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抄　　録：脳内出血の６症例に，駆瘀血剤である桂枝茯苓丸（TJ-25）と，最終的な血腫排出経
路である便通を促す目的でセンノシドを同時期に投与し，これらを投与していな
い連続する脳内出血６症例をコントロール群として比較した。発症約１週間後の
CTでは，薬剤投与群はコントロール群と比べ有意差をもって血腫体積が縮小し
ていた。また発症早期から便通を確保することで，血腫の縮小が早くなる傾向が
認められた。桂枝茯苓丸とセンノシドの併用は血腫吸収に促進的に作用する可能
性があることが示唆された。

Abstract： Background: ‘Oketsu’ means mal-circulation or stasis of blood flow.  Intracerebral
hemorrhage can be classified into‘oketsu’syndrome in Japanese traditional medi -
cine.  Keishibukuryogan is one of ku-oketsu medicines which improve‘oketsu’
syndrome by facilitating blood flow.  In addition, because absorbed hematoma is
excreted out of the body via the bowel, we need to ensure smooth bowel move -
ment in order to accelerate early reduction of the hematoma.  Sennoside, a typical
Daio medicine, is known to improve stagnated bowel movement which phe -
nomenon is often seen in stroke patients.
Aims: We have administered keishibukuryogan in combination with sennoside to
intracerebral hematoma patients in order to verify whether it can accelerate
hematoma absorption and improve their prognosis.
Methods: Six intracerebral hematomas (ICHs) are included in this study.  They are
all administered with both keishibukuryogan and sennoside.  Six ICHs without
administration of these medicines are selected as a control group.  Computed
tomo graphy is taken on the day of hemorrhage, and one week and two weeks after
the hemorrhage in order to calculate volume of hematomas.  Absorption rate of
hematoma is shown by calculating residual volume of the hematoma (hematoma
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緒　　言

漢方医学的病態概念の一つである「瘀血」とは

「生体の物質的側面を支える血（けつ）の流通に障
害をきたした病態」と定義されている 5）。すなわ

ち，瘀血の病態とは何らかの循環障害に起因する

一連の症候群と認識され，脳内出血も「瘀血症候
群」の一病態と考えられる。この瘀血状態を改善
させるものが駆瘀血剤であり，桂枝茯苓丸（TJ-

25），大黄牡丹皮，桃核承気湯，通導散，当帰芍
薬散・温経湯・四持湯などが知られている。

また，脳内出血を瘀血症候群と捉えた場合，そ

の治療を効率的に行うためには，駆瘀血剤により

改善された血流に入った血腫の排出経路を確保し

なければならないが，漢方医学的にはその最終経
路は腸管であり，最終形態は便であるため，排便
のための腸管のなめらかな動きが要となってくる。

消化管蠕動運動を改善させる生薬の代表は，別名
を「将軍」とも称される大黄製剤であり，センノシ

ドはその薬効成分を含む薬剤である。桂枝茯苓丸
にセンノシドを併用することで駆瘀血作用がより

増強されるとの報告があり 8,9），脳内血腫の早期
減少効果が期待される投与方法である。

今回我々は脳内出血において駆瘀血剤が早期の

血腫減少効果をもたらすかどうか，また，センノ

シドの併用によって排便を促すことが，その作用
を増強することができるのかどうかを検討した。

対象と方法

1．対象疾患・期間

2016 年 1 月から 7 月までの 7ヵ月間に当科に

入院した脳内出血の患者のうち，血腫量が 30 ml
以下の被殻出血，血腫径が 3 cm以下の小脳出血，

水頭症を伴わない視床出血で，いずれも手術非施
行例を対象とした。また対照群として，同一期間
で手術を施行していない脳内出血症例で，駆於血
剤の投与を行わなかった，年齢，Glasgow coma

scale（GCS）が適合する 6 例を抽出した。これら

の症例をいずれも後方視的に検討した。

2．使用薬剤・投与方法

発症当日は血腫拡大を防ぐ目的に，収縮期血圧
が 140 mmHg以下になるよう，ニカルジピンで

血圧管理を行った。全症例において脳血流や血腫
吸収に影響を及ぼすと考えられるグリセオールや

利尿剤などの抗浮腫療法は行わなかった。桂枝茯
苓丸は 1 日量 7.5ｇを 3 分割で内服，排便管理の

ためのセンノシドは 1 日量 24 mgを１回で内服
とした。内服の経路として，発症翌日以降に嚥下
機能評価を行い，誤嚥の危険性が低い場合には経
口摂取，嚥下機能の低下が疑われる場合には経鼻
胃管より投与した。経口摂取可能な場合には，同
時に食事が開始され，経鼻胃管の場合には経管栄
養剤を開始した。なお，対照群には，抗浮腫療法
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residual ratio).
Results: Hematoma residual ratio in ku-oketsu group (mean 66.7% ± 19.9%,
median value 75.9%) is significantly smaller than that in control group (mean
101.4% ± 10.3%, median value 101.7%, Wilcoxon rank sum test, p=0.017).  The
earlier improvement of bowel movement tends to show the smaller hematoma
residual ratio, although the difference is not statistically significant.
Conclusion: Administration of keishibukuryogan in combination with sennoside
to ICH patients may accelerate hematoma absorption.

Key words：桂枝茯苓丸（keishibukuryogan）；駆瘀血剤（ku-oketsu medicine）；
脳内出血（intracerebral hemorrhage）
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としてグリセオールの投与を入院時から行った症
例が 1 例含まれている。

3．画像評価方法

CTによる血腫体積の評価は，発症日（1st CT），
発症約 1 週間後（第 7～10 病日，2nd CT），発症
約 2 週間後（第 14～17 病日，3rd CT）の 3 点で

行った。

血腫範囲はwindow levelを 40 Hounsfield unit
（HU），window widthを 1 HUとし（Fig.1），体
積測定のための計測値は，水平断画像において病
変部の前後径a（cm）および横径b（cm）を測定し，

冠状断画像で病変部の上下径をc（cm）として測定，

これらからa × b × c ⁄ 2を血腫体積（cm3）とした。

この体積を元に，血腫残存率（residual ratio，以
下RR）を１週間後RR （2nd CTの病変部体積／1st
CTの病変部体積，以下RR①）と2週間後RR （3rd
CTの病変部体積／1st CTの病変部体積，以下RR

②）として，算出した。対照群も同様にRR①を

算出した。対照群のRR②は在院日数が短期間で

あった症例を含んでいることや，後方視的な研究
であることから，適切な3rd CTの情報が不足し

ており，算出できなかった。

次に，センノシド併用による排出経路の確保の

有用性を検討するために，排便の開始日と血腫残
存率を桂枝茯苓丸とセンノシドを併用投与した群
の中で比較した。

統計学的解析に関しては R（The R Foundation

for Statistical Computing, Vienna, Austria）を使用
し，Wilcoxon rank sum testを実施した。統計学
的有意差は p<0.05をもって有意差ありとした。

4．予後の比較

予後は退院時modified Rankin Scale（mRS）を

用いて評価した。

結　　果

解析の対象となった症例（薬剤投与群）は 6 症例
であり，その内訳は視床出血 4 例，小脳出血 1

例，被殻出血 1例であった（Table 1）。年齢は 63
〜77 歳（中央値 66 歳），初診時 GCSは 10〜14

（中央値 13）であった。一方，対照群として抽出
された症例は 6 例であり，被殻出血 4例，小脳
出血１例，皮質下出血１例で，年齢は 62〜75 歳
（中央値 70 歳），初診時 GCSは 11〜15 点（中央
値 12 点）であった（Table 2）。桂枝茯苓丸とセン

ノシドの投与開始日は発症から 1〜8 日（中央値 3
日）で，その投与経路は，経口が 5 例，経鼻胃管
からの投与は 1 例であった。また，入院日より初
めて便通が確認されるまでの日数は 0〜8 日（中
央値 3日）であった。

転帰は自宅退院となった症例が 1 例，リハビリ

テーション目的の転院となった症例が 5 例であり，

転院または退院までの日数は 25〜55 日（中央値
38 日），転院時のmRSは 2が 2 例，3が 2 例，4
が 2 例であった。一方で対照群は，自宅退院と

なった症例が 3 例，リハビリテーション目的に転
院となった症例が 3 例であり，転院または退院ま

での日数は 9〜140 日（中央値 36 日）で，転院時
のmRSは 1が 2 例，3が１例，4が 2 例，5が 1
例であった。薬剤投与群と対照群との間に有意差
はなかった。

血腫体積の残存率を Table 3に示す。薬剤投与
群の RR①は 35.2〜90.6％（中央値 75.9％），RR②
は 13.9〜55.5％（中央値 20.9％）であり，再出血は
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Fig.1 Representative images of computed tomography
(CT) to show how the images are converted to cal -
culate hematoma volume.
A: An ordinary image of CT (window level : 35 HU,
window width: 120 HU).  B: The converted image of CT
to calculate hematoma volume (window level : 40 HU,
window width: 1 HU).  The outline of hematoma is clearly
seen.
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Table 2 Clinical data of the unmedicated patients (control group)

No Age Gender GCS on admission Diagnosis Duration of hospital stays mRS at the time of discharge

1 75 M 11 ICH (putamen) 140 5

2 67 M 12 ICH (putamen) 33 4

3 62 M 15 ICH (putamen) 9 1

4 74 F 15 ICH (cerebellum) 11 1

5 66 M 11 ICH (subcortical) 39 3

6 73 M 13 ICH (putamen) 100 4

No Age Gender GCS on
admission Diagnosis The first day

of medication
Duration of
hospital stays

The first day of
bowel movement
after hemorrhage

mRS
at the time
of discharge

1 63 F 14 ICH (thalamus) Day 8 32 Day 8 3

2 66 F 10 ICH (thalamus) Day 2 25 Day 3 4

3 77 F 14 ICH (thalamus) Day 2 52 Day 3 3

4 67 M 14 ICH (cerebellum) Day 1 32 Day 0 2

5 68 M 13 ICH (putamen) Day 1 44 Day 5 2

6 63 M 13 ICH (thalamus) Day 1 55 Day 3 4

Table 1 Clinical data of the medicated patients (medicated group; medication of both keishibukuryogan and
sennoside)

ICH: intracerebral hematoma

Table 3 Residual Ratio (RR) of hematoma in the
medicated group

No RR①（％） RR②（％）

1 ─ ─

2 75.9 20.9

3 53.3 19.2

4 35.2 13.9

5 90.6 55.5

6 78.8 34.8

No RR①（％）

1 111.5

2 105.2

3 98.2

4 83

5 113.6

6 96.7

Table 4 Residual Ratio (RR) of
hematoma in the control group

ICH: intracerebral hematoma



                                                                                                                                                                         脳神経外科と漢方 2017；3

なく血腫は時間と共に減少した。対照群の RR①
は 83〜111.5％（中央値 101.7％）であった（Table
4）。薬剤投与群と対照群の RR①の比較をグラフ

に示した（Fig.2）。薬剤投与群は，血腫体積が有意
差をもって縮小していた（Wilcoxon rank sum test,

p=0.017）。
排便の開始日と血腫残存率を桂枝茯苓丸とセ

ンノシドを併用投与した群の中で比較した結果
（Fig.3），排便開始日が遅くになるにつれ，その

RRは大きくなる傾向があった。

以下に典型例を示す。

〔症例呈示〕

77 歳，女性（Case 3）。突然の右不全片麻痺，

構音障害を発症し，当院に緊急搬送となった。

来院時の神経所見は GCS 14（E4V4M6），

National institute of health stroke scale 8 点で，

manual muscle test 4 の右上下肢運動麻痺，感覚
障害，構音障害を認めた。頭部 CTでは脳室内
穿破を伴った左視床出血が指摘され，保存的加
療を行う目的に当科に入院とした。嚥下状態が

問題ないこと確認後，発症 2 日目より桂枝茯苓
丸 7.5 g/day，センノシド 24 mg/dayの投与を開
始した。初回便通は薬剤投与より 1 日目，発症
より 3 日目に認めた。

CT画像では，RR①は 53.3％であり，血腫量
は半減していた。また RR②は 19.2％と血腫はほ

ぼ消退しており，また脳室内穿破も同様にほぼ消
失していた（Fig.4）。入院後経過で，右上下肢運
動麻痺，感覚障害は改善し，歩行可能となり，第
52 病日にmRS3でリハビリテーション病院に転
院となった。
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Fig.2 Fig.3
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考　　察

脳内出血は，出血自体による脳の一次性損傷に

加え，血腫成分や圧迫による周辺局所血流低下や

浮腫などによる二次性損傷が起こりうる 3）ため，

転帰の改善には血腫の早期減少が望まれる。しか

し，被殻出血の場合，血腫容積が 30 ml未満では

手術の優位性がなく 4），視床出血は通常血腫除去
術の対象とはならず，小脳出血もその径が 3 cm
未満であれば手術適応外であるため，これらの手
術適応外の症例では血腫の自然吸収を待たざるを

得ない。しかし，蛯子らが急性期の脳内出血症例
に桂枝茯苓丸を投与することで，血腫の消退と，

随伴する症状の改善を得たと報告しており 1），桂
枝茯苓丸によって血腫除去術適応外症例の予後が

改善することが期待される。

漢方における駆瘀血剤として，桃核承気湯や通
導散などが知られているが，本研究で用いた桂枝
茯苓丸は「金匱要略」にその原典があり，桂皮，

芍薬，茯苓，桃仁，牡丹皮の 5つの生薬からなる。

漢方における 3 要素，すなわち気血水に基づいて

考えるならば，桂皮により気逆を改善し，芍薬と

茯苓により血虚と水毒を改善し，さらには桃仁，

牡丹皮による瘀血改善効果が期待できる 7）。また

桂枝茯苓丸の薬理作用として，血管内皮機能の改
善，血小板凝集能の低下，赤血球変形能亢進，ヘ

マトクリット値の低下など 5,7），まさに瘀血改善
作用が証明されている。これに加え，フリーラジ

カル抑制作用や脳脂質過酸化抑制 2）などの抗酸化
作用も確認されており，出血や虚血の二次的損傷
予防に最適な薬剤と言える。また，比較的大きな

血腫を伴う脳内出血症例でリハビリテーション転
院後に桂枝茯苓丸を投与することで，急性期以降
の血腫吸収を早め，リハビリテーションの効率を

上げたとの報告 9）は，蛯子らの報告同様に注目に

値するものである。そして我々の結果は，この桂
枝茯苓丸の血腫減少効果を統計的に示した点で大
きな意義がある。

更なる血腫吸収促進のため，血流に乗った血腫
の排出経路に目を向けると，滑らかな消化管運動
と滞りのない排便が必要であることがわかる。し

かし，脳血管障害症例 30～60％が不十分な便通
のために ADLの低下を余儀なくされることが報
告されており 6），脳出血症例において桂枝茯苓丸
の駆瘀血作用を十分に発揮させるためにも，排便
コントロールが極めて重要になってくると考えら

れる。我々の結果は，センノシドの併用により，

血腫の最終排出経路と考えられる腸管の動きを活
性化させ，結果として便通をもたらしたことが，

症例数が少ないために，統計学的有意差が出ない

ものの，血腫の早期吸収に有用であったと考えた。

結　　論

脳内出血に対し，駆瘀血剤と大黄製剤を投与し

た 6 症例についてまとめた。駆瘀血剤と大黄製剤
の投与は，血腫の早期減少に対し有効であること

が示唆された。また「血」の排出経路としての便
通を促すことが，その効能を増強する可能性があ

る。今後症例を重ねて優位性を検討する意義があ

ると考えられる。
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Fig.4 Computed tomography findings of Case 3.
A: Computed tomography on the day of hemorrhage.  B:
Seven days after the hemorrhage.  C: Fifteen days after the
hemorrhage, showing only a small amount of hematoma
is remaining.
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