消化器がん化学療法による副作用症状に
対して人参養栄湯が有効であった3症例
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がん化学療法の進展などにより、消化器がんの治療成績は向上している。しかし、がん化学療法による有害
事象は患者のQOLおよびADLを損なうことから、治療の実施・継続のためには有害事象を良好にコントロー
ルすることが求められる。慢性消耗性疾患などの衰弱した状態を改善する人参養栄湯は、抗がん剤による疲
労感や食欲不振など種々の症状に対し、改善効果が確認されている。そこで、消化器がん化学療法施行中の患
者に人参養栄湯を用いたところ、疲労感や食欲不振だけでなく末梢神経障害に対しても有効であった症例を
経験した。人参養栄湯は、がん化学療法施行中の患者のQOL、ADLの改善に役立つだけでなく、がん化学療法
の継続性の向上にも有用と考えられた。
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ラシエ人参養栄湯エキス細粒7.5g/日の内服を開始した。
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用を軽減することができた。しかしながらGrade2の好中
球減少のため2段階減量が必要となったが、スケジュール
通りに17コースまで完遂することができた（図2）。
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の改善に寄与したと考えられる。近年では人参養栄湯は

X－3年 X－1年
6ヵ月前 3ヵ月

X

X＋4週後

X＋8週後

X＋12週後

oxaliplatin誘発性の末梢神経障害モデルマウスの疼痛に
対する有効性 13）や、血流改善作用 14）、構成生薬の陳皮で

26

phil漢方 No.76 2019

はミエリン鞘再生作用 15）が報告されていることから、末
梢神経障害の症状改善に期待されている。臨床においても
大腸癌患者のoxaliplatinを含む化学療法レジメン
（FOLFOX or XELOX）
に人参養栄湯を併用し、全経過を通
してGrade2までの末梢神経障害に留まった報告がある16）。
末梢神経障害は抗がん剤の作用により、神経軸索の微小
管や神経細胞体が直接傷害されることが主なメカニズム
と推察されており17, 18）、有害事象のなかでも患者のQOL
を著しく低下させ、重篤化した場合には回復に長期間要す
る場合がある19）。日常生活に支障をきたすGrade3以上の
末梢神経障害は回復しなければ治療中止、あるいは薬剤の
変更が必要となり、有害事象により治療継続が困難な場合
や抗がん剤を十分量投与できない場合では、患者の生存率
低下も危惧される20）。従って、末梢神経障害がGrade1、
2からGrade3に悪化することを防ぐことが、治療を完遂
するために重要であると考えられる。末梢神経障害に対す
る治療には、デュロキセチン21）、プレガバリン22,
車腎気丸

、牛

23）

が症状軽減に効果があると報告されているが、

24）

効果は十分ではなく治療に難渋しているのが現状である。
今回、末梢神経障害に対して少数例ではあるものの人参養
栄湯が症状の進行を抑制し、化学療法による治療を継続で
きたことには意義があると考えられた。
以上のことから化学療法による有害事象に対して人参養
栄湯を投与することは患者のADLまたはQOLの改善に役
立ち、化学療法の継続性向上に有用と考えられる。
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