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Jidabokuippo is effective for the treatment of swelling after trauma and surgery
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抄　　録：外傷後の腫脹軽減に対し治打撲一方の有効性が報告されている。今回当院にて外
傷後または術後腫脹患者に治打撲一方を投与しその有効性について検討した。53
名のうち，転帰不明20名を除いた33名で，改善10名，悪化なし23名，悪化０
名の結果を得た。処方した医師らのアンケートの結果では，13名中10名が腫脹
の軽減効果を実感していた。治打撲一方は今後外傷・術後腫脹軽減に対する有効な
治療薬となり得ることが示唆された。

Abstract： It was reported that jidabokuippo was effective for swelling after trauma.  In this
study, we investigated the efficacy for the treatment of swelling after trauma and
surgery.  Of the 53 patients, 20 were unknown.  Of the 33 patients, 10 were im -
proved (30%), 23 were unchanged (70%), and no patients were worsened.  Ten
out of 13 doctors who had prescribed the drug to those patients thought that the
drug was effective for the swelling.  The current study suggests that jidabokuippo
is a good candidate drugs for the treatment of swelling after trauma and surgery.
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緒　　言

外傷で腫脹を伴う疼痛が発生することがある。

その際，疼痛に対しては NSAIDsが有効であるが

腫脹に対する有効な薬剤はない。香川修庵によっ

て日本で創薬された漢方薬の一つである治打撲一
方は，打撲による腫脹や疼痛に有効であるという

漢方的適応を認める 14）。今回，我々は外傷後また

は術後腫脹に対して治打撲一方を投与し，その有
効性について検討を行った。また処方した医師ら

にアンケート調査を行い，使用感を調査した。

対象と方法

この研究は熊本赤十字病院の倫理委員会および
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臨床治験審査委員会の審査を経て，前向きに非無
作為に行った。

研究期間は 2015 年 4 月 1 日から 2015 年 6 月 30
日までの 3 ヵ月とした。この期間に，当院で外傷
後または術後の患者で，既に腫脹がある，もしく

は今後腫脹してくる，と思われる患者 53 名を対象
に治打撲一方（エキス顆粒 TJ-89，ツムラ）を投与
した。投与の際に患者に十分なインフォームドコ

ンセントを行い，漢方医学的証によらず臨床所見
のみで投与を行った。

投与方法は受傷後 3 日以内に，治打撲一方 3 包
3×を食前または食間に 3 日間処方し，継続の有無
は医師の判断に委ねた。また，NSAIDsや抗菌薬
の併用可とした。

投与に至った主病名や投与期間，副作用，腫脹
改善や悪化などはカルテに記載されたものを抜粋
した。腫脹の原因や部位などが多岐にわたり，腫
脹部位の計測や画像での計測などの統一が困難で

あったため，腫脹の改善や悪化，自然経過とよる

改善か内服による改善か，などの判断は個々の医
師の公正な経験値に委ねた。

また，研究に協力した医師らにアンケートを行
い，治打撲一方の効果や期待感などについて調査
した。アンケートでは，まず治打撲一方を知って

いたか，処方したことがあるか，を問うた。その

後実際に処方した医師に，効果があったか，期待
はあったか，今後も継続して使用したいと思うか，

に関して質問を行った。

結　　果

53 名の平均年齢は 53 歳で男性 31 名，女性 22
名だった。投与に至った主病名は，頭部顔面外傷
17 名，四肢外傷 14 名，術後腫脹 14 名，胸部外傷
4 名，全身打撲 2 名，腰部打撲 1 名，臀部打撲 1
名だった（Fig.1）。治打撲一方の効果は改善 10 名，

悪化なし 23 名，悪化０名，不明 20 名だった。副
作用は 2 名にみられた（低カリウム血症 1 名，下痢
1 名）。投与期間の平均は 5.8 ± 5.3 日（中央値 5 日）

だった。

研究に協力した医師 25 名にアンケートを行った

（回収率 100％）。この研究を行う前に，治打撲一方
を知っていたかどうかの質問では 23 名が知らな

かったと答えた。処方する機会がなかった医師 12
名を除いた，13 名が実際に処方を行った。そのう

ち 11 名は治打撲一方の腫脹軽減の効果を期待し，

10 名は効果を実感し，13 名は今後も使用したい，

という結果だった（Fig.2）。
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Fig.1 The disease that led to administrate the jidabokuippo.
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考　　察

治打撲一方は，1683 年に香川修庵によって，打
撲による腫脹や疼痛を軽減するために創薬された

漢方薬である 14）。顔面外傷患者 8）や，開頭術後の

創周囲の腫脹疼痛 11）や整形外科領域の骨折や打
撲 3），高齢者の顔面打撲 16）などに治打撲一方は有
効であると報告がされている。

治打撲一方に配合されている生薬は，抗血栓作
用，末梢血管拡張作用，抗炎症作用，鎮痛作用を

持つ桂皮 13），抗血栓作用，末梢血管拡張作用，鎮
痙作用，抗炎症作用を持つ川芎 7,13），プロスタグラ

ンジン生合成阻害作用，利尿作用を持つ川骨 13），

抗炎症作用，血小板凝集抑制作用，ステロイドホ

ルモン様作用を持つ甘草 1,2,13），抗炎症作用，血液
凝固抑制作用，抗菌作用，瀉下作用を持つ大黄 13），

抗菌・抗ウイルス作用，鎮静作用を持つ丁子 13），消
炎鎮痛，止血作用，収剱作用を持つ樸樕 5）の 7 種
類である（Fig.3）。これら生薬の多くは‘抗炎症作
用’を有しており，これらが打撲後の腫脹や疼痛の

軽減に関与していると考えられる。治打撲一方の

薬理作用は十分に解明されていないが，近年フ

リーラジカルに対する抗酸化作用の存在が指摘さ

れている 4）。そもそも植物には紫外線などの傷害

から生体を防御するために多くの抗酸化物質が含
まれている 6）。上記生薬は全てフリーラジカル消
去能があり 10,15），これら抗酸化作用と抗炎症作用
によって，打撲の後の腫脹や疼痛を軽減させるも

のと考えられる。

漢方では流れが悪く滞りがちな血液を「瘀血」と

呼ぶ 9）。打撲による内出血や挫傷は，局所的な血
流の停滞である「瘀血」の一部と解釈され，この瘀
血によって局所的な痛みが出現するとされてい

る 12）。治打撲一方を構成する川芎，川骨，大黄，

丁子，樸樕らには駆瘀血作用があるため，抗炎症
作用や抗酸化作用との相乗効果によって，腫脹や

疼痛を軽減させた可能性があると考えられる。

我々の結果では，改善したのが 10 名で悪化がな

かったのが 23 名であった。一般的に外傷後や術後
は腫脹が悪化することが多いが，それが悪化しな

かったのは治打撲一方の効果があったと判断して

もよいかと考えた。

昨今，脳神経外科領域でもいくつかの漢方薬の

使用頻度が増えているが，まだまだ認知されてい

ない漢方薬が多い。この治打撲一方もその一つで

あろう。本研究に協力した医師 25 名にアンケート

を行った結果，執筆者と当院漢方医以外の全員が

この漢方薬を知らなかった。しかしながら，実際
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Fig.2 Questionnaire to the physicians (n=25).
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処方した医師らの多くがその治療効果を実感し，

今後も処方をしたいと答えたことは，本研究を

行った意義があると考えられた。治打撲一方は，

漢方医学的証によらなくても比較的処方しやすく

効果が得られやすい 14）ことが，本研究でも実証さ

れたと考えられた。一方，この漢方薬には，川芎
による抗血栓作用や川骨による利尿作用，大黄に

よる瀉下作用などが含まれており，それらによっ

て出血が助長して腫脹が悪化したり脱水状態に

なったりする可能性があるため，それらについて

留意が必要であろう 11）。

本研究の問題として，3 つの事柄がある。1 つめ

は，投与前後の客観的評価ができなかったことで

ある。外傷前後の状態を写真や画像で比較した報
告 3,8,16）もあるが，年間約 6 万人を受け入れる当院
の救急外来において打撲部を写真撮影するのは困
難であること，打撲の評価のみで複数回の CTを

撮影することは被曝の観点から避けていたこと，

などが理由である。更に腫脹はあるものの，受傷
機転や受傷部位が異なる症例を対象としたため，

更に客観的な評価は困難であった。2 つめは，転帰
が不明な患者が 20 名もいたことである。その多く

は当院救急外来で処置を行い，以後かかりつけ医
に処置の継続を依頼していたためである。地域医

療連携の枠組みでは致し方ないことだと考えられ

た。 3 つめは，この臨床研究が無作為研究でなかっ

たことである。したがって，対象が個々の医師の

判断で選択されたため，偏りが生じ結果に何かし

らの影響を与えた可能性がある。今後は，無作為
試験を行い，治打撲一方の有効性を証明する必要
があると考えた。

結　　語

治打撲一方は，外傷・術後腫脹軽減に対する有効
な治療薬であり，処方した医師の評価でも，期待
され実際に効果がある漢方薬であることが分かっ

た。治打撲一方は今後，外傷・術後腫脹軽減に対す

る有効な治療薬となり得ることが示唆された。
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Fig.3 Herbal medicines constituting jidabokuippo.
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