10 年
間で急激に進展したと言える。これは 2005 年
Iwasakiらの報告から始まった臨床無作為対象試験
が契機になっているものと考えられる。

本稿で対象とする 26 件のうち，BPSDの主症状
である攻撃性に対する研究が 9 件 7〜15），不安症状に

対する研究が 4 件 16〜19）みられた。その他，薬剤誘

発頚部攣縮モデル 20），遺伝子改変 AD（Alzheimer's
disease）モデルの行動異常 21,22），皮膚炎モデルでの

掻破行動 23,24），チアミン欠乏による行動異常 25,26），

薬剤誘発パーキンソン病モデルでの行動異常 27），

虚血（／再灌流）モデルでの行動異常 28,29），モルヒネ

耐性や依存による行動異常 30），適応障害モデル 31）

や神経発達障害モデル 32）などの様々なモデルが用
いられ，抑肝散の行動異常に対する研究が行われ

ている。

行動異常モデルにおける抑肝散の効果

1. 抗攻撃性作用

認知症患者の攻撃的症状は BPSDの中でも，家
族や介護者にとって負担の大きい症状と言える。

様々な攻撃行動モデルが報告されており，隔離飼
育 7〜10），亜鉛欠乏食 11），隔離飼育および亜鉛欠乏
食 12），脳内セロトニンを低下させる para-chloro -
amphetamine処置 13），Aβ（amyloidβ）タンパク脳
室内注入 14,15）などのモデル動物で検討されている。

抑肝散の薬理作用として構成生薬の一つである

当帰が，GABA（γ-amino-n-butyric acid）受容体や

セロトニン 1A（5-HT1A）受容体に作用することか

ら 33），動物実験においても抑肝散の GABA作動
薬 8,10,11）および 5-HT1A作動薬 9,13）としての研究が

みられる。当帰だけでなく釣藤鈎のアルカイド成
分であるガイソシジンメチルエーテルにも 5-
HT1A作動薬としての働きがあることが示唆されて

いる 9）。

神経伝達物質を高速液体クロマトグラフィーで

測定し抑肝散の効果を検討した報告もある。亜鉛
欠乏マウスに対し抑肝散投与により，グルタミン

酸，GABA，セロトニンの脳組織内濃度の正常化
がみられたが，セロトニンに関しては効果がみら

れず，興味ある結果を報告している 11）。またこの

研究では，亜鉛欠乏マウスでみられる血清コルチ

コステロン低下に対し，抑肝散投与によりの有意
の増加を確認している。これはストレスに対して生
じる HPA系（hypothalamus-pituitary-adrenal axis：
視床下部 ─ 下垂体 ─ 副腎系）機能異常に対して抑
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肝散が効果あることを示唆している 11）。

手術により作成したモデルとして，脳室内 Aβ
タンパク注入モデルがある。この研究では抑肝散
と塩酸ドネペジルの比較を行っており，抑肝散は

抗攻撃性効果を認めたが塩酸ドネペジルには認め

なかった。さらにこの研究では抑肝散がアセチル

コリンエステラーゼ活性に影響がないことも確認

しており，ドネペジルとは異なる作用機序である

ことが示唆される 15）。

2. 抗不安作用

不安症状も BPSDの主症状であるが，基礎研究
でもいくつかの報告がみられる。行動試験時の不
安 16），ベンゾジアゼピン受容体拮抗薬 flumazenil

20

Effects First authors Models Doses

anti-aggressiveness

Uchida, 2009 7) social isolation, rats 0.3 g/kg 

Egashira, 2011 8) social isolation, mice 0.3 g/kg

Nishi, 2012 9) social isolation, mice 1 g/kg, 2w

Ueki, 2015 10) social isolation, mice 1 g/kg, 2w

Tamano, 2010 11) zinc deficiency, mice 0.3 g/kg, 2w

Takeda, 2012 12) social isolation & zinc deficiency, mice 0.312 g/kg, 1w

Kanno, 2009 13) para-chloroamphetamine (iv), rats 1 g/kg, 2w

Sekiguchi, 2009 14) Aβprotein (icv), mice 1 g/kg, 3w

Sekiguchi, 2011 15) Aβprotein (icv), mice 1 g/kg, 18d

anti-anxiety

Shoji, 2013 16) anxiety in behavioral test, rats 0.3 g/kg, 2w

Kamei, 2009 17) flumazenil (iv), mice 1 g/kg

Mizoguchi, 2010 18) aged rats 3% diet, 3m

Yamaguchi, 2012 19) foot shock stress, rats 1 g/kg, 2w

others

Egashira, 2008 20) DOI-induced head-twitch, mice 0.3 g/kg, 2w

Tabuchi, 2009 21) AD model, APP transgenic mice 1% diet, 10m

Fujiwara, 2011 22) AD model, APP transgenic mice 1% diet, 5m

Jiang, 2009 23) scratching behavior, isolated NC ⁄ Nga mice 1% diet, 6w

Funakushi, 2011 24) scratching behavior, isolated NC ⁄ Nga mice 1g/kg, 6w

Ikarashi, 2009 25) thiamine-deficiency, rats 1 g/kg, 1m

Iizuka, 2010 26) thiamine-deficiency, rats 1 g/kg, 1m

Doo, 2010 27) Parkinson disease model, MPTP (iv), mice 02〜0.8 g/kg, 12d
Nogami, 2011 28) ischemia, rats 1 g/kg, 2w

Liu, 2013 29) ischemia ⁄ reperfusion, gerbils 0.3 g/kg, 1m

Nakagawa, 2012 30) morphine tolerance, mice 1 g/kg, 3w

Tsuji, 2014 31) emotional abnormality by maladaptation, mice 1 g/kg, 2w

Muneoka, 2015 32) neurodevelopmental disorder model, rats mother ⁄ offspring
co-administration

Table 1 Summary of experimental studies on Yokukansan for behavioral disorders

Aβ: amyloid β, DOI: 2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine, AD: Alzheimer's disease, APP: amyloid precursor protein,
MPTP: 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine , iv: intravenous injection, icv: intra-cerebroventricular injection,
d: day, w: week, m: month
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処置 17），高齢動物 18），フットショックストレス負
荷 19）などで検討されている。

先述の抑肝散の構成生薬である当帰がベンゾジ

アゼピン受容体にも作動することから 33），Kamei
らは flumazenil処置マウスを用いて抑肝散の抗不
安効果を確認している 17）。加齢に伴う不安症状の

研究では，高齢ラットに抑肝散を長期投与するこ

とで前頭前野におけるセロトニンやドーパミンの

低下を改善することが報告されている 18）。また電
気刺激によるフットショックストレス負荷を与え

て作成した不安行動モデルにおいても，抑肝散が

5-HT1A受容体を介して抗不安効果を示したことを

報告している 19）。

近年は，分子生物学的解析も行われており，拘
束などのストレスを与えることで脳内組織に発現
するストレスタンパクである c-Fosを抑肝散によ

り発現を抑制することで，抗不安作用に効果があ

ることも報告されている 16）。

先述の抑肝散の HPA系への関与についても，分
子生物学的解析が行われている。Shimizuらは，

ストレス負荷したマウスに抑肝散を投与すること

により，脳内グルココルチコイド受容体の増加を

報告している。さらに転写後に発現量を調整する

microRNAが関与していることを確認しており，

ストレス負荷モデルにおいて抑肝散が特定の

microRNA発現を低下させグルチコルチコイド翻
訳抑制を解除し，グルココルチコイド受容体を増
加させ，HPA系を正常化させることが示唆されて

いる 34）。

3. その他のモデルでの効果

抗攻撃作用，抗不安作用以外の研究も散見され

ているので紹介する。

セロトニン受容体の中で神経抑制に働く 5-HT1A
受容体の抑肝散研究は多くみられるが，神経興奮
に作用する 5-HT2A受容体の研究もみられる。5-
HT2A受容体作動薬である DOI（2,5-dimethoxy-4-
iodoamphetamine）を用いた頚部攣縮マウスで抑肝
散の効果を報告しており，抑肝散が 5-HT2A受容体
を抑制していると考えられる 20）。なお 5-HT2A受
容体抑制作用は，柴胡，川芎，釣藤鈎などの構成生

薬が複数相互的に関与している可能性がある 10）。

アミロイド前駆タンパク遺伝子改変マウスを用
いた ADモデルを用いた検討では，抑肝散を長期
に投与することで，記憶障害や行動異常に効果が

あると報告している 21,22）。これは抑肝散の構成生
薬である釣藤鈎が Aβタンパクを減少させること

が示唆される 22）。

皮膚科領域ではあるが，自然発症皮膚炎モデル

（アトピー性皮膚炎モデル）である NC ⁄ Ngaマウス

の掻破行動に対し，抑肝散を長期に投与すること

で炎症や掻破行動が減少した。抑肝散の作用機序
として，増加した血清コルチコステロンを有意に

減少させたことから HPA系への作用や 23），皮膚内
の NMDA受容体の増加抑制およびグルタミン酸ト

ランスポーター発現低下の改善が示唆される 24）。

様々な神経症状および行動異常がみられるチア

ミン欠乏モデルに対し，抑肝散が光学および電子
顕微鏡レベルでの神経変性の抑制 25,26）がみられる

ことから，行動異常に効果があることが示唆され

た。また微小透析法を用いて増加した細胞外グル

タミン酸の正常化がみられたことから 25），この現
象においても HPA系への作用が考えられる。

中枢性ドーパミン産生細胞の変性を引き起こす

MPTP（1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine）
処置によるパーキンソン病マウスにおいて，抑肝
散が PI3K ⁄ Akt系を介した効果であることが報告
されている 27）。

認知症のうち，アルツハイマー病に次いで多いの

が血管性認知症であり，脳神経外科診療においても

遭遇する疾患である。血管性認知症の多くは虚血が

関与しており，脳虚血に対する抑肝散の基礎研究も

みられる 28,29）。ラットを用い 10 分間の 4 血管閉塞
を 1 時間間隔で 2 回実施したモデルで生じる不安
行動に抑肝散は有効であった。さらに 5-HT2A受容
体作動薬 DOI処置で生じる震え症状に対しても抑
肝散は有効であった。この結果からも抑肝散が 5-
HT2A受容体抑制効果を示唆している 28）。我々は

砂ネズミを用い両側総頚動脈 5 分間閉塞による海
馬遅発性神経細胞死モデル 35）を用いて検討した。

抑肝散の長期投与後に虚血処置を施行したところ，

異常探索行動の抑制がみられた。さらに虚血によ
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る炎症，酸化傷害，神経変性などの抑制がみられ

た。血管性認知症の場合，虚血および再灌流によ

る脳損傷を考慮に入れなくてはならず，特に再灌
流時の炎症および酸化傷害による脳損傷の影響は

大きい。このことから構成生薬である蒼朮，柴胡，

川芎，甘草などが脳虚血での抗炎症に関与してい

る可能性がある 29）。

マウスを用いたモルヒネ耐性および依存モデル

に関しても，抑肝散が有効であった。作用機序と

して依存による脳幹部アドレナリンα2A受容体の

減少を抑制することが示唆される 30）。

その他，適応障害モデル 31）や神経発達障害モデ

ル 32）での抑肝散の効果が報告されており，今後も

様々な病態モデルでの検討が期待される。

各構成生薬の働き

抑肝散は，当帰，蒼朮，柴胡，茯苓，甘草，川
芎，釣藤鈎の 7 つの生薬で構成されており（Table
2），神経症や小児夜なきなどが保険適応になって

いる。基本的に神経の高ぶりによる鎮静，鎮痙，

鎮痛作用を有することから，抗炎症作用を併せ持
つ生薬で構成されている。当帰が GABA系，セロ

トニン系そしてベンゾジアゼピン系に作用し 33），

抗攻撃性や抗不安作用に関与していることが示唆
される。甘草の含有成分であるグルチルレチン酸
がグルタミン酸系に関与することが示唆され 36），

釣藤鈎の含有成分であるガイソシジンメチルエー

テルが 5-HT1A受容体作動薬として作用すること

も示唆されている 9）。5-HT2A受容体抑制は，先述
のように現在のところ複数の生薬が関与し相互的
に作用していると考えられている 10）。分子生物学
的解析から HPA系の抑肝散の効果もあきらかにな

り 11,34），今後はどの構成生薬や含有成分が関与し

ているかの検討も進むことと思われる。

結　　語

近年，抑肝散の基礎研究は急速に進展しており，

ベンゾジアゼピン系，セロトニン系，グルタミン

酸系，視床下部 ─ 下垂体 ─ 副腎系などへの関与が

解明されてきた。これら基礎研究で得られた知見
を臨床に応用し，今後超高齢化社会を迎え増加す

るであろう BPSDに対して安全かつ有効に治療で

きると考えられる。

附 記
筆頭著者は日本脳神経外科学会への COI自己申告を完了
しており，本論文の発表に関して開示すべき COIはない。
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