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慢性硬膜下血腫に対する柴苓湯の治療効果
The beneficial effect of saireito for chronic subdural hematoma
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録： 慢性硬膜下血腫（以下 CSH）の治療は外科的血腫除去が一般的であるが，近年漢方
による治療効果が報告されている。今回我々は CSH 患者における柴苓湯の有効性

とその特徴について検討した。37 人の手術未施行 CSH 患者に対し 6 g/day の柴
苓湯を投与，その後症候性になった場合は血腫除去術を施行した。柴苓湯有効群

では，37 人中 28 人（75.7%）で血腫が消失した。手術群では柴苓湯有効群と比べ

男性，非典型症状，手術非同意が有意に多かった。副作用は 1 例のみであった。

柴苓湯は CSH の治療において有効な治療薬になり得ることが示唆された。

Abstract： The common treatment for chronic subdural hematoma (CSH) is surgical
removal of the hematoma. Recently, Kampo is reported to have a beneficial effect
for the management of CSH. Here, we examined the effect of saireito and the
significance for the treatment of CSH. Thirty-seven patients of CSH, who had not
undergone a surgical treatment, were given 6 g/day saireito and needed evacuation
of the hematoma if they showed symptomatically worse. In the saireito effective
group, the hematoma was disappeared in 28 ⁄ 37 (75.7%) patients. On the other
hand, the factors including male, atypical symptom, and disagreement with the
surgery were more frequent in the surgery group than in the saireito effective
group. A complication of saireito was only one case. In this study, we suggest that
saireito can be good candidate drugs for treatment of CSH.
Key words：慢性硬膜下血腫（chronic subdural hematoma）
；柴苓湯（saireito）
；
外科手術（surgical treatment）

緒

言

漢方での治療も行われ，一定の治療効果が得られて

慢性硬膜下血腫（以下，CSH）に対する治療は外

て経過観察した手術未施行の CSH 患者について，

いる 8,10〜12）。今回我々は，柴苓湯を投与し外来に

CSH の消失の有無とその特徴について検討した。

科的治療が一般的であるが，五苓散や柴苓湯による
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Table 1 Summary of patients characteristics
Saireito effective group
(28 cases)

Surgery group
(9 cases)

15

9*

p<0.05

41 – 91 (79)

69 – 91 (82)

p=0.12

7
16
5

4
3
2

p=0.27

0
1
0
1
0
4*

p=0.09

Atypical symptom

7
8
3
1
6
3

Disagreement

0

3*

p<0.01

10

5

p=0.29

6
4

4
1

p=0.18

Saireito administration periods (W, mean）

4 – 40 (14)

1 – 12 (2)*

p<0.001

Maximum thickness of hematoma: mm (mean)

6 – 31 (16)

12 – 24 (16)

p=0.93

2 – 9 (4)

0 – 15 (3)

p=0.71

7
5
5
11

1
3
2
3

p=0.38

Male
Age (mean)
Hematoma side

Right
Left
Bi-lateral

p=0.21
p=0.77

Reason for non surgical indications
Only imaging findings
Mild headache
Mild gait disturbance
Mild disorientation
Mild other symptom

Use of Anti-platelet and anti-coagulant agent
Anti-platelet agent
Anti-coagulant agent

Midline shift: mm (mean)

p=0.29
p=0.31
p=0.40
p=0.13
p<0.05

p=0.86

Density of CT imaging
High density
Iso density
Low density
Mixed density

p=0.33
p=0.77
p=0.75

証に関係なく柴苓湯エキス顆粒（TJ-114）を 6.0 g／

対象と方法

日，分 2 で投与した。血腫が消失したものを柴苓

2010 年 4 月 か ら 2014 年 3 月 ま で の 4 年 間 で ，

湯有効群とし，その特徴について診療録，画像所
見より得られた因子等を解析し，χ2 検定や Mann-

柴苓湯を投与した手術未施行 CSH患者 48 例のう

Whitney 検定を用いて手術群と比較検討した。

ち，3 ヵ月以上外来にて経過観察できた 37 例を本

研究の対象とした。重症例，症候性，手術の同意
が得られた症例については手術を行う一方，軽症

結

例，手術非同意等絶対的手術適応がないと判断さ

果

柴苓湯有効群は 14 週（4～40 週）の投与にて 28 ⁄

れた患者では手術未施行とし柴苓湯を投与し，増

37 例（ 75.7％）であった。手術群 9 例との比較では，

悪があればその時点で手術を検討した。柴苓湯投

年齢，CSHの部位，抗血小板剤や抗凝固剤の内服，

与に際して，患者や家族に効果や副作用の発現頻
度に関して不明であることの同意を得て，患者の
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血腫の厚さ，正中偏位，血腫の性状に有意差はな
かったものの，男性例，非典型症状例，手術非同
。有意差
意例は手術群で有意に高かった（Table 1）
はなかったが，外傷後の経過の画像で早期に発見
で CSHが消失する傾向があった。

していた場合や症状が軽い場合では，柴苓湯内服
副作用と思われる皮疹が 1 例に認められたのみ

で中止後に軽快した。また間質性肺炎などの重篤
な副作用は認めなかった。

症例提示
〔 症例 1〕 77 歳 男性，症候と非合致例

2013 年 X月屋根から転落し頭部を打撲した。神

Fig.1 Case 1 (77 year-old male).

経学的に異常なく，また頭部 CT で明らかな異常

CT scan showed no abnormality after head bruised (A).
2-months after trauma, CT scan showed left CSH without
brain midline shift (B). Asymptomatic CSH was diagnosed,
and saireito was given. One week later, aphasia was recurrent. Although new lesion was not detected (C), symptomatic CSH was considered. CSH was disappeared after
surgical operation (D).

X＋2 ヵ月後に一過性の失語が出現し当院を受診し

。
はなかったため経過観察となっていた（Fig.1-A）

た。神経脱落所見はなかったが，頭部 CT で CSH

を認めた（Fig.1-B）
。CSHによる脳実質の圧排は軽

度で正中偏位も認められず，無症候性 CSHとし柴

〔 症例 3〕 82 歳 男性，柴苓湯内服で血腫消失例

苓湯投与を開始した。1 週間後に同様の症状あり頭

部 CT を 再 検 し た が ，特 に 新 た な 所 見 は 認 め な

2010 年 Z 月頭部打撲後に少量の CSHがあり近

。Z＋7 ヵ月に
医で経過観察されていた（Fig.3-A）

CSHが増大したため手術適応と判断され，手術目

。症候性てんかんが疑われ抗てん
かった（Fig.1-C）
性の失語が出現し再度当院を受診した。頭部 MRI

かん剤の内服が開始となった。しかし，同日一過
で脳梗塞を否定した上で，症候性 CSHとして手術

。神経学的に異常
的で当院紹介となった（Fig.3-B）

を施行した。術後症状の出現なく，CSHは消失し

CSHの診断で柴苓湯の内服を開始した。柴苓湯内
なく画像上の変化のみであったため，無症候性

，
服 8 ヵ月後頃より CSHが縮小傾向となり（Fig.3-C）

。
た（Fig.1-D）

柴苓湯内服後 10 ヵ月に消失した（Fig.3-D）
。

〔 症例 2〕 78 歳 男性，手術非同意例

2011 年 Y月転倒し頭部を打撲した。Y＋3 ヵ月

後に歩行時のふらつきが出現し，頭部 CT を撮影

考

したところ CSHを認めた（Fig.2-A）
。症候性 CSH

察

CSHの治療において，血腫が自然に吸収される

と診断し手術を勧めたが，柴苓湯の内服を提示し

その CSHの成因や増大の機序には，硬膜下腔に血

ことは少なく 14），一般的には外科治療が行われる。

たところ内服を希望したため同日より柴苓湯の内
服を開始した。その 1 週間後にふらつきの増悪を

認めた。頭部 CT では血腫の大きさには変化はな

液が混入した液の貯留とそれに対する反応性の被

，手術適応と判断し本人の同意
かったが（Fig.2-B）

膜形成，被膜の新生血管からの出血 17,19）や炎症の

CSHは消失した（Fig.2-C）。

関与 4,17,19）が示唆されている。したがって，それら

の上で手術を施行した。術後ふらつきは改善し，

の「液貯留」と「炎症」などの機序に抑制的な作用の
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Fig.2 Case 2 (78 year-old male).
CT scan revealed right symptomatic CSH with brain compression (A), however, the patient refused surgical procedure.
Saireito was given to improve the hematoma. The symptom was gradually worse without hematoma enlargement (B).
The surgical operation was done with his approval. CSH was disappeared after surgical operation (C).
がって，本研究において柴苓湯は CSHに対する有
漢方薬の中では五苓散による CSHの縮小効果が

効な治療薬となり得る可能性が示された。

近年報告されており，その有効率は 50〜 100％と
を有する五苓散が CSHの形成に関与するアクアポ

いわれている 7,9,10,12,20）。その機序として，利水作用
リン（AQP）4 を阻害することで“硬膜下腔への液の

また，CSH外膜に AQP4 が発現することが組織学

貯留”を改善させている可能性が示唆される 1,2）。

の AQP4 をも，五苓散が抑制することが明らかに
的に証明され 21），炎症反応によって亢進した外膜

なってきた 3）。したがって，五苓散の AQP 阻害作
過剰な炎症反応の抑制が，CSHの外膜を介し CSH

用による異常な水の移動を抑制するだけでなく，

を縮小させていると考えられる 3,21）。

柴苓湯は五苓散に小柴胡湯を追加したものであ

Fig.3 Case 3 (82 year-old male).

る 16）。したがって，柴苓湯は上述した五苓散の効

CT scan showed thin CSH after head trauma (A). 7
months later, the CSH was enlarged without symptom
(B). Saireito was given for the asymptomatic CSH to
improve the hematoma. Eight months after administration
the saireito, the hematoma showed decrease (C), and
disappeared ten months after medical treatment (D).

テロイド分泌促進作用を有しているため，CSHの

果に加え，小柴胡湯由来の抗炎症作用や内因性ス

CSHに対する五苓散と柴苓湯の治療効果を直接比

治療において非常に有効であると考えられる 7）。
較した研究はないが，五苓散と共に柴苓湯は CSH

ある薬剤が内科的な治療効果をもつとされてきた

に対して有効な漢方薬であると考えられる。

本研究において，治療有効群に比し手術群では

が 5,6,13,15,18），治療効果のエビデンスが証明されてい
近年，CSHに対する五苓散や柴苓湯による CSH

手術未施行例に柴苓湯を投与し，CSH消失率は 37

の消失効果が報告されている

かった。本来 CSHは男性に多い疾患であるため，
男性，非典型症候例，手術非同意例が有意に多

る薬剤は現時点では存在しない。

8,10〜12）。今回我々は，

人中 28 人（ 75.7％）と高い有効性を示した。した

今回の結果にアルコール等の嗜好歴や性ホルモン

等の影響があるのかもしれない。また症候と非合
致のため手術適応に迷った症例については，手術
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外科的治療である。しかしながら，本研究で CSH

に踏み切ってもよかったのではないかと考えた。

科的治療が確立されていないため，治療の基本は

患者が手術を拒否しても，医師が手術適応と判断

に対する柴苓湯の高い血腫消失率（ 75.7％）が示さ

れたため，今後 CSHに対して柴苓湯が有効な内服

した場合は，十分なインフォームドコンセントを
行い，積極的に外科治療を行えばよかった例もみ

薬の一つとなる可能性が示唆された。

られた。我々は過去の経験から，内服で効果があ
る柴苓湯についてインフォームドコンセントを

文

行ったため，手術を拒否する患者が内服を希望し
た。しかし，これらの場合は最終的に手術を行う
結果となり，柴苓湯の功罪とも考えた。
発生頻度は不明だが，柴苓湯には重大な副作用
として間質性肺炎，偽アルドステロン症，ミオパ
シー，肝機能障害などがある。本研究では，薬疹
と思われる軽度皮疹が 1 例にみられたが，内服を
中止することで改善した。副作用はこの 1 例のみ
で（ 3％程度）あり，柴苓湯は安全で使用しやすい薬
であると考えられる。更に，五苓散には重大な副
作用の記載はなく，もっと安全に使用しやすいと
考えられる。
我々は当初五苓散を投与してこの研究を始めた。
治療効果がない CSH症例が続いたため，柴苓湯の

しかし理由は不明だが，研究初期に五苓散投与で

投与に変更した。その結果，CSHの縮小効果が十
今後，これらのような CSHに対して，五苓散と

分みられたため，この研究を開始・継続した。

柴苓湯のいずれかをファーストチョイスにするか私

CSHの消失率はほぼ同等であること，柴苓湯は内

見を述べる。五苓散と柴苓湯は過去の報告から

因性ステロイド作用があり五苓散より抗炎症作用が
強いことが示唆されていること，柴苓湯は副作用の
報告が少ないものの間質性肺炎を併発した場合に重
篤になる可能性があること，などが特徴として対比

される。したがって，有効性と安全性を考慮して，
ファーストチョイスは五苓散がよいのではないかと
考える。五苓散で効果があまり認められない場合に，
炎症作用が強い柴苓湯をセカンドチョイスとして投
与を検討するのが良いと思われる。

結

語

CSHは自然消失することは少なく，効果的な内
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