
   

【最終報告書】 

チーム③ 中高年期の社会活動支援・活力ある高齢者の研究チーム（③-3） 
漢方薬・薬膳の活用を目的とした科学的情報の探索 

 
岩崎克典 1, 2, *)、渡辺拓也 1, 2)   

1） 薬学部臨床疾患薬理学教室、2）加齢脳科学研究所、*）責任者 
 
 

要   旨 
人は植物や動物などの自然に存在するものを食し、人体への効果が強く表れるものを薬として利用し

てきた。それらを起源として、中医学から発展した漢方薬は伝承的に使用されているため、西洋医学

的な作用機序情報は明らかではなく、長寿者が増加した現代社会における疾患への有効性も定かでは

ない。また、中医学的理論に基づいて食材を利用する薬膳は、未病の治療法の一つであるが、西洋医

学的な考えが浸透している現代の日本では、食材の薬膳的作用はあまり知られていない。従って、漢

方薬・薬膳の中医学的効果をサポートする西洋医学的情報を探索することで、漢方薬・薬膳の有効利

用の促進を模索した。本研究では、八味地黄丸が老化促進マウスの認知機能低下の予防に有効であ

り、脳ミクログリアに影響することを明らかにした。また、ヘルスツーリズムのモニターツアーで提

供される朝食食材に関して、薬膳的作用と西洋医学的情報を研究論文より検索し、健康維持における

食材の有用性をツアー参加者へ提案した。今後も漢方薬・薬膳が健康維持に有効活用されるように情

報提供を進めたいと考えている。 
 
 
１．緒 言 
漢方は、中医学を起源としており、古来より

医療に使用されてきた。現在の一般用漢方製剤

の承認数は、294 処方となっており、昭和 49 年

に 210 処方が一般用医薬品として使用可能な漢

方処方として規定されてから、その承認数は増

加している。また、ドラックストアなどでも

様々なメーカーの漢方製剤が販売されており、

漢方薬は身近な存在となっている。中医学理論

に基づいて作られる食事である薬膳も健康ブー

ムにものって注目が増えてきている。そこで、

本チームでは漢方薬ならびに薬膳食材のさらな

る有効な活用方法の構築を試みた。 
 
A．漢方薬の脳機能に対する効果に関する基礎

研究 
フレイルは、加齢とともに心身の脆弱性が出

現した状態であるが、適切な介入・支援により

心身の脆弱性の改善が可能である。すなわち、

適切な介入・支援が無ければ、認知症や要介護

状態へと進む。本チームでは老化促進マウスを

用いた基礎研究を行い、適切な介入・支援につ

いて模索した。 
中医学では、腎は生命エネルギーを貯蔵して

おり、老化と密接に関わっている臓器とされて

いる。また、そのエネルギーは脳機能を支える

と考えられている。従って、腎の生命エネルギ

ーを補うことは、脳機能低下の対策法として有

用であることが考えられる。そこで、腎の機能

を補うとされる漢方薬である補腎剤に着目し

た。本研究では、補腎剤に分類される八味地黄

丸の脳機能への効果を検討するため、老化促進

モデル SAMP8 マウスの行動変容に対する八味

地黄丸の効果を検討し、神経栄養因子ならびに

ミクログリア細胞マーカーの発現を解析した。 
軽度運動は脳機能向上に寄与することが示さ



   

れており、マウスを用いた研究では、運動によ

る筋肉からの分泌因子が脳機能に影響すること

が提案されている。八味地黄丸を主成分とする

牛車腎気丸は、老化に伴う筋肉量の低下を緩和

することが示唆されている。これらのことか

ら、八味地黄丸摂取と軽度運動の組み合わせ

は、筋肉からの分泌因子を相加相乗的に増加す

ることで、脳機能を相加相乗的に向上すること

が仮説された。そこで、SAMP8 マウスの行動

変化に対する八味地黄丸摂取と軽度運動の組み

合わせの効果を検討した。 
 

B．薬膳食材への科学的情報の付加 
中医学では、発病には至らないが健康から病

気へ向かっている状態を未病と考えている。中

医学的理論に基づく食材の効能を利用する薬膳

は、未病の治療法の一つである。しかし、西洋

医学的な考えが浸透している現代の日本では、

食材の薬膳的作用はあまり知られていない。従

って、食材の薬膳的作用をサポートする西洋医

学的情報を提示することで、薬膳を日常生活に

取り入れやすくなると考えた。 
嘉麻市で行われるヘルスツーリズムのモニタ

ーツアーにおいて、嘉麻市で生産される食材ま

たは加工品が朝食として提供される。その食材

に関して、食材の薬膳的作用とその作用をサポ

ートする西洋医学的情報を研究論文より検索

し、健康維持における食材の有用性をツアー参

加者へ提案することを試みた。 
 
２．方 法 
A．漢方薬の脳機能に対する効果に関する基礎

研究 
SAMP8 マウスが飲水するボトルに八味地黄

丸（1000 g/kg/日）を混入し、3 ヶ月齢から八味

地黄丸を摂取させ、7.5 ヶ月齢から行動解析を

行った。3 chamber テスト装置を用いて社会性行

動・社会性認識を解析した。さらに、Nest 
building テストと Sucrose splash テストを行い、

無気力様症状を検討した。また、Open-field 装

置と高架式十字迷路を用いて自発運動量と不安

様行動を解析した。また、飼育ケージ内にはラ

ンニングホイールを設置し、自由に走行運動で

きる環境を用意した。 
 
B．薬膳食材への科学的情報の付加 
モニターツアーの料理提供会社うまし杜様か

らご提示頂いた食材に関して、薬膳的作用に該

当する研究論文を付け加えることで、薬膳的作

用を西洋医学的データで示す資料作成を行っ

た。薬膳的作用の情報は、薬膳に関する書籍

（薬膳・漢方 食材＆食べ合わせ手帖、西東

社：早わかり薬膳素材、源草社：薬膳食典 食

物性味表、日本中医食養学会）から収集した。

また、研究論文は Google scholar で検索し、研

究論文から情報を得た。該当する論文の URL
も提供資料に記載した。 
 
３．研究結果 
A．漢方薬の脳機能に対する効果に関する基礎

研究 
3chamber テストでは、マウスが新奇物体を探

索する習性を利用して、社会性行動・社会性認識

を解析した。3 chamber テスト装置は通路で繋が

った 3 部屋に分かれており、両側の部屋に檻を

設置した。social interaction (SI)フェーズでは、他

マウス（マウス A）を入れた檻もしくはマウスの

入っていない（empty）檻に、テストマウスが近

付く時間を測定し、SI index を解析した（図１上

段）。八味地黄丸摂取ならびに水摂取マウスの SI 
index は 50%以上を示した。この結果から、テス

トマウスのどちらも、マウス A に対する探索行

動を示し、社会性行動に差が無いことがわかっ

た。続いて、social preference (SP)フェーズでは、

マウス A を檻に入れたままの状態で、empty の

檻にマウス B を入れた。それぞれの檻に近づい

た時間を測定し、SP index を解析した（図１下段）。

八味地黄丸摂取マウスの SP index は 50%以上を

示した。このことから、マウス A の存在を記憶

しており、マウス B が新奇であることを認識し



   

たと考えられた。一方、水摂取マウスの SP index
は 50%未満であり、マウス A の存在を記憶でき

ていないことが考えられた。さらに、八味地黄丸

摂取マウスのSP indexは水摂取マウスのSP index
と比較して有意に増加しており、八味地黄丸は

SAMP8マウスの認知機能低下を抑制することが

示唆された。その他の行動テストでは、八味地黄

丸摂取による有意な効果は認められなかった。 
神経栄養因子である nerve growth factor (NGF)

と brain-derived neurotrophic factor (BDNF)の脳内

発現量を解析したが、八味地黄丸による効果は

認められなかった。海馬において、八味地黄丸は、

保護性ミクログリアのマーカーである arginase-1 
(ARG1)の発現を増加させた（図 2 右）。しかし、

傷害性ミクログリアマーカーの inducible nitric 
oxide synthase (iNOS)の発現には作用しなかった

（図 2 左）。 
 飼育ケージ内にランニングホイールを設置し

て飼育した SAMP8 マウスでは、3 chamber テス

トの SP index は低値を示し、八味地黄丸との組

み合わせによる相加相乗効果は認められなかっ

た。 
 
B．薬膳食材への科学的情報の付加 

 
下記の５種の食材に関する情報提示を行っ

た。生姜、柿、ハブ茶（決明子）、ニッキ茶

（ニッケイ）、日本山人参（ヒュウガトウキ） 
 

ニッキ茶（ニッケイ）の例を下記に示す。 
性/味：大熱性、辛味、甘味 
薬膳的効能：腎陽を温めて補う。寒邪を取り除き、

疼痛を緩和する。経絡を温め、血脈の通りを改善

する。 
薬膳における適応：消化器の冷え、生理痛 
研究論文報告： 
➀Cinnamaldehyde（桂皮アルデヒド） 
マウス：胃内投与により熱放散には影響せず、

熱産生を増加させる。 
[https://doi.org/10.11402/cookeryscience.46.1]、 
[https://doi.org/10.1271/bbb.80796] 
ラット：血管弛緩作用を示す

[https://doi.org/10.2147/VHRM.S15429] 
②肉桂 
ヒト：生理痛を軽減する

[https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.08.001] 
 

 
 

 

https://doi.org/10.11402/cookeryscience.46.1%5d%E3%80%81%20%5bhttps:/doi.org/10.1271/bbb.80796
https://doi.org/10.11402/cookeryscience.46.1%5d%E3%80%81%20%5bhttps:/doi.org/10.1271/bbb.80796


   

 
 
 
 

 

図３. モニターツアー朝食メニュー表への記載内容

（前面） 

 
 

図４. モニターツアー朝食メニュー表への記載内容

（裏面） 

 

食材の薬膳的作用と西洋医学的研究情報を料

理提供会社に提案し、簡略化した内容のもの

が、モニターツアー朝食のメニュー表（図３、

４）に印刷された。 
 
４．考 察 
A．漢方薬の脳機能に対する効果に関する基礎

研究 



   

八味地黄丸による社会認知機能低下の抑制

は、神経栄養因子による脳保護作用ではなく、

保護性ミクログリアの増加に起因することが示

唆された。保護性ミクログリアへの極性転換

は、IL-4、IL-10 等のサイトカインが誘導するこ

とが提示されている。従って、八味地黄丸はそ

れらのサイトカインによるシグナルを誘導する

ことで、保護性ミクログリアへの極性転換を促

進したことが考えられた。 
ランニングホイールを設置して運動をさせた

SAMP8 マウスでは、3chamber テストでの認知

機能スコアの向上は認められなかった。運動負

荷は認知機能を向上させることが、すでに報告

されている。従って、本結果は予想外であり、

認知機能を評価する行動テスト（例：水迷路な

ど）では、その向上効果は認められたのかもし

れない。 
 

B．薬膳食材への科学的情報の付加 
セルフメディケーションが提案されている現

状において、OTC 薬を服薬する前段階で、生活

習慣の工夫を通して健康不調に未然に対処する

ことが望ましいと考えられる。生活習慣への薬

膳料理の導入は、セルフメディケーションの一

端を担うものと期待できる。しかしながら、薬

膳的作用は中医学理論を基に提示されているた

め、中医学の概念を把握していないと、その内

容を理解することは非常に難しい。また、科学

的な情報が求められる現代社会において、薬膳

料理の導入はハードルが高いことが想定され

る。今回の取り組みでは、➀薬膳的観点での症

状、②科学的に実証されている有効成分の効能

を提示し、➀と②の相関を理解して頂くこと

で、薬膳の導入をスムーズにできると期待され

た。しかしながら、薬膳では食材の効能だけで

はなく、食材の組み合わせ（君・臣・佐・使）

も重要な要素である。食材のみの効果だけでな

く、食材の組み合わせによる相加相乗的効果や

効果の相殺についても西洋医学的情報を基に解

釈していく必要がある。 

 
５．今後の事業成果の活用・展開 
A．漢方薬の脳機能に対する効果に関する基礎

研究 
 八味地黄丸が老化促進マウスの認知機能低下

の改善に有効であることが明らかとなった。こ

の成果を論文として投稿することで情報共有を

図り、臨床研究のための補助的情報になること

を期待している。 
 
B．薬膳食材への科学的情報の付加 
身土不二（体と環境は一体）の概念から、地

元の食材を摂取することが体に合うと言われて

いる。冷凍食品などの地元以外の食材ではな

く、地元の食材を食卓に用意することは、未病

対策の一つになるのではないだろうか。地元食

材を中心に薬膳的作用と西洋医学的効果をまと

めていき、ホームページなどでの公開を念頭に

活動したい。 
 
６．結 論 
生活習慣は病気発症に大きく関与する。食材

の効果（薬膳的ならびに西洋医学的情報）を知

り、体調に配慮した食事メニューを考えること

により、未病に対する生活習慣を自然と身に着

けることができると期待される。また、八味地

黄丸は認知機能低下の予防対策として有効であ

ることが期待された。漢方薬・薬膳を現代日本

に馴染むものとなるように、情報の整理を進め

たい。 
 
７．研究発表 
学会発表 

1. 野沢遊快、渡辺拓也、江崎正祥、伊勢彩

乃、貝沼 茂三郎、窪田香織、桂林秀太

郎、岩崎克典、老化促進モデルマウスの精

神的フレイル様症状に対する八味地黄丸の

効果、第 36 回和漢医薬学会学術大会、

2019 年 8 月 31 日-９月１日、富山市 
 



   

2. 松本恭朋、三原加奈子、伊勢彩乃、渡辺拓

也、窪田香織、桂林秀太郎、岩崎克典、老

化促進モデル SAMP8 マウスの社会的認知

障害と arginase-1 発現に対する八味地黄丸

の効果、第 95 回日本薬理学会年会、2022
年 3 月 7 日-9 日、福岡市 

 
８．研修・講演・実技指導等 
技術指導 
指導題目：観光体験メニュー開発事業（ヘルス

ツーリズム） 
指導依頼者：嘉麻市地域雇用創造協議会 
指導期間・時間数：2020 年 9 月 17 日~2021 年 3
月 31 日・7 時間 


