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生薬学Ⅱ・漢方薬学
第４回 循環器系疾患に
使用される処方

高血圧，低血圧

脳卒中後遺症，不眠症，自律神経失調症

前回の小テスト

柴朴湯は小柴胡湯と半夏厚朴湯の合方である．小柴胡
湯は１日分が柴胡7.0 g ，半夏5.0 g ，生姜4.0 g ，黄芩
3.0 g ，大棗3.0 g ，人参3.0 g ，甘草2.0 g で構成され，半
夏厚朴湯は１日分が半夏5.0 g ，茯苓5.0 g ，生姜4.0 g ，
厚朴3.0 g ，蘇葉2.0 g から構成されるとする時，柴朴湯
を煎剤として使用するとして，次の問に答えよ．

（１）柴朴湯の１日分の各生薬の適当な量を示せ．

（２）ここで使用される生姜は市販生薬の「生姜」（＝乾生
姜），「乾姜」，八百屋で購入可能な「ひね生姜」のいず
れか．

復習：合方の考え方

処方「○○湯」

生薬A  4 g
生薬B  2 g
生薬C  2 g

処方「△△湯」

生薬A  2 g
生薬C  3 g
生薬D  3 g

処方「○○湯合△△湯」

生薬A  4 g
生薬B  2 g
生薬C  3 g
生薬D  3 g

構成生薬の比較

小柴胡湯
柴胡7.0 g
半夏5.0 g
生姜4.0 g
黄芩3.0 g
大棗3.0 g
人参3.0 g
甘草2.0 g

半夏厚朴湯
半夏5.0 g
茯苓5.0 g
生姜4.0 g
厚朴3.0 g
蘇葉2.0 g

柴朴湯
柴胡7.0 g
半夏5.0 g
生姜4.0 g
黄芩3.0 g
大棗3.0 g
人参3.0 g
甘草2.0 g
茯苓5.0 g
厚朴3.0 g
蘇葉2.0 g

小柴胡湯と他処方との合方

柴朴湯（小柴胡湯 ＋ 半夏厚朴湯）

気管支炎，気管支喘息，小児喘息，感冒，慢性胃
炎，不安神経症，咽・喉頭神経症，食道神経症，そ
の他，胃神経症，過敏性大腸症候群，胸膜炎・肺
結核などの補助療法，慢性リンパ腺炎，虚弱児の
体質改善など

柴胡桂枝湯（小柴胡湯 ＋ 桂枝湯）

発熱汗出て，悪寒し，身体痛み，頭痛，嘔気のある
ものの次の諸症：感冒・流感・肺炎・肺結核などの
熱性疾患，胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆嚢炎・胆石・
肝機能障害・膵臓炎などの心下部緊張疼痛

小柴胡湯と他処方との合方

柴苓湯（小柴胡湯 ＋ 五苓散）

胃炎，ネフローゼ，その他種々の原因による浮腫，
慢性肝炎，肝硬変，水様性下痢，急・慢性胃腸炎，
胃腸型感冒．その他，胃アトニー症，胃下垂症，
腎盂腎炎，メニエール症候群，暑気あたり

柴陥湯（小柴胡湯 ＋ 小陥胸湯）

急・慢性気管支炎，感冒，肺炎．その他，胸膜炎，
気管支喘息，気管支拡張症など



2

生姜，乾生姜，乾姜，ヒネショウガ

生姜
入手可能であれば「ヒネショウガ」を推奨．１日量３～４グラム
中国では，なまのショウガを指す．
日本薬局方では次のようにして調製した「乾生姜」を「生姜」と
呼ぶ．１日量１グラム．

乾生姜
ショウガのコルク皮をはいで除き，石灰をまぶして速やかに
乾燥，または軽く湯通しして乾燥したもの．

乾姜
（湯通しした後，コルク皮を去り）煮沸して乾燥したもの．冷え，
痛みに対して使用．
加熱して飴状にした「三河乾姜」と呼ばれるものもある

ヒネショウガ
本来の「生姜」．健胃効果，鎮嘔・鎮吐作用を期待．

小柴胡湯（１）

【構成生薬】

柴胡，半夏，生姜，黄芩，大棗，人参，甘草

【目標】体力中等度の人で胸脇苦満のある場合に用いる．

1) 熱性疾患では食欲不振，口中不快感を伴う場合
2) 胸脇苦満の認められる諸種慢性疾患
3) 食欲不振，全身倦怠感などを伴う諸種慢性疾患
4) 小児虚弱体質の改善

小柴胡湯（２）

【適応】

①体力中等度で上腹部が張って苦しく，舌苔を
生じ，口中不快，食欲不振，時により微熱，悪
心などのあるものの次の諸症：

諸種の急性熱性病，肺炎，気管支炎，感冒，

胸膜炎・肺結核などの結核性諸疾患の補助療
法，リンパ節炎，慢性胃腸障害，産後回復不全

②慢性肝炎における肝機能障害の改善

小柴胡湯（３）

警告!! 慢性肝炎における肝機能障害の目的で投与され
た患者で間質性肺炎が起こり，重篤な転帰に至ることがあ

る→中止，加療

【禁忌】

①慢性肝炎の治療におけるインターフェロンとの併用

②肝細胞癌，肝硬変症が確定診断されている患者

③慢性肝炎における肝機能障害で血小板数が10万/mm３

以下の患者

小柴胡湯（４）

【慎重】

著しく体力の衰えている患者

【副作用】

まれにアレルギー性間質性肺炎，肝障害．

ミオパシー(低カリウム血症の結果として) (脱力感，
筋力低下，筋肉痛，四肢痙攣・麻痺等の横紋筋融
解症)→CPK上昇，血中及び尿中のミオグロビン上
昇が認められた場合には中止し処置

便秘と大黄配合処方

便秘を直接的な治療目的とする場合（大黄剤）
大黄甘草湯：慢性の弛緩性便秘

調胃承気湯：大黄甘草湯では効果不十分

麻子仁丸：高齢者・胃腸虚弱者

大承気湯：肥満者，腹部膨満感

桂枝加芍薬大黄湯：痙攣性便秘

他の症候に付随する便秘
大柴胡湯：肥満者．高血圧，脂肪肝

桃核承気湯：肥満型女性．強い月経痛

乙字湯：痔

桂枝加芍薬大黄湯：過敏性腸症候群



3

大黄配合処方と注意

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投
与しないことが望ましい．

ダイオウの子宮収縮作用及び骨盤内臓器の充
血作用により流早産の危険性がある．

【授乳婦】

授乳中の婦人には慎重に投与すること．

ダイオウ中のアントラキノン誘導体が母乳中に移
行し，乳児の下痢を起こすことがある．

大黄配合処方の例

【大黄の存在が処方名から推定可能な処方の例】

大黄甘草湯，大黄牡丹皮湯，桂枝加芍薬大黄湯

三黄瀉心湯

調胃承気湯，小承気湯，大承気湯，桃核承気湯

【大黄配合の有無が処方名からはわかりにくい例】

麻子仁丸，潤腸湯，防風通聖散，通導散

大柴胡湯，乙字湯，茵蔯蒿湯，治打撲一方，治
頭瘡一方

便秘に使用される大黄非配合処方

桂枝加芍薬湯（桂枝，芍薬，甘草，大棗，生姜）

虚弱者．腹痛，裏急後重（下痢の後も繰り返し便意）を伴う
下痢・軟便，大便が開通しない場合．腹部膨満感，腹直筋
緊張．

小建中湯（桂枝，芍薬，甘草，大棗，生姜，膠飴）

虚弱者の便秘

大建中湯（人参，山椒，乾姜，膠飴）

腹部膨満感，腸の蠕動亢進

加味逍遥散（当帰，芍薬，白朮，茯苓，柴胡，甘草，牡丹
皮，山梔子，薄荷，生姜）

神経質な更年期女性．軽い便秘

循環器系疾患と主要処方

高血圧

大柴胡湯，柴胡加竜骨牡蠣湯，黄連解毒湯，
八味地黄丸，釣藤散

低血圧

真武湯，補中益気湯，半夏白朮天麻湯，

当帰芍薬散，苓桂朮甘湯

その他

脳卒中後遺症，不眠症，自律神経失調症に使
用される処方

高血圧（１）（p. 90）

大柴胡湯（柴胡，半夏，黄芩，芍薬，大棗，枳実，
生姜，大黄）

肥満，肩こり，筋緊張，上腹部の腹筋が硬く弾力
がある

柴胡加竜骨牡蠣湯（柴胡，半夏，桂皮，茯苓，黄
芩，人参，竜骨，牡蠣，大棗，生姜 ）

肥満傾向，神経質・多愁訴（肩こり，不眠，動悸），
腹筋に弾力

高血圧（２）

黄連解毒湯（黄芩，黄連，山梔子，黄柏）

赤ら顔，のぼせ，イライラ感，ストレス

八味地黄丸（地黄，沢瀉，茯苓，山薬，山茱萸，
牡丹皮，桂皮，附子）

前立腺肥大，腰痛，初老期以降．胃腸は丈夫

釣藤散（石膏，釣藤鈎，陳皮，半夏，麦門冬，茯
苓，防風，人参，菊花，甘草，生姜）

頭痛・頭重，めまい，壮年期以降．
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大柴胡湯（ダイサイコトウ）

去大黄処方も繁用される．便秘の有無・程度で大黄の量
も加減．

【目標】 体格・体力ともに充実した人で，胸脇苦満が強く，
便秘する場合に用いる

1)悪心，嘔吐，季肋部の苦満感等を伴う場合
2)肩こり，頭痛，頭重，めまい，耳鳴などを伴う場合
【適応】 比較的体力のある人で，便秘がちで，上腹部が
張って苦しく，耳鳴，肩こりなど伴うものの次の諸症：胆石
症，胆嚢炎，黄疸，肝機能障害，高血圧症，脳溢血，蕁
麻疹，胃酸過多症，急性胃腸カタル，悪心，嘔吐，食欲
不振，痔疾，糖尿病，ノイローゼ，不眠症，肥満症，高血
圧に伴う肩こり，頭痛，便秘，肩こり，常習便秘，胃炎

柴胡加竜骨牡蠣湯（サイコカリュウコ
ツボレイトウ）

【目標】 比較的体力のある人で，精神不安，不
眠，イライラなどの精神神経症状があり，胸脇苦
満のある場合．

1)頭重，頭痛，肩こりなどを伴う場合
2)臍傍に腹部大動脈の拍動の亢進を認める場合
【適応】 比較的体力があり，心悸亢進，不眠，い
らだちなどの精神症状のあるものの次の諸症：
高血圧症，動脈硬化症，慢性腎臓病，神経衰弱
症，神経性心悸亢進症，てんかん，ヒステリー，
小児夜啼症，陰萎

黄連解毒湯（オウレンゲドクトウ）

【目標】 体力中等度もしくはそれ以上の人で，の
ぼせ気味で顔面紅潮し，精神不安，不眠，イライ
ラなどの精神神経症状を訴える場合に用いる．

1)心窩部の膨満感を訴える場合
2)鼻出血，喀血，吐血，痔出血，下血など諸種の
出血を伴う場合

3)発疹，そう痒感などの皮膚症状を伴う場合
【適応】 比較的体力があり，のぼせ気味で，イラ
イラする傾向のあるものの次の諸症：喀血，吐血，
下血，脳溢血，高血圧，心悸亢進，ノイローゼ，
皮膚そう痒症，胃炎

八味地黄丸（ハチミジオウガン）

【目標】 中年以降特に老齢者に頻用され，腰部
および下肢の脱力感・冷え・しびれなどがあり，
排尿の異常(特に夜間の頻尿)を訴える場合に用
いる．

1)上腹部に比べて下腹部が軟弱無力の場合
2)多尿，頻尿，乏尿，排尿痛などを伴う場合
3)疲労倦怠感，腰痛，口渇などを伴う場合
【適応】 慢性腎炎，糖尿病，陰萎，坐骨神経痛，
腰痛，脚気，膀胱カタル，前立腺肥大，高血圧，
浮腫，更年期障害，老人性湿疹，老人のかすみ
目，五十肩，肩こり

釣藤散（チョウトウサン）

【目標】 体力中等度あるいはやや低下した中年
以降の人で，慢性に経過する頭痛，肩こり，めま
いなどを訴える場合に用いる．

1)朝方あるいはめざめ時に頭痛，頭重感のある
ことが多い．

2)のぼせ，耳鳴，不眠，眼球結膜の充血などを伴
う場合

【適応】 慢性に続く頭重で中年以降，又は高血
圧の傾向のあるもの

七物降下湯（シチモツコウカトウ）

【構成生薬】 釣藤鈎，当帰，川芎，芍薬，地黄，
黄耆，黄柏

【目標】 体質虚弱ながら胃腸の働きの比較的よ
い人の高血圧症に用いる．易疲労感，下半身の
冷え，頻尿傾向などを伴う場合

【適応】 体質虚弱の傾向のあるものの次の諸
症：高血圧に伴う随伴症状(のぼせ，肩こり，耳鳴，
頭重)
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高齢者の高血圧

八味地黄丸が第一選択

地黄配合処方は胃腸障害をおこしやすい

地黄配合処方：八味地黄丸，七物降下湯のほか，
六味丸，牛車腎気丸，四物湯，温清飲，滋陰降火
湯など

頭重，頭痛，眼痛 ⇒ 釣藤散

のぼせ，身体の熱感，精神不安 ⇒ 黄連解毒
湯

甘草配合処方使用上の注意（p. 92）

低カリウム血症に注意

偽アルドステロン症

血清カリウム値：×上昇→低下

浮腫，ナトリウム・体液の貯留

血圧上昇

ミオパシー

筋肉痛，脱力感

四肢痙攣・麻痺

甘草配合処方

【甘草の存在が処方名から推定可能な処方の例】

甘草湯，芍薬甘草湯，炙甘草湯，大黄甘草湯

甘麦大棗湯，麻杏甘石湯

【甘草配合の有無が処方名からはわかりにくい例】

小青竜湯（半夏，麻黄，桂皮，芍薬，五味子，細
辛，甘草，乾姜 ）

半夏瀉心湯（半夏，黄芩，人参，大棗，甘草，黄
連，乾姜 ）

人参湯（人参，白朮，甘草，乾姜 ）

桔梗湯（桔梗，甘草）

併用に対する注意

他の甘草配合漢方処方との併用

甘草製剤，グリチルリチン製剤との併用

グリチロン（肝疾患治療薬）

ネオ・ユモール（消化性潰瘍治療薬）

利尿薬との併用

ループ利尿薬(フロセミド，エタクリン酸等)
チアジド系利尿薬(エチアジド，トリクロルメチアジ
ド等)

麻黄配合処方使用上の注意（p. 92）

拡張期血圧（最低血圧）高値の患者は
慎重投与

虚血性心疾患，腎機能障害の患者は，
禁忌として扱うほうが良い．

麻黄配合処方の副作用等

副作用
自律神経系：不眠，発汗過多，頻脈，動悸，全身
脱力感，精神興奮

消化器：食欲不振，胃部不快感，悪心，嘔吐

泌尿器：排尿障害

慎重投与
狭心症，心筋梗塞等の循環器系の障害のある患
者またはその既往歴のある患者は慎重投与．

重症高血圧症の患者

高度の腎障害，排尿障害のある患者
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麻黄配合処方

【麻黄の存在が処方名から推定可能な処方の例】

麻黄湯，麻黄附子細辛湯，麻杏甘石湯，麻杏薏甘湯

小青竜湯

【麻黄配合の有無が処方名からはわかりにくい例】

葛根湯（葛根，麻黄，大棗，桂皮，芍薬，甘草，生姜）

神秘湯（麻黄，杏仁，厚朴，陳皮，甘草，柴胡，蘇葉）

五虎湯（石膏，麻黄，杏仁，甘草，桑白皮）

越婢加朮湯（石膏，麻黄，蒼朮，大棗，甘草，生姜）

防風通聖散（滑石，白朮，桔梗，黄芩，石膏，甘草，当帰，
芍薬，川芎，山梔子，連翹，薄荷，荊芥，防風，麻黄，生
姜，大黄，芒硝）

脳卒中後遺症（１）（p. 127）

抑肝散（蒼朮，茯苓，当帰，釣藤鈎，川芎，柴胡，
甘草）

興奮性の精神症状に対する第一選択

イライラ，不眠．体力がない

黄連解毒湯（黄芩，黄連，山梔子，黄柏）

顔面紅潮，高血圧，肥満，体力充実，出血傾向

大柴胡湯（柴胡，半夏，黄芩，芍薬，大棗，枳実，
生姜，大黄）

高血圧，肥満，体力充実，便秘傾向

脳卒中後遺症（２）

釣藤散（石膏，釣藤鈎，陳皮，半夏，麦門冬，茯
苓，防風，人参，菊花，甘草，生姜）

老年者の不定愁訴（めまい，肩こり，頭痛，耳鳴
り）

八味地黄丸（地黄，沢瀉，茯苓，山薬，山茱萸，
牡丹皮，桂皮，附子）

尿失禁，頻尿．胃腸が虚弱でないが体力低下．

地黄による胃腸障害，附子によるしびれ，ほてり，
発汗に注意．

高齢者の脳血管障害等（p. 171）

釣藤散

脳血管性痴呆患者の症状改善（のぼせ，精神興
奮，頭痛，幻覚妄想などの改善）

黄連解毒湯

脳血管障害後遺症の自覚症状，精神症状の改善
（不安・焦燥感，抑うつ，不眠，自発性低下などの
改善）

高齢者の障害

加味温胆湯（カミウンタントウ）
半夏，陳皮，生姜，竹茹，枳実，遠志，酸棗仁，
茯苓，人参，甘草，大棗，地黄，玄参

不眠，動悸，精神不安の抑制

当帰芍薬散（トウキシャクヤクサン）
芍薬，茯苓，蒼朮，沢瀉，当帰，川芎

通常は比較的体力が低下した女性の月経異常
などに使用される処方を転用．

不眠症（１）入眠障害（p. 123）

黄連解毒湯
黄芩，黄連，山梔子，黄柏

体格がよい，入眠にこだわる，さかんに寝返りを
する

就寝前１回投与を行うことがある

加味帰脾湯
人参，白朮，茯苓，酸棗仁，竜眼肉，柴胡，黄耆，
当帰，山梔子，遠志，大棗，甘草，木香，生姜

虚弱．じっと横になっているが眠れない
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不眠症（２）熟眠障害

酸棗仁湯

酸棗仁，茯苓，知母，川芎，甘草

疲労が続き，頭だけが冴えている

副作用で食欲不振，下痢をおこすことがある

抑肝散

蒼朮，茯苓，当帰，釣藤鈎，川芎，柴胡，甘草

不安，イライラが強い

不眠症（３）

人参湯

人参，白朮，甘草，乾姜

体質虚弱，体力低下．冷え性，胃腸機能低下

補中益気湯

黄耆，人参，白朮，当帰，陳皮，大棗，柴胡，甘草，
升麻，生姜

虚弱体質，疲労倦怠．全身倦怠，食欲不振，咳嗽，
微熱，盗汗，動悸，不安などが持続

老人の不眠（p. 171）

酸棗仁湯

酸棗仁，茯苓，知母，川芎，甘草

中途覚醒，早期覚醒．夜，目が冴えて眠れない．
心身が弱って眠れない．

柴胡加竜骨牡蠣湯

柴胡，半夏，桂皮，茯苓，黄芩，人参，竜骨，牡
蠣，大棗，生姜，（大黄）

動悸，めまい，頭痛，うつ症状，物忘れ

低血圧（１）（p. 93）

真武湯
茯苓，芍薬，蒼朮，生姜，附子

新陳代謝の低下

人参湯
人参，白朮，甘草，乾姜

胃部虚弱，胃アトニー

補中益気湯
黄耆，人参，白朮，当帰，陳皮，大棗，柴胡，甘
草，升麻，生姜

無力体質，胃下垂

低血圧（２）（p. 93）

当帰芍薬散
芍薬，茯苓，蒼朮，沢瀉，当帰，川芎

血行不良，冷え症

苓桂朮甘湯
茯苓，桂皮，白朮，甘草

小児の起立性調節障害，立ちくらみ

半夏白朮天麻湯
半夏，白朮，蒼朮，陳皮，茯苓，天麻，麦芽，神
麹，黄耆，人参，沢瀉，黄柏，生姜，乾姜

頭痛，胃腸が弱い

自律神経失調症（１）（p. 129）

苓桂朮甘湯

茯苓，桂皮，白朮，甘草

低血圧，めまい，たちくらみ．神経症，動悸，息切
れ，頭痛，のぼせ，尿量減少

半夏白朮天麻湯

半夏，白朮，蒼朮，陳皮，茯苓，天麻，麦芽，神麹，
黄耆，人参，沢瀉，黄柏，生姜，乾姜

低血圧，めまい，頭痛・頭重，胃腸虚弱
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自律神経失調症（２）

女神散（ニョシンサン）

当帰，香附子，川芎，桂皮，白朮，木香，黄連，黄
芩，檳榔子，人参，甘草，丁子，大黄

めまい，のぼせ，月経不順，不定愁訴，不安，不
眠，抑うつ傾向

加味逍遥散

当帰，芍薬，白朮，茯苓，柴胡，甘草，牡丹皮，山
梔子，薄荷，生姜

不定愁訴，冷え，月経不順，不安

主として女性に使用されるが，男性にも効果

自律神経失調症（３）

柴胡加竜骨牡蠣湯

動悸，不安，抑うつ傾向，不眠，胸脇苦満，体力中
等度以上

桂枝加竜骨牡蠣湯

動悸，不安，抑うつ傾向，不眠，全身倦怠感，虚弱

柴胡桂枝乾姜湯

全身倦怠感，冷え，動悸，不眠，抑うつ傾向

呉茱萸湯

頭痛・頭重，冷え

小児の起立性調節障害（１）（p. 162）

苓桂朮甘湯
たちくらみ，めまい

入浴時，または「いやなことを見聞きする」と気持
ちが悪くなる

少し動くと動悸・息切れ

乗り物に酔いやすい

半夏白朮天麻湯
めまい，立っていると気持ちが悪くなる，倒れる．

朝，起きられない．

顔色が悪い，食欲不振，倦怠感，頭痛

小児の起立性調節障害（２）

補中益気湯

たちくらみ，めまい，立っていられない，朝おきら
れない

顔色が悪い，食欲不振，腹痛，倦怠感

小建中湯

動悸・息切れ

顔色が悪い，食欲不振，腹痛，倦怠感，頭痛

まとめ：循環器系疾患・関連疾患と漢
方処方（１）

高血圧

大柴胡湯，柴胡加竜骨牡蠣湯，黄連解毒湯，八味地黄丸，
釣藤散，七物降下湯

低血圧

真武湯，補中益気湯，半夏白朮天麻湯，

当帰芍薬散，苓桂朮甘湯

脳卒中後遺症

抑肝散，黄連解毒湯，大柴胡湯，釣藤散，八味地黄丸

不眠症

黄連解毒湯，加味帰脾湯，酸棗仁湯，抑肝散，人参湯，補
中益気湯，柴胡加竜骨牡蠣湯

まとめ：循環器系疾患・関連疾患と漢
方処方（２）

高齢者の脳血管障害，その他の障害

釣藤散，黄連解毒湯，加味温胆湯，当帰芍薬散

自律神経失調症

苓桂朮甘湯，半夏白朮天麻湯，女神散，加味逍遥散，柴胡
加竜骨牡蠣湯，桂枝加竜骨牡蠣湯，柴胡桂枝乾姜湯，呉茱
萸湯

小児の起立性調節障害

苓桂朮甘湯，半夏白朮天麻湯，補中益気湯，小建中湯

漢方処方の副作用

小柴胡湯，大黄配合処方，甘草配合処方，麻黄配合処方


