
　池田　寝汗についての質問が来てい
ます。
　新井　私の専門は東洋医学、いわゆ
る漢方ですが、主訴を取り扱う東洋医
学外来には、まれにですが、寝汗を主
訴に受診される方がいらっしゃいます。
そのような寝汗をどうやって漢方でと
らえていくのか、そしてどのように治
療していくのかというお話をしたいと
思います。
　池田　まず最初に、難しい質問なの
ですけれども、寝汗とはどういったこ
とを指すのでしょうか。
　新井　私たちは健康であっても一般
的に一晩でコップ１～1.5杯分ぐらいの
汗をかくのではないかといわれていま
す。実際には寝汗は一年中自然にかい
ているので、気にならない人も少なく
ないと思います。夏などですと、布団
の中で汗をかいても、掛け布団が薄い

ので、あまり気になることもないので
すが、冬場は毛布や厚い布団などにく
るまって寝ていますので、水分が蒸発
しにくくて、しっかりと汗をかいてし
まうことが多いため、やはり寝汗は冬
に多いのではないかと思います。
　池田　一般的にいえば生理的な範囲
で寝汗をかく人が多いということです
けれども、だいたいは病気ではないと
いう認識なのでしょうか。
　新井　そうですね。多くの方は、寝
汗は自分が気にされているだけで、病
気という範疇に入らないことが多いと
思います。
　池田　具体的に、先生の漢方外来で
すけれども、こういった寝汗を主訴に
受診される方は多いのでしょうか。
　新井　いや、これは非常に少ないで
すね。１年に１人いるかいないかとい
う程度です。ただ、ほかの疾患や症状
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で受診するときに、寝汗も伴っている
ことは少なくないです。非常に疲れや
すい、だるいなどを主訴に来たときに、
「寝汗は」とうかがいますと、「時々か
きますね」という方がおります。
　池田　ちょっと基本的な質問になる
のですけれども、どうして寝汗をかく
のかということですけれども。
　新井　一般的には睡眠が深くなった
ときに、視床下部の発汗中枢における
体温のセットポイントが下がってしま
います。そこで体温を下げようとする
ために汗をかくのだろうということが
いわれています。ですから、妊娠中や
月経中などで体温が上がるとき、生理
的なものとして、寝汗を大量にかくこ
ともあります。
　池田　寝汗が、正常範囲であればい
いのでしょうけれども、大量に寝汗を
かいてしまうという状態がありますと、
いったいどのような原因があるのでし
ょう。
　新井　大量というのをどこまで言う
のかわかりませんが、ただ、本人が気
になるほどの汗、いわゆる病的な寝汗
であれば、一つはしっかりと西洋医学
的な観点からまず除外診断をしていく
ことが重要です。一般的には、生理的
なもの、あるいは生活習慣、例えばパ
ジャマを厚着して寝てしまったとか、
そういうこともありうるかもしれませ
ん。生理的なものとしては、妊娠中と
か月経前、月経中、そんなときに起こ

ってきます。これは個人差が大きいと
思います。
　そしてもう一つ重要なこと、絶対見
逃してはならないことは、病気による
寝汗です。しかし、これはほとんどが
自律神経失調症だと考えています。今
まで気になるほどの寝汗はかかなかっ
たけれども、急に寝汗をかくようにな
ったとか、あるいは疲労感、頭痛、食
欲不振など原因不明の症状、あるいは
自律神経症状を一緒に伴っているよう
な場合には、自律神経失調症を疑って
よいと思います。
　しかし、結核や甲状腺機能亢進症、
悪性リンパ腫など、特殊な治療が必要
な病気でも、大量の寝汗をかくという
ことがいわれていますので、これらは
寝汗が特徴的というわけではありませ
んが、病的な寝汗をみた場合には鑑別
していくことが重要になります。
　慢性的な消耗性疾患、例えばCOPD
で体力が低下しているとき、あるいは
高熱の後、体力を消耗したときなど、
寝汗をぐっしょりかくときもあります
ので、バックグラウンドをよく見て、
それが本当に放置していいものなのか、
あるいは治療が必要なものかというこ
とを鑑別していくことが重要です。
　池田　漢方では寝汗をどう考えてい
るのでしょうか。
　新井　先生方がお使いの医療用漢方
製剤、保険適応がある病名だけを見て
みますと、現在、３つの処方、十全大
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補湯、黄耆建中湯、人参養栄湯だけに
寝汗という適応が書いてあります。こ
れらの処方に共通した漢方的病態は
“気虚”ですから、このことから考え
ても寝汗は気虚と考えるのが一般的で
す。
　気虚というのはどのようにとらえて
いるかというと、元気や気力という言
葉から想像される気、つまり生命エネ
ルギー、パワーとしての気、これが虚
した、つまり不足した状態、もう少し
簡単に言うと、ガス欠のような状態で
す。そういう状態のときに寝汗が起こ
ってくるようです。
　気虚というのは、一般的に疲れやす
い、だるいというのがメインの症状に
なりますが、そのほかにも気虚を見分
ける重要なポイントとして、エネルギ
ーを体内に取り入れる門戸、つまり食
べたものを最初に受け入れる胃腸に着
目することです。これは漢方的にいう
“五臓六腑”の脾胃に相当しますが、
その機能が低下した状態ですと、せっ
かく口から取り入れたエネルギーが体
中にめぐらなくなって、気の量が足り
なくなる、すなわち、気虚になるとい
うことです。つまり、臨床で見分ける
方法としては、胃腸機能の低下ですか
ら、食後に眠くなるとか、食後にだる
くなるとか、下痢しやすいとか、そう
いう症状が気虚を疑う重要な症状にな
ります。
　そのほか、現代医学的にいえば、胃

下垂では完全に胃がatonicな状態にな
っているわけですから、それだけで胃
腸虚弱と判断できて、気虚になってい
ることが強く疑われるわけです。こう
いう気虚の症状に寝汗を伴っているこ
とが多いと考えるのが漢方の考え方で
す。
　池田　そのほか、先ほど出ましたけ
れども、月経周期に一致した寝汗とか。
　新井　これは寝汗をきたす状態のメ
インではありませんが、例えば月経の
ときに起こってくる寝汗というのは、
血のめぐりの問題ですから、漢方的に
いえば瘀血と考えて治療します。ある
いはストレスによって体が消耗して、
動悸や交感神経緊張症状のようなもの
が出てきたときは、気の失調と考えて、
そちらを治すことによって寝汗がおさ
まる場合もあると思います。
　すなわち、寝汗だけをとってくるの
ではなくて、体全体のバランスを見な
がら、寝汗もその一つの表現形として
とらえていくというのが漢方のとらえ
方です。
　池田　先ほどの気虚と瘀血ですか、
そういったもので少し漢方の処方は変
わるのでしょうか。
　新井　これは大いに変わってきます。
瘀血というのは一般に月経関連の症状
と考えていただければよいと思います。
先生方もお使いになる方が多いと思い
ますけれども、桂枝茯苓丸とか当帰芍
薬散とか、血のめぐりをよくする薬が
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メインになります。
　気虚というのは、元気、気力が不足
した状態で、それを補う薬はちょっと
異なった範疇に属します。
　池田　先ほど寝汗という状態に保険
適応がある３つの処方がありましたけ
れども、気虚として治療する場合、ど
のような治療薬があるのでしょうか。
質問の先生は北海道で、守備範囲の広
い部分で活躍されていると思うのです
けれども、気虚の治療薬の処方の代表
的なものを教えていただければと思い
ます。
　新井　気虚の代表的な処方は、人参、
つまり朝鮮人参と黄耆という生薬が入
った一連の処方、これを我々は人参黄
耆剤、あるいはその頭文字を取って参
耆剤、もうちょっと別の言い方をすれ
ば、体力を補うという意味で補剤とい
う言い方をしますが、人参と黄耆のペ
アをよく使います。この代表的な薬が
補中益気湯という薬です。
　漢方処方名というのはよくできてい
て、それぞれの使い方の意味がある程
度わかります。この補中益気湯という
薬も、ただ不足した気を増すという意
味だけであれば益気湯という名前でも
よいのですが、補中というところにこ
の処方を使うときのコツがあるのです。
補中、中を補う。これはざっくばらん
に言ってしまうと、おなかを補うと考
えてもらってけっこうです。本来は下
腹部を下焦、上腹部を中焦、そしてみ

ぞおちから上を上焦と呼び、補中とは
この中焦を補うという意味ですが、こ
こでは単純におなかを補って元気を益
す薬というふうに考えてけっこうです。
　これは先ほど言いましたように、漢
方的に言うと、胃腸が食べ物を受け入
れ、その食べ物がもつ気を全身にめぐ
らすということですから、胃腸の機能
が落ちたときに気がめぐらなくなるわ
けです。ですから気を補おうとしたら、
同時に胃腸を治しておかなければいけ
ないということです。
　この補中益気湯というのは、医王湯、
あらゆる医薬品の中の王様と昔からい
われていて、治療のスペクトラムがと
ても広い、使いやすい処方です。医王
湯という名前のとおり、ナンバーワン
処方といってもいいぐらいです。この
処方は非常に使いやすくて、副作用も
比較的少ないので、積極的に使ってみ
ていいのかなと思います。
　そのほかにも人参と黄耆を含んだ処
方はたくさんあります。例えば、先生
方がよくがん患者さんの免疫力をアッ
プさせる目的で、十全大補湯という薬
を使うことがあると思います。十全大
補湯もやはり人参と黄耆を含んだ処方
です。これは補中益気湯よりも、貧血
や皮膚の乾燥が強いもの、あるいは栄
養状態が悪くなったものなどに使いま
す。
　寝汗が出て、疲れやすい、だるいと
いう人が、不安や不眠、抑うつなどの
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精神症状を伴ったときには、帰脾湯、
あるいは加味帰脾湯という薬がありま
す。あるいはめまいや頭痛などの、首
から上の症状が出ているときは、半夏
白朮天麻湯という薬もあります。あと
は体も胃腸も弱い人が泌尿器症状とし
て、おしっこばかり頻回に行きたがる
ような場合は清心蓮子飲を使うといい
ですね。咳や痰などの呼吸器症状を訴
える場合は、やはり体を補う薬の中で、
人参養栄湯という処方が適応になりま
す。
　人参と黄耆を含んだ処方はたくさん
ありますので、その中で中心になるの

が補中益気湯で、一番スペクトラムの
広いものだというふうに思われたらい
いと思います。まず補中益気湯を使っ
てみて、効果が不十分なとき、あるい
は症状がとりきれないときにほかの処
方を考えていくというのが漢方をうま
く使うコツかなと考えております。
　池田　漠然とした寝汗といった、本
当に疾患であるのかどうかわからない
ような状態も、十分漢方薬で対処可能
であるということですね。
　新井　そういうことです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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