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論 文 内 容 の 要 旨
お よ び
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

東

邦

大

学

ᅄ㏫ᩓࡢ₎᪉་Ꮫ⌮ㄽ࠾ࡼࡧᇶ♏⛉Ꮫⓗゎᯒ
ᮾ㑥ᏛᏛ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉ ་⸆ရศᏊタィᏛศ㔝 ⏣୰ࡲࡕᏊ

₎᪉ࡣࠊྂ௦୰ᅜ་Ꮫࡀ 㹼 ୡ⣖ࡈࢁ᪥ᮏఏ࠼ࡽࢀ࡚ࠊࡑࡢᚋ᪥ᮏࡢ
㢼ᅵ࣭Ẽೃࡸ᪥ᮏேࡢయ㉁࠶ࢃࡏ࡚⊂⮬ࡢⓎᒎࢆ㐙ࡆࡓ᪥ᮏࡢఏ⤫་Ꮫ࡛
࠶ࡿࠋ₎᪉ࡣ⥲ྜⓗ࡞どⅬ࡛యయࡢࣂࣛࣥࢫࢆぢ┤ࡋᩚ࠼࡚࠸ࡃ⒪᪉ἲ
࡛࠶ࡿࡇࡽࠊすὒ་Ꮫࡢ⿵་⒪ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ₎᪉ࡣ
㯤ᖇෆ⤒ࠊയᐮㄽࠊ㔠༄せ␎࡞ࡢྂᇶ࡙ࡃ་Ꮫ⌮ㄽ࡛⒪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ
すὒ་Ꮫ࡛ࡣ⌮ゎࡀ㞴ࡋࡃ࠸࡙ࡽ࠸⒪᪉ἲ࠸࠺▷ᡤࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ₎
᪉་Ꮫࡢᇶᮏ⌮ㄽࢆ↓どࡋ࡚₎᪉⸆ࡀᢞ⸆ࡉࢀࡓሙྜࠊⰋ࠸⒪ຠᯝࡀᚓࡽ
ࢀ࡞࠸ࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㔜࡞స⏝⧅ࡀࡿࡇࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ₎᪉་Ꮫ⌮
ㄽࡢ⌮ゎࡸぢ┤ࡋࢆᇶᮏࡋࡓୖ࡛ࡢ₎᪉⸆ࡢ⌧௦ⓗ࡞ゎ㔘ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
₎᪉ࡀ₎᪉་Ꮫ⌮ㄽ࠾ࡼࡧᇶ♏⛉Ꮫⓗゎᯒࡼࡾゎࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡞ࡿ
ࡣࠊすὒ་Ꮫ₎᪉་Ꮫࡢ┦⌮ゎࢆ㐍ࡵࠊ་⒪ࡢⓎᒎࡢ୍ຓ࡞ࡿ⪃࠼
⪃
ᅗ 1 യᐮㄽࡢᅄ㏫ᩓࡢ᮲ᩥ
ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿᅄ㏫ᩓࡣࠊᰘ⬌ࠊⰟ⸆ࠊᯨᐇࠊ⏑ⲡࡢ  ✀㢮ࡢ⏕⸆
࡛ᵓᡂࡉࢀࠊᙧࡣᩓ࡛ࠊയᐮㄽ࡛ࡣභ࠾ࡅࡿᑡ㝜ࡢ᪉ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢ
᪥ᮏࡢ₎᪉࡛ࡣࠊࢆኚ࠼ᑡ㝧ࡢ᪉ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋയᐮㄽ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ  ᪉
ࡢ୰࡛ࠊࡀኚࡋࡓࡢࡣᅄ㏫ᩓࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊྠᙧࠊ⏕⸆ࡢศ㔞ẚࠊ⏝┠ⓗࡶࡁࡃኚ
ࡋ࡚ࡁࡓ᪉࡛࠶ࡿࠋᅄ㏫ᩓࡣࡇࢀࡲ࡛᮲ᩥࡢᵝࠎ࡞ゎ㔘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚᮶ࡓࡀࠊᑡ㝜ࡢ᪉ࡋ࡚ࡢᅄ
㏫ᩓࡣ⌮ゎࡉࢀࡃ࠸ࡲࡲ⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧
ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᅄ㏫ᩓࡘ࠸࡚ࠊ᮲ᩥࠊᙧࠊᵓᡂ⏕⸆ࠊศ㔞ẚ࡞ࢆ₎᪉་Ꮫ⌮ㄽࡼ
ࡾゎᯒࡋࠊࡑࢀᇶ࡙ࡃᇶ♏⛉Ꮫⓗ࡞ゎᯒࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊࡑࡢయീࢆ᫂ࡽࡋࠊ⌧௦་⒪ࡢ୰
࡛ࡢᅄ㏫ᩓࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࢆ᫂ゎࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

 ᅄ㏫ᩓࡢ₎᪉་Ꮫ⌮ㄽࡼࡿゎᯒ
㸧භ࠾ࡅࡿയᐮㄽࡢᅄ㏫ᩓ₎᪉ࡢᅄ㏫ᩓ
භࡣ₎᪉ᇶ♏⌮ㄽࡢ୍ࡘ࡛ࠊẼࡢ㐍⾜≧ែࢆ⾲ࡋࠊẘࡼࡾయຊඃໃࡢᮇẘඃໃࡢ
ᮇࢆࡑࢀࡒࢀ୕ࡘࢃࡅභࡋ࡚࠸ࡿࠋയᐮㄽࡢࠕᅄ㏫ᩓࠖࡣࠊẘඃໃ࡛࡚ࡢാࡁࡀ⾶࠼ෆእ
ඹ㝜ᐮࡢ῝้࡞ែࡢᑡ㝜ࡢ᪉࡛࠶ࡾࠊ᮲ᩥࡢドࡣᡭ㊊དྷ෭ࢆ⌧ࡍࠕᑡ㝜ࠊᅄ㏫ࠖࡢ▷࠸ᩥ
Ꮠࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋᐈドࡣḥࠊࠊᑠ౽ࠊ⭡୰③ࠊἥୗ㔜࡞࡛࠶ࡿࡀࠊᑡ㝜ࡢࡢᵝ࡞ែ
࠺᪉࡛࠶ࡗࡓࡘ࠸࡚ࡢゎ㔘ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᑡ㝜ࡢ᪉ࡣෆእඹ㝜ᐮࡢែࢆࡍࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊയᐮㄽࡢᅄ㏫ᩓࡢ᪉ࡣ㝜ᐮࢆࡍࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇࡽࠊᑡ㝜ࡢែ࠾࠸࡚⇕ᛶឤᰁ
క࠺ᛴᛶࡢኚド࡛࠶ࡾࠊ⃭ࡋ࠸ẼࠊẼࡼࡿᡭ㊊དྷ෭ࠊᾘჾ≧ᑐࡋ࡚ࢃࢀࡓ᪉࡛࠶ࡿ
ࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ
₎᪉࠾ࡅࡿࠕᅄ㏫ᩓࠖࡣࠊయຊඃໃࡢᑡ㝧ࡢ᪉࡛࠶ࡾࠊᑡ㝧ࡢᰘ⬌ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚⸆
ࡣᰘ⬌࡞ࡗࡓࠋᰘ⬌ࡣ⭡ೃࡋ࡚⬚⬥ⱞ‶ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⛬ᗘࡽᅄ㏫ᩓࡣᰘ⬌ᑠᰘ⬌
ࡢ୰㛫ドࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᰘ⬌ࡋ࡚ࡢᅄ㏫ᩓࡣࠊᰘ⬌ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿᰘ⬌࣭㯤
ⰴࡀ↓ࡃᰘ⬌࣭ᯨᐇࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࡇࡼࡾ⇕ᛶᝈ⏝ࡉࢀࡿࡣṤ࡞ࡃࠊ⬚⬥㒊࿘㎶ࢆ
୰ᚰࡋࡓ⮚ჾࡢᶵ⬟␗ᖖ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏⓗ࡞ែࡣẼ࡛࠶ࡾࠊᯨᐇࢆ᭷ࡍࡿ㠀ᆺⓗ࡞ᰘ
⬌࡛࠶ࡿࡇࡀᅄ㏫ᩓࡢ≉ᚩ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋẼࡸ⥭ᙇᑐࡍࡿຠᯝࡣയᐮㄽࡢᅄ㏫ᩓẚ㍑
ࡍࡿࡺࡿࡸ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋẼࡼࡾ㉳ࡇࡿ㌟≧ࡣすὒ་Ꮫࡢ⢭⚄ᝈࡀ⌧ࡍ㌟య≧
㏆ࡃࠊ㏆ᖺࡣᏳ≧ࡢ⿵⸆ࡋ࡚ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
യᐮㄽࡢᅄ㏫ᩓ₎᪉ࡢᅄ㏫ᩓࡢ㛫ࡣࡢኚࡀ࠶ࡾࠊែࡣ㝜ドࡽ㝧ドኚࡋࠊᛴᛶ
ᝈࡽ៏ᛶᝈࢃࢀ᪉ࡀ㐪࠺᪉࡞ࡗࡓ⤖ㄽࡋࡓࠋ
1

㸧ᙧ⏕⸆ࡢศ㔞ẚࡢኚ᭦ࡽぢࡓ  ࡘࡢᅄ㏫ᩓ
യᐮㄽࡢᅄ㏫ᩓࡣࠊᛴᛶࡢኚࡸᾘჾᝈᑐᛂࡍࡿ᪉ࡋ࡚ࠊ㡻᭹ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟
ᛶࡀ㧗ࡃࠊㄪࡢ㛫ࡀ▷࠸ࠊ➼㔞࡛࠶ࡾ⡆༢ቑ㔞࡛ࡁࡿࠊᦠᖏ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡢ⌮⏤࡛ᩓࡋ࡚
ࡢᙧࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᵓᡂ⏕⸆ࡢᯨᐇࡀ⌮Ẽ⸆࡛࠶ࡾࠊឤッ࠼ࡿ㤶ࡾࡀ⸆ຠࡢୖ࡛㔜せ࡛ࠊ
ᩓࡀ㤶ࡾࢆኻࢃ࡞࠸᭱㐺࡞ᙧ࡛࠶ࡿࡇࢆ⤒㦂ⓗ▱ࡗ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᰘ⬌ࠊⰟ⸆ࠊᯨᐇࠊ
⏑ⲡࡀ➼㔞࡛࠶ࡿࡣ⬚⬥㒊ࡸ⭡┤➽ࡢ⥭ᙇࡀᙉࡃࠊࡉࡽ⏑ⲡࡀከࡃࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࡀᅾࡿ
ඹᛴ㏕≧ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊ⌮Ẽస⏝ࡢᙉ࠸ᯨᐇࡶ➼㔞࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᛴᛶࡢᙉ࠸Ẽࢆక࠺
ኚᑐࡍࡿ᪉࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡿࠋ
⌧௦ࡢ₎᪉ࡢᅄ㏫ᩓࡣࠊࢇࡀ࢚࢟ࢫ㢛⢏ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ〇ᕤ⛬࡛㤶ࡾࡣኻࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋᙧࡢኚࡼࡾᵓᡂ⏕⸆ࡢศ㔞ẚࡶᰘ⬌ ࠊⰟ⸆ ࠊᯨᐇ ࠊ⏑ⲡ  ࡞ࡗࡓࠋศ㔞ẚࡢ
ኚࡣࠊⰟ⸆࣭⏑ⲡࡀ➼㔞࡛࠶ࡿⰟ⸆⏑ⲡࡢ᪉ពࡸࠊ⏑ⲡࡢᛴ㏕ࢆࡍస⏝ࢆኻࡗ࡚࠸ࡿࠋᰘ⬌࣭ᯨ
ᐇࡣᰘ⬌ࡀ⬚⬥ⱞ‶ࠊᯨᐇࡀᚰୗ⑥㠤ࢆࡍࡇࡼࡾ⬚⬥㒊࿘㎶ࡢྛ⮚ჾࡢᶵ⬟␗ᖖࢆᨵၿࡍࡿ᪉
ኚࡋࡓࠋ₎᪉ࡢᅄ㏫ᩓࡣࠊയᐮㄽࡢᅄ㏫ᩓࡀᙧࡸ⏕⸆ࡢศ㔞ẚࢆኚ࠼ࡓ⤖ᯝᑡ㝧ࡢᰘ⬌
࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᰘ⬌ࡢኚ᪉࡛ࡣ࡞ࡃ⊂❧ࡋࡓᰘ⬌
࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸦ᅗ 㸧
ࠋ

₎᪉ࡢᅄ㏫ᩓ㻌

࢚࢟ࢫ㻌

ᰘ⬌㻌

 ᅄ㏫ᩓࡢᙧࡀࠊᩓࡽ࢚࢟ࢫኚࡍࡿక࠸ࠊᑡ

៏ᛶ㻌

㝜ࡢ᪉ࡽᑡ㝧ࡢ᪉࡛࠶ࡿᰘ⬌࡞ࡾࠊࡀኚ

ᑡ㝧㻌

ᯝࡣࡺࡿࡸ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ᪉ࡢ⸆ຠࡣᛴᛶࡢࡶ

 Ћ㻌

ࡓࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᯨᐇࡢศ㔞ࡸ㤶ࡾࡢኚࡽẼᑐࡍࡿຠ

ቑຍ

ࢃࡗࡓࠋᅄ㏫ᩓࡢᇶᮏⓗ࡞ែ࡛࠶ࡿẼᑐࡍࡿ⸆ຠࡣಖ

ᑡ㝜㻌

ࡢࡽ៏ᛶࡢࡶࡢኚࡋࠊ₎᪉ࡢᅄ㏫ᩓࡣ៏ᛶᝈ
⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᅄ㏫ᩓࡣࠊ᪥ᮏࡢ₎᪉⌮ㄽࡢ୰࡛
᪉ࡢᑐࡍࡿែࡀኚࡋࡓࡀᅇࡢ₎᪉་Ꮫゎᯒ
ࡽ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

ᛴᛶ㻌

ᩓ㻌
യᐮㄽࡢᅄ㏫ᩓ㻌

Ѝ ῶᑡ㻌
Ѝ

⏑ⲡ㻌
ᯨᐇ㻌

ᅗ  ᅄ㏫ᩓࡢࠊᙧࠊ
⏕⸆ࡢศ㔞ẚࡢኚ㑄
 ᅄ㏫ᩓࡢᏛᡂศศᯒ

」ᩘࡢ⏕⸆ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ₎᪉⸆ࡢ᭱ࡢ≉ᚩࡣࠊ」㞧࡞ከᡂศ⣔࡛࠶ࡿࠋᏛᡂศࡢ୍ᩧศᯒࡼ
ࡾ₎᪉⸆ࡢᏛᡂศࣉࣟࣇࣝࢆᚓࡿࡇࡣ₎᪉⸆ࡢရ㉁ホ౯ࡸᏛⓗ≉ᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡣ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋᅇࠊᙧࡸᵓᡂ⏕⸆ࡢศ㔞ẚࡢ␗࡞ࡿᅄ㏫ᩓྛᵓᡂ⏕⸆ࡘ࠸࡚ࠊ㧗㏿ᾮయࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࣭
ࣇ࢛ࢺࢲ࣮࢜ࢻࣞ㉁㔞ศᯒ⨨㸦/&3'$06㸧࠾ࡼࡧ࣊ࢵࢻࢫ࣮࣌ࢫ࣭࢞ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ㉁㔞
ศᯒ⨨㸦+6*&06㸧ࢆ⏝࠸࡚ヲ⣽࡞ᡂศゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸧/&3'$06 ศᯒἲࡼࡿᅄ㏫ᩓࡢᏛᡂศศᯒ
ᅄ㏫ᩓࡘ࠸࡚ /&3'$06 ࢆ⏝࠸࡚ศᯒᚋࠊᚓࡽࢀࡓྛࣆ࣮ࢡࢆᵓᡂ⏕⸆ࡢศᯒࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑
ࡼࡾᖐᒓࡋࠊࡉࡽ 89 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ࠾ࡼࡧ 06 ࢫ࣌ࢡࢺࣝゎᯒࡼࡾᏛᵓ㐀ࡢྠᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊᅄ㏫ᩓ୰ィ  ✀ࡢᏛᡂศࢆྠᐃ࡛ࡁࠊࡑࡢ୰ࡢᡂศࡋ࡚ᯨᐇ⏤᮶ࡢࣇࣛ࣎ࣀࢻ㓄⢾య
QDULQJLQ  ࠊQHRKHVSHULGLQ  ࠊ࠾ࡼࡧࣉࣞࢽࣝࢡ࣐ࣜࣥ PHUDQ]LQ K\GUDWH  ࡀ᭱ࡶከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࡉࡽࠊയᐮㄽࡢᅄ㏫ᩓ₎᪉ࡢᅄ㏫ᩓࢆẚ㍑ࡋࡓࡇࢁࠊୖグᡂศࡢ
ྵ㔞ࡣࡰྛᵓᡂ⏕⸆ࡢศ㔞ẚࡋࡓࡀࠊᚤ㔞ᡂศ࠾࠸࡚ࡣᩓࡽ࢚࢟ࢫࡋࡓሙྜࠊᰘ⬌⏤
᮶ࡢࢧ࣏ࢽࣥ  ࠊ⏑ⲡ⏤᮶ࡢࣉࣞࢽࣝࣇࣛ࣎ࣀࢻ   ࡢῶᑡࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ
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         ᅗ  ᅄ㏫ᩓࡢ /&3'$06 ศᯒࢡ࣐ࣟࢺࢢ࣒ࣛ࠾ࡼࡧᏛᡂศ

㸧+6*&06 ศᯒἲࡼࡿᅄ㏫ᩓࡢⓎᛶᡂศศᯒ
ᅄ㏫ᩓࡢⓎᛶᡂศࡘ࠸࡚ +6*&06 ศᯒἲࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᅄ㏫ᩓࡢᩓ
࠾࠸࡚  ✀ࡢⓎᛶᡂศࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࡇᑐࡋࠊ࢚࢟ࢫ࠾ࡼࡧ་⒪⏝࢚࢟ࢫ㢛⢏ࡽࡣⓎᛶᡂ
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2014 年 2 月 26 日
学位論文審査講評
東邦大学薬学部生薬学教室
小池 一男
田中まち子氏より提出された学位論文「四逆散の漢方医学理論および基礎科学的解析」の審査結果に
ついて述べる。
臨床で用いられ健康保険が適用される漢方医療製剤は 148 種類である。それらは日本の高度な製剤技
術によって製造され、均一で効能が担保されたエキス製剤として上市されている。そして現在用いられ
ている漢方製剤の大半は、
「傷寒論」
、
「金匱要略」（いずれも紀元 200 年頃成立）、
「和剤局方」
（1100 年
頃成立）
、
「万病回春」
（1587 年）などにその出典が求められる。それらは長い年月の間に有効性がくり
返し確認された処方だけが、現在まで伝えられているのである。なかでも、日本の漢方医学の聖典とも
される傷寒論において、
「四逆散」は病位を少陰病篇に分類されているが、現代医療の中での漢方での病
位は少陽病として分類される。この四逆散の古典の傷寒論の病位と現代の漢方における病位の違いは、
これまでさまざま解釈がなされてきたが明解な答えは出されていない。
田中まち子氏は、薬剤師として日常業務の中で、抑うつ状態の漢方治療でよく使用される柴胡剤のな
かでも特異な存在である四逆散の病位について疑問を持ち、その病位とその作用の違いを明らかにする
ために、3 つの観点、すなわち漢方医学理論、化学的成分、抗不安作用について検討を行った。以下、論
文の概要と共に合わせて評価を行った。
１．漢方医学理論的解析
精神神経科領域の漢方治療の中で、抑うつ状態は比較的多い適応であると考えられている。抑うつ症
状の原因は、気滞、瘀血、水毒が考えられるが、症状からこれらの要因が推測できることは困難である
ことが多く、実際は症状を主に考えて現在医療の中では漢方治療が行われている。抑うつ気分が強いも
のでは、初期に気滞として考えられることが多く気剤を用い、遷延化している場合には柴胡剤の適応が
多い。
田中まち子氏は、この点に着目し傷寒論と現代漢方において、病位、剤形、構成生薬の 3 つを比較検
討した。なかでも傷寒論では四逆散は名称にあるごとく散剤として使われていたが、現代医療では主と
して漢方エキス製剤として使われている。この剤形の変化と構成生薬である柴胡、枳実、芍薬、甘草の
分量の増減が重要な点であること示唆した。傷寒論における四逆散は散剤として、気滞からくる消化器
症状に使うと記載されており、これは現代医療の中での抑うつ症状の初期の症状に合致している。一方、
漢方エキス製剤は、製剤工程で香りの成分が消失し、急性的な気剤としての働きも消失していると判断
した。したがって現代医療における少陽病の柴胡剤に特有な胸脇苦満があり、神経症状や不眠等が適応
である薬効が強調されたといってもよい。しかし、傷寒論での各生薬の分量比は等量であり、柴胡の分
量が他の生薬に比べて少ない。そこで柴胡の分量を増加し、他の生薬の分量を減少し、柴胡が主薬とな
り少陰病から少陽病へ病位が移り変わるとともに急性疾患から慢性疾患への適応症が広がったとを見出
した。

２．基礎化学的解析における化学成分分析
傷寒論に記載されている四逆散は剤形が散剤であり、現在臨床では漢方の四逆散はエキス剤が主とし
て使われている。漢方医学論的な検討で浮き上がった剤形に着目した。すなわち、剤形が変わることに
より、構成生薬の分量比や病位に違いがみられる。剤形が変わることによってどの様な違いが生じてい
るのかを基礎科学的な解釈として、高速液体クロマトグラフ・フォトダイオードアレイ質量分析法とヘ
ッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法を用いた成分分析から四逆散の主要成分を同定し、漢方
医学理論によって推察された働きを考証している。
高速液体クロマトグラフ・フォトダイオードアレイ質量分析において、四逆散中に２５種類の主要成
分を同定でき、なかでも枳実由来のフラボノイド配糖体ならびにプレニルクマリンがもっとも多く含ま
れていることを明らかにした。また傷寒論の四逆散と漢方のエキス剤の比較では、不揮発性成分である
枳実由来のフラボノイド配糖体には違いが認められない。一方、ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ
質量分析から、散剤中で同定された(+)‐limonene などの 7 種類の揮発成分がエキス剤には観察され
なかった。したがって、枳実由来の(+)‐limonene に四逆散が散剤から現代漢方における違いを推察す
るうえで重要な手掛かりになることが示唆された。
３． 四逆散の抗不安作用
化学成分分析の結果、傷寒論の散剤である四逆散の特徴は揮発性成分にあることが明らかとなり、さ
らに散剤としての特徴として急性的な気の突発的な上昇や急性の消化器症状に簡便で、頓用としての使
用が可能であることや、また散剤としての四逆散が気滞に対して使用された方剤であったと推察が一致
した。そこで散剤の主要成分である(+)‐limonene の作用と揮発性成分が消失したエキス製剤が抗不安
作用を示すかをマウスの行動薬理実験により検討した。
その結果、四逆散は剤形が変わっても気滞に対する薬効を保持していることを見出した。さらに四逆
散の散剤では、香りの成分の(+)‐limonene に速効性の抗不安作用が認められ、散剤が急性の気滞を伴
う症状に有効であることが示唆された。
以上、漢方医学理論的考察ならび基礎科学的解析では化学成分分析と行動薬理的な抗不安作用の考察
から、傷寒論における四逆散は枳実由来の(+)‐limonene が、気滞からくる不安と消化器の不調を速効
的に改善することに寄与していることを見出した。また、急性的な気滞は手足の冷えを誘発することか
らも少陰病での分類の妥当性を示唆した。一方、(+)‐limonene など揮発性成分が消失した現代漢方に
おける四逆散のエキス剤においても抗不安作用が認められたことから、傷寒論と現代漢方の両方に共通
して少陽病に分類されている大柴胡湯、小柴胡湯などの柴胡剤など同様に四逆散が精神神経科領域の抑
うつ状態において不安神経症や不眠などに使用されている根拠の一端を明らかにしたといえる
以上、田中まち子氏より提出された論文は、漢方薬の有用性を古典的な解釈に加えて、基礎科学的な
面から考える上で有用な知見を含み、学術論文としても公表しており博士（薬学）に値すると判断する。

（以上）

