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Abstract

脳卒中後肩手症候群は，脳卒中発症2週から3ヵ月後に好発する疼痛，腫脹（多くは手指，手

背部），熱感，色調変化を伴う上肢に限局した症候群である。本症候群は，しばしばこの時期

に療養している回復期リハビリテーション病棟での機能訓練の阻害因子である。また本症候

群が進行すれば不可逆な状態へ移行するため，早期に適切な対応をとることが重要である。

内服ステロイド治療は本症に対する代表的治療法であるが，時に再発を繰り返したり，副作

用への懸念から投与不可な場合がある。今回，私は本症に対して長期安全に使用しうる薬剤

として桂枝茯苓丸の投与を試み，症状の改善を示した3症例を経験したので報告する。症例1

と2は，内服ステロイド治療で再発を繰り返したため，桂枝茯苓丸を投与したところ，再発

を抑制できた症例。症例3は腫脹のみが症状で，桂枝茯苓丸単独で治療を行い，他覚的な腫

脹の改善を認めた症例である。

Post–stroke shoulder–hand syndrome is a syndrome that causes pain, swelling, hotness
and color change to the affected upper limb especially in the fingers and back of the hand
for 2 weeks to 3 months after a stroke.  This syndrome is an inhibitor to rehabilitation and
is often a problem in convalescent reha bilitation wards of hospitals at this time.  It is
important to take appropriate measures at an early stage, as this syndrome will not return
to normal if it progresses.  Although oral steroid treatment is a typical treatment for this
syndrome, in some cases it is not effective after repeated recurrence and it cannot always
be used because of side effects.  This time, I tried the admin istration of keishibukuryougan
that can be used safely long term for this syndrome and I report 3 cases that showed
improvement of symptoms.  Case 1 and 2 are cases that recurrence did not occur after
administration of keishibukuryougan despite recurrence occurring repeat edly with oral
steroid treatment.  Case 3 is a case where only swelling is symptom and improvement of
the condition is recognized by treatment with only keishibukuryougan.
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緒　　言

脳卒中後の肩手症候群は，運動，感覚，自律

神経の多岐にわたる障害により惹起される

Complex Regional Pain Syndrome （CRPS）であ

る 4）。これにより引き起こされた炎症と循環不

全が治療のターゲットであるため，消炎鎮痛剤

や，交代浴などの物理療法，さらに神経ブロッ

ク療法など選択されるのが一般的である。なか

でも強力な抗炎症作用をもつステロイド短期経

口投与は有効性が証明されており，リハビリ

テーションの臨床現場では頻用される治療であ

る 3）。しかし糖尿病や骨粗鬆症，免疫能低下な

ど，さまざまな内部障害との兼ね合いから投与

が躊躇される症例や，一度は効奏しても再発を

きたす症例など，本療法では解決されない症例

も少なからず存在するのが現状である。そこで

専門的な知識に乏しくても長期安全に使用しう

る薬剤という観点から本症に桂枝茯苓丸投与を

試みたので，その経験を報告する。

症　　例

〔 症例 1 〕（Fig.1）

78 歳，男性。左上肢優位片麻痺の右放線冠部

branch atheromatous disease を発症。発症 19

日後に回復期リハビリテーション病棟に入院。

入院時右片麻痺はブルンストロームステージ上

肢Ⅱ 手指Ⅱ 下肢Ⅳ で上肢筋力は徒手筋力テス

ト 1 レベルであったが，上腕二頭筋の筋緊張と

反射亢進がみられ痙性出現時期の状態にあった。

手背部には腫脹を認めたが疼痛や感覚障害は認

めなかった。しかし 26 日後に手指，手関節とと

もに肘，肩関節の他動的屈曲においても疼痛が

出現。さらに手背部の腫脹，熱感が増強すると

ともに肩関節周囲の腫脹も呈する左肩手症候群

を発症。経口ステロイド治療をプレドニン 30

mg／日より開始し，21 日間投与した。ステロイ

ドへの反応は良好で，物理療法や他剤の使用な

く腫脹や疼痛の一時寛解をえたが，92 日目に再

燃。同様の治療を 12 日間追加したが，117 日目

にも再燃したため桂枝茯苓丸を投与したところ，

以降は再発なく 30 日間の投与で治癒した。

〔 症例 2 〕（Fig.1）

50 歳，男性。重度右片麻痺と失語症の左被殻

出血を発症。発症 47 日後に回復期リハビリテー

ション病棟に入院。入院時右片麻痺はブルンス

トロームステージ上肢Ⅱ 手指Ⅱ 下肢Ⅱ で随意

的運動は困難で，屈曲連合反応を呈する状態で

あった。肩関節は 1 横指亜脱臼状態で上肢感覚

障害は表在，深部とも重度鈍麻であったが他動

的屈曲で疼痛が出現していた。手背部に腫脹と

熱感を認めたが入院わずか 5 日後，発症 52 日後

に肩関節の疼痛や手背部腫脹と熱感増強による

右肩手症候群を発症。当初 1 週間はロキソプロ

フェン内服治療を行ったが十分な改善がないた

め経口ステロイド治療をプレドニン 60 mg／日よ

り開始し，28 日間投与した。

ステロイド投与後しばらくは腫脹，疼痛の改

善をえたが，本例も 107 日目，167 日目に再燃し

ステロイド投与を行った。こうした経過から退
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Fig.1 The clinical course of oral steroid and
keishibukuryougan treatments in case 1 and case 2.
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院後の再燃が懸念されるため，桂枝茯苓丸を投

与し，退院後も継続した。桂枝茯苓丸を投与以

降再燃はなく，退院 35 日後に患者から本剤不要

の申し入れあり終了。桂枝茯苓丸投与は 67 日間

であった。

〔 症例 3 〕

63 歳，女性。左上肢優位片麻痺の右被殻出血

を発症。発症 22 日後に回復期リハビリテーショ

ン病棟に入院。入院時左片麻痺はブルンスト

ロームステージ上肢Ⅰ 手指Ⅰ 下肢Ⅴ の上肢弛

緩性完全麻痺の状態。深部,表在感覚は軽度鈍麻

で疼痛は自覚していない。79 日後に左肩手症候

群を発症したが，症状は手背部の腫脹のみで疼

痛はないため投薬や物理療法などの介入はして

いなかった（Fig.2）。単独効果を検証しうる状況

であったため，患者の了解のもと 2 週間の投与

と母指基部からの手部周径の変化を計測した。

投与前手部周径は 21 cm であったが，2 週後に

は 20 cm に縮小しており，桂枝茯苓丸単剤での

腫脹改善が確認できた。さらに患者からの投薬

継続希望があり，6 週間継続投与となった。6 週

間後も腫脹の改善は持続していたが，特筆すべ

きは健側右手部周径も，投与前から約 1 cm の縮

小を呈していた（Fig.3）。

考　　察

第 22 回日本脳神経外科漢方医学会学術集会に

て横山は，「脳卒中における漢方の展開」と題し

た教育公演で脳卒中は瘀血に伴う全身血管病の

一表現型であり，「瘀血症候群」という概念を提

唱した 5）。これは脳卒中病型によらず脳卒中の

様々な症状に対し駆瘀血薬で治療が可能である

というシンプルで合理的な漢方臨床応用の概念

である。脳卒中後の肩手症候群の主要症候であ

る局所の熱感，腫脹，疼痛，色調変化は瘀血の

証そのものであり，駆瘀血薬導入は漢方医学の

観点からも合理的といえる。しかし具体的にど

の方剤を使用するかという点においては西洋薬

と違い，一言で駆瘀血薬といえども多種存在し，

薬効や副作用も微妙に異なり，投与患者の状態

を勘案する必要や副作用の危険性について十分

配慮が必要である。超高齢社会にある本邦の医
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Fig.2 Lt dorsum of hand and fingers were remarkable
swelling in case 3 before keishibukuryougan medica-
tion.

Fig.3 The change of circumference of lt hand after keishibukuryougan medication.
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療状況においてポリファーマシーの危険性が叫

ばれる今日，特に甘草や大黄などは漢方の効果

を発揮するには必須の生薬成分ではあるが，2 剤

以上の方剤使用の際には，これらの成分が過量

とならないよう注意が必要である 2）。こうした

安全性の観点において桂枝茯苓丸は，構成生薬

に，大黄や甘草を含まないため，これら生薬由

来の副作用と無縁である。これは漢方薬の知識

が乏しい医師の処方や複数方剤の併用例にも安

全に使用しうる根拠である。効果の面では肩手

症候群の疼痛緩和には芍薬が有用と考えた。福

村らは回復期リハビリテーション病棟での本症

における芍薬甘草湯の有用性について言及して

いる 1）。芍薬の筋緊張緩和と中枢性鎮痛作用は，

患肢の可動性向上を目的としたリハビリテー

ション訓練を休むことなく行う上で，重要な成

分と考える。症例 3 で今回経験した腫脹のみと

いう肩手症候群の病態は，比較的まれである。

不快な自覚症状がなかったため，他の治療介入

なしで，腫脹の客観的改善という桂枝茯苓丸単

独の効果が確認できた。腫脹は瘀血の証ではあ

るが，局所の浮腫であり，水滞の証である印象

も否めない。桂枝茯苓丸はその名の如く，利水

剤五苓散の成分である桂枝・茯苓が含有され，

利水効果も発揮され，腫脹の改善につながった

ものと推測する。肩手症候群は局所性症候群と

いう疾患概念であるが，症例 3 において健側上

肢手部周径縮小を示した事実は，本症症候の顕

性化は局所にあるものの，全身性の不調である

ことが理解される。横山は，気・血・水の 3 つ

の概念をそれぞれ噛み合わせた歯車で示すこと

で，漢方における病態概念を説明した 5）。すな

わち瘀血の病態はそれ自体が単独で留まらず，

やがて気虚，水滞を引き起こし全身の不調に繋

がる。こうした観点から桂枝茯苓丸は駆瘀血薬

の範疇にあるが，利水作用，鎮痛・筋弛緩作用

を併うバランスのよい方剤である。ステロイド

剤は強力な抗炎症作用により本症の治療に寄与

するが，副作用の問題から長期投与は勧められ

ない。そのため，薬効消失とともに今回示した

症例 1, 2 のように再発をきたす症例が存在する。

しかし桂枝茯苓丸は複合的な症候を呈する肩手

症候群を，異なる 3 つの作用により対応できる

ことや，副作用の懸念なく長期間の投与が可能

な点において，再発抑制効果を果たしたものと

考える。ただし駆瘀血薬は便通を良好にするこ

とで効果を発揮する 5）と言われているが，桂枝

茯苓丸自体の排便促進効果は乏しい。この点に

関しては排便促進を期待できる他の駆瘀血薬を，

併用するのが良いかと考える。回復期リハビリ

テーション病棟入院患者は ADL 低下により，そ

の多くが便秘状態で，これの改善を期待して桃

核承気湯 1 日 1 包をマグネシウム製剤と併用で

投与している。桃核承気湯は構成生薬に大黄や

甘草を含むが，1 包のため副作用発現の可能性は

低く，桂枝茯苓丸との併用と，それぞれの駆瘀

血作用により相乗的な作用が期待できるものと

考える。こうした駆瘀血薬の併用治療を 8 週間

以上継続した症例もあるが，投与中止にいたる

副作用は経験していない。

結　　語

回復期リハビリテーション病棟における脳卒

中後肩手症候群に対する駆瘀血薬（桂枝茯苓丸）

の使用経験を報告した。配合生薬からも安全で，

多面的作用による有効性が期待できる方剤と考

える。
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