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83歳女性 アルツハイマー型認知症
 前医より抗認知症薬(塩酸ドネペジル5mg/day)を処方されてい
た。初診時MMSE 25/30。
物取られ妄想、易刺激性、興奮性が増悪したため、抑肝散
2P2X(服薬コンプライアンスを考慮)を追加したが効果を認めなかった。
塩酸ドネペジル内服を中止し、その後メマンチン5mg/dayを開始
した。易刺激性、興奮性に改善を認め、拒否していたデイサービ
スへの通院を再開出来た。

 認知症患者において易刺激性、興奮性が診られた際、生活環

境の改善を図るとともに、副作用が少ないことから抑肝散をfirst 
choiceとして処方していたが、効果が認められない症例であった。

症例



抑肝散はBPSD(Behavioral and Psycological 
Symptoms of Dementia)に対し、
どの程度効果があるのか

疑問
 



EBMの実践　5 steps

Step1　疑問の定式化（PICO）

Step2　論文の検索

Step3　論文の批判的吟味

Step4　症例への適用

Step5　Step1-4の見直し



Step1 疑問の定式化（PICO）

P: 認知症患者

I : 抑肝散あり　　

C: なし

O: BPSDの改善

クリニカルクエスチョンは「治療」に該当。



Step2 論文の検索

１次研究(primary studies)を利用した

‣PubMed

検索方法：“Yokukansan” and ”dementia” and “BPSD”

選択した論文： 初の二重盲検試験である１件目を選択した。



研究デザイン

　Alzheimer’s disease患者を対象とした、無作為化さ
れた二重盲検プラセボ対照多施設共同試験。

2011年7月から2013年1月にかけて日本の22施設
(クリニック、総合病院、老人ホーム)で行われた。

論文の概要は、

P: Alzheimer’s disease

I :抑肝散内服＋通常診療

C：プラセボ＋通常診療

O：BPSD治療に対する抑肝散の効果と安全性 

　(４週間後のNPI-Q値)



BPSDと抑肝散について
■BPSD(Behavioral and Psycological Symptoms of Dementia)　
　認知症に伴う行動・心理症状(＝周辺症状)をさし、具体的には易刺
激性、焦燥・興奮、脱抑制、異常行動、妄想、幻覚、うつ、不安、多幸
感、アパシー、夜間行動異常、食行動異常などが含まれる。認知症の
中核症状の進行に応じて様々なBPSDが出現する。(日老医誌 
2011;48;195-204)

■抑肝散(TJ-54)
　漢方の一つ。７種(白朮、茯苓、川芎、釣藤鈎、当帰、柴胡、甘草)の薬用
ハーブからなる顆粒薬。従来は神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳
症に対して使われてきた。近年、BPSDに対する効果が注目されている。

適応：虚弱な体質で神経が高ぶるものの次の諸症：神経症、不眠症、
小児夜泣き、小児疳症(添付文書より)



NPI-Q scoreとは

・NPI(Neurophychiatric Inventory)の簡易版。
　NPIは1994年にCummingsらによりBPSD評価尺度として開発された。

　国際的に広く用いられ、主たる介護者に対して10-15分の面接を行い評価する。

　頻度(1～4点)×重症度(1～3点)で評価され、10項目(妄想、幻覚、興奮、うつ、
不安、多幸、無感情、脱抑制、易刺激性、異常行動）で合計1～120点。

・質問紙を用い、臨床場面で簡潔にBPSDを評価する方法と
して開発された。(NPI-Brief Questionnaire Form)
 (Kaufer et al, J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2000, 12:233-239)



NPI-Q scoreとは
・過去1ヶ月以内のBPSDに対して12項目で評価。

・介護者が①症状の重症度(36点満点)、②介護負担度(60点満

点)を評価する。
	

	

	

合計点数が高い程、重度。
	
	

妄想
幻覚

興奮/攻撃性
情動不安/抑うつ

不安
多幸感/高揚感

無関心
脱抑制

易刺激性
異常行動
夜間行動

食行動



論文の背景

　アルツハイマー病は も一般的な認知症の原因である。

　BPSDは認知症患者の60-70%にみられ(USA,UK)、介
護負担、医療費の増大を招く。

　

　BPSDに対する従来治療には定形・非定型神経弛緩薬
を始めとした薬が用いられていた。しかし、効果に限りが
あり、副作用も多く代替療法が求められていた。



論文の背景
n  2005年単盲検RCTで、認知症患者52名が対象、抑肝散群でNPIが　　

改善した。治療なし群との比較は不明。
*11 J Clin Psychiatry 2005; 66: 248– 252. 

n  2009年単盲検RCTでアルツハイマー病またはレビー小体型認知症患
者106名が対象、抑肝散群でNPIが改善した。治療なし群は改善せ
ず。

*12 Int J Neuropsychopharmacol 2009; 12: 191–199. 

n  2013年単盲検RCTのmeta解析試験で、4つのRCT(患者数236人)
を解析、通常治療群と比較し抑肝散群でNPI、ADLが改善した。

*18 Hum Psychopharmacol 2013; 28: 80–86. 

　BPSDに対する抑肝散の有効性と共に、副作用も殆どみられないこと
が報告された。しかし、抑肝散の対照となるプラセボ薬の作成が難しく、
二重盲検化プラセボ対照研究はなされていなかった。

　今回、プラセボ薬の作成に成功し、アルツハイマー病患者のBPSDにお
ける抑肝散の有効性に関して、初の二重盲検化プラセボ対照研究を行
う。



Inclusion criteria

‣55-84歳

‣NPI-Qが４点以上

‣NPI-Qのsubcategory (興奮性、易怒性)の
点数合計が２点以上

‣MMSEが10-26点の範囲内
(概ね26-21：軽度認知症/または疑い、20-10：中等度認知
症、10-：重度認知症とされる。)



Exclusion criteria

‣認知機能への影響が考えられる脳梗塞の既往

‣1年以内に大うつ病、双極性障害の既往

‣2年以内に悪性腫瘍、生命に関わる疾患の既往

‣抑肝散使用歴のある患者

‣４週間以内に定形・非定形の神経弛緩薬、三環
系・四環系抗うつ薬または抑肝散以外の漢方薬使
用歴がある患者



下記に該当しても除外しなかった。

‣３ヶ月以上継続したコリンエステラーゼ阻害薬、
メマンチン服用者

‣抗不安薬、睡眠薬、三環系・四環系以外の抗
うつ薬、抗けいれん薬の服用

‣BPSD悪化時のリスペリドン、フマル酸クエチア
ピン、チアプリド塩酸塩、スルピリド使用( 小使
用量)



介入 Intervention

・抑肝散2.5g1日3回(7.5g/day)内服

・患者の状態や副作用によって1日2回投与(5g/

day)まで減量可。

比較 Comparison

・ 初の4週間、placeboを内服。

・placebo(Double-blind period)終了後は抑肝散
(2.5g1日3回(7.5g/day)を内服。



研究期間

・Double-blind period(4Week)

　　　　　　　＋

・Non-double-blind period(8Week)

計12Weekを
研究期間とした。	

Placebo

YKS

YKS

介入群

比較群

4Week 8Week



Outcome：Primary Endpoint

n 4週間後のNPI-Q total score



Outcome：Secondary Endpoints

①NPI-Q total score

②NPI-Q subcategory score

③MMSE total score

④rescue drugの使用量

⑤安全性評価(CTCAE v4.0)

①-③：12週間の試験期間終了時

④⑤：12週間の試験期間中の集計



倫理的配慮

Introduction

Alzheimer’s disease (AD), an age-associated brain dis-
order, is among the most common diseases causing
dementia. Its first symptom is memory loss, which
becomes more serious as the disease progresses in most
patients with AD. Mental and behavioral disturbances
in the form of behavioral and psychological symptoms
of dementia (BPSD), as defined by the International
Psychogeriatric Association in 1996, occur as a serious
and growing public health problem.1 According to the
Cache County Study on Memory in Aging (Utah, USA)
in 2000, 61% of patients with dementia showed one or
more BPSD.2 More than 70% of patients with dementia
in the UK have been reported to show BPSD.3 BPSD are
exacerbated by the situations and circumstances of
patients with dementia, increasing caregiver burden,
and the cost of care.4–6

Conventional pharmacotherapies for BPSD using
typical and atypical neuroleptics, antidepressants,
anticonvulsants, hypnotics, and cholinesterase inhibi-
tors target a wide spectrum of symptoms of dementia.7,8

However, their efficacy is limited, and these drugs cause
numerous adverse reactions, such as cognitive impair-
ment, somnolence, extrapyramidal symptoms and gait
disturbance.7,9,10 The US Food and Drug Administra-
tion has warned that the mortality rate in elderly
patients with dementia was increased by the use of
typical and atypical neuroleptics (FDA Consum. 2005
39: 2–3). Alternative pharmacological interventions with
greater safety and efficacy should be required world-
wide, given that BPSD vary from person to person.

Yokukansan (YKS, TJ-54) is a traditional herbal medi-
cine (Kampo medicine, granules) extracted from seven
medicinal herbs (Atractylodes lancea rhizome, Poria sclero-
tium, Cnidium rhizome, Uncaria hook, Japanese angelica root,
Bupleurum root and Glycyrrhiza). YKS, which was originally
used to treat neurosis, insomnia, and irritability and/or
agitation in infants, has been approved by the authorities
in Japan as a prescription drug. We first reported that
YKS improved BPSD in patients with AD, vascular
dementia, dementia with Lewy bodies and other senile
dementias in a randomized, observer-blind, controlled
trial in 2005.11 Several randomized controlled trials and
open-label trials of YKS showed a decrease in Neuropsy-
chiatric Inventory (NPI) scores.12–15 One of our studies
showed that YKS significantly improved NPI scores in
AD patients taking donepezil,16 and another study con-
cluded that the dose of neuroleptics required to manage
BPSD could be reduced by YKS.17 Beneficial effects of
YKS on BPSD with almost no adverse reactions were
shown in a recent systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials.18 However, to date, no
double-blind, randomized, placebo-controlled studies
have been carried out, because it has been difficult to
develop an adequate placebo owing to the distinctive

taste and smell of YKS. With success in placebo manu-
facturing, we carried out a multicenter, randomized,
double-blind, placebo-controlled clinical trial to deter-
mine the efficacy and safety of YKS for the treatment of
BPSD in patients with AD.

Methods

Study design and overview

The present study was a multicenter, randomized,
double-blind placebo-controlled study of YKS in
patients with AD. The 12-week treatment period con-
sisted of two terms: first a 4-week, double-blind period
to evaluate the effect of YKS on BPSD, and then an
8-week, non-double-blind period mostly for safety
assessment. Although all the participants were admin-
istered the active medicine in the non-double-blind
period, they had not been informed when the 4-week
placebo administration (the double-blind period) would
begin during the 12-week study period.

The present study was carried out in compliance with
the Helsinki Declaration and the study protocol. A total
of 22 institutions throughout Japan participated in the
trial after obtaining approval from their local institutional
review boards. Written informed consent to participate
in this study was obtained from each participant or their
guardian. Legally authorized representatives and study
assistants carried out the efficacy evaluation. The data
were collected between June 2011 and January 2013.

Participants

Individuals diagnosed with probable AD, as defined by
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Third Edition, Revised, American Psychiatric Associa-
tion, 1987 and National Institute of Neurological and
Communicative Disorders and Stroke and the Alzheim-
er’s Disease and Related Disorders Association
(NINCDS-ADRDA) criteria, were eligible if they met all
the inclusion criteria.19 Main criteria included age 55–84
years, total NPI Brief Questionnaire Form (NPI-Q)
score greater than 4 points, the sum of NPI-Q subcat-
egory scores for “agitation/aggression” and “irritability/
lability” greater than 2 points, and Mini-Mental State
Examination (MMSE) score within the range of
10–26 points. Individuals were excluded if they had
cerebral infarction possibly affecting cognitive function,
major depression or bipolar disorder within the previ-
ous year, or malignant tumor or other life-threatening
disease within the previous 2 years. Individuals were
also excluded if they had previously received YKS, or if
they had received typical or atypical neuroleptics, tricy-
clic or tetracyclic antidepressants, or Kampo medicine
other than YKS within the previous 4 weeks. Stable use
of cholinesterase inhibitors and memantine for at least 3
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P２　右中段

22施設各自で倫理申請を行い、承認を得た後に参加。
各参加者または保護者とI.Cした。
法的代理人と研究助手で有効性を評価した。



治療に関する論文のユーザーズガイド

①結果は妥当か

介入群と対照群は同じ予後で開始したか
　患者はランダム割り付けされていたか
　ランダム化割り付けは隠蔽化(concealment)されていたか
　既知の予後因子は群間で似ていたか=base lineは同等か

研究の進行とともに、予後のバランスは維持されたか
　研究はどの程度盲検化されていたか(一重～四重盲検) 

研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか
　追跡は完了しているか＝追跡率・脱落率はどうか
　患者はIntention to treat解析されたか
　試験は早期中止されたか



介入群と対照群は
同じ予後で開始したか



患者はランダム割り付けされていたか

‣研究施設毎にブロックランダム化されている。



ランダム割り付けは隠蔽化されていたか

‣中央割付方式を用いてランダム割付されており、
隠蔽化されている。



既知の予後因子は群間で似ていたか

‣2群間に差はないと本文に記載。(p値はなし)

影響を与える可能性のある因子として下記が考え
られるが、Table1には記載がなし

‣ Placebo groupとYKS groupで平均AD罹患期間
に12monthsの差あり。(影響は不明)

‣ outpatientの家族構成、居住地(nursing home
など)

‣Concomitant treatment、Complicationsの詳細
な内容。(スライド15記載の内服も不明)

・non-pharmacotherapyの有無



研究の進行とともに、
予後のバランスは維持されたか



研究はどの程度盲検化されていたか

‣二重盲検. 

詳細な記載がなく、盲検化された対象者は不明。
(恐らく患者・臨床医の二重盲検と考えられるが、NPI-Q判定者=
介護者の盲検化が不明)



研究完了時点で両群は、
予後のバランスがとれていたか



追跡は完了しているか
患者は、ランダム割り付けされた集団において解析されたか

‣ITT解析はされていない
‣割付された75,70名に対して、
4w時点での解析対象が71,65名

⇒追跡率94%と高い。 
⇒per protocol analysis



試験は早期中止されたか

•  Primaryの4w、予定試験期間通り 後まで行
われた。

•  secondaryの12wについても同様に 後まで
行われた。



治療に関する論文のユーザーズガイド

②結果は何か

本来はNNTなど下記を評価するが、
後述のように有意差が無いため、その検討を行った。

治療効果の大きさはどれくらいか
RRR・ARR・NNTはそれぞれいくらか
治療効果の推定値はどれくらい精確か
上記それぞれの95%CI区間の範囲は適切か・広すぎないか



Primary outcome：有意差なし

•  ４週間後のNPI-Q total scoreは２群間で有意差なし
(P=0.523＞0.05)

•  NPI-Q total scoreはplacebo、YKSともに内服前後
で改善(P＜0.05)



Primary outcome

•  Subcategory scoreも２群間で有意差は見られず



著者の考察

有意差を認めなかった理由として下記が挙げられている。

①各施設間の質的相互作用(非薬物療法など)の影響。

②先行論文に比較し軽症認知症患者(平均MMSE：19）が多く、
BPSDが軽度となり、薬効評価が難しくなった。

③NPI-Q(36点満点)がNPI(120点満点)と比較し、軽微なBPSD
変化を検出しにくかった。



Secondary outcome

•  NPI-Q total score、MMSE total scoreともに2群間に
有意差なし(NPI：P=0.124、MMSE：P=0.897)

•  試験期間中、Rescue drugの使用はなし。
•  副作用出現数(YKS群で低K血症：4名(grade1:3名、

grade2：1名)、Placebo群で0名)は2群で異なったが
有意差はなし(P=0.07)。



ここまでで、「アルツハイマー病のBPSD症状を抑肝散が改善する」

という仮説は証明されなかった。	

そこでNPI-Qを、『MMSEの高低、年齢性別、subcategory毎』に

更にサブグループ解析したところ、

⇒メインアウトカムと異なる結果

　 この解析は意義があるのか？真の差なのか？

	

・MMSE低値(≦20)
・若い(≦74歳)
・中等度以上の興奮

上記グループにおいて
抑肝散群で有意にNPI-Q
合計点が改善した。



サブグループの反応における見かけ上の差が
真の差なのかどうかを判断するためのガイドライン 

※ユーザーズガイドp538

n 仮説は解析後ではなく解析前に設定されたか

n サブグループの差は検定された数少ない仮説効果のうちの1つか

n サブグループの差は複数の研究間ではなく研究内の比較によって

示唆されるか　

n サブグループの差は大きいか　

n サブグループの差は統計的に有意か

n サブグループの差は研究全般に渡り一貫しているか

n 仮設されたサブグループの差を支持する外部のエビデンスはあるか



サブグループ解析に関して、ガイドラインに沿い検討した。
	
n  仮説は解析後ではなく解析前に設定されたか　
　　　⇒No. 　記載がなく不明。

n  サブグループの差は検定された数少ない仮説効果のうちの1つか　
　　　⇒No. 　記載がなく不明。検定された仮説が多ければ、偶然見つかる可能性もあがる

n  サブグループの差は複数の研究間ではなく研究内の比較によって示唆されるか　
　　　⇒Yes．　今回はメタ解析やシステマティックレビューではない。

n  サブグループの差は大きいか　
　　　⇒No. 　NPI-Q合計で１点前後の差で大きくない。

n  サブグループの差は研究全般に渡り一貫しているか

　　　⇒No.　本研究がプラセボを用いた抑肝散で初の二重盲検RCTであり、類似の研究に乏しい。

n  サブグループの差は統計的に有意か　
　　　⇒Yes.
n  仮設されたサブグループの差を支持する外部のエビデンスはあるか　
　　　⇒△.　 hallucinations, agitation/aggression,dysphoria のsubcategory score改善を認めた論
文はあるが、他のsubcategory改善記載もある。また、他の研究は対象患者がADに限定されておらず、
外部エビデンスとして乏しい(原著参考文献 12,14,18)

⇒個々の基準から、サブグループ解析で認めた抑肝散の効果は説得
力に欠けると考える。
　サブグループ解析はランダム化も満たさない、探索的な研究である。安易に結果
を患者へ適用する前に、このサブグループを対象とした追加研究を待つべきである。

	



結果を言葉にする

・アルツハイマー病のBPSDを、抑肝散が改善するという仮説は
証明されなかった。

・副作用は有意差ないものの、YKS群で低K血症を３例に認めた。

・サブグループ解析では、YKSの効果の出たグループがあったも
のの、現時点では説得力に欠けると考えられる。

・より重度の認知症例、より重度の興奮症例では、抑肝散が効
果を示すかもしれず、追加研究が待たれる。



Step4　症例への適用

論文の結果が症例に適用できるか吟味する

結果を患者のケアにどのように適用できるか
　研究患者は自身の診療における患者と似ていたか

　患者にとって重要なアウトカムはすべて考慮されたか
　見込まれる治療の利益は、考えられる害やコストに見合うか



研究患者は
自身の診療における患者と似ていたか

・年齢83歳、MMSE 25/30とinclusion criteriaを満たす。

・NPI-Q scoreは未評価であったが妄想、興奮、易刺激性あり少
なくとも4点以上。

・興奮・易刺激性ともに重度で合計点は２点以上。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・施設入所していたが馴染めず、喧嘩別れのような状態で退所、
当院を急遽受診したため、正確な病歴・内服歴は不明。

・独居老人で正確な服薬コンプライアンスは不明。

⇒inclusion criteriaは満たすが、exclusion criteriaは判断出来な
い。本人・知人聴取の内容が正しければ満たす。



患者にとって重要なアウトカムは
すべて考慮されたか

・Primary outcomeは、BPSDの簡易評価スコアである。

・Seconadry outcomeでもsubcategory score、MMSE
の変遷・安全性評価が検証されており、臨床的にも患
者にとっても重要なアウトカムは吟味されている。



見込まれる治療の利益は、
考えられる害やコストに見合うか

抑肝散１包：28.5円(11.4円/g）

2包2× (5.0g/day)内服の場合、

年間負担額は28.5×2×365×0.1=2080円

明らかな利益が観察されておらず、コストに見合うと
は言えない。

また、治療の有害性に関して有意差は見られていな
いものの、YKS群で低K血症を認めており、注意が必
要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	



n  疑問の定式化を行い、それに合致した論文を選ぶこと
ができた。　

n  論文は一次研究のPubmedで検索した。

n  論文の批判的吟味ではYKS群で有意差は認められな
かった。サブグループ解析でYKSの効果が出たグルー
プはあったものの、現時点では説得力に欠けると考え
られる。

n  明らかな利益が観察されていないため、今回の結果か
らはコストに見合うとは言えない。

n  患者のBPSD、周囲のサポート状況をふまえて内服を判
断する。

Step5　1-4の見直し



論文のまとめ

n  アルツハイマー病でMMSE≦26,NPI-Q≧4の患者を
対象に、YKSの効果を検証した研究である。

n  アルツハイマー病のBPSDを、抑肝散が改善するとい
う仮説は証明されなかった。

n  サブグループ解析では、YKSの効果が出たグループ
はあったものの、現時点では説得力に欠けると考え
られる。

n  より重度の認知症例、より重度の興奮症例では、抑
肝散が効果を示すかもしれず、更なる研究が必要で
ある。



選択したマネジメント

n  効果が認められなかった理由が推察出来た。そもそも、
本論文からはYKSがBPSDを改善するとは言えない。

n  生活環境改善など、非薬物療法での介入を検討する。

n  また、臨床経験からはYKSの効果を感じる症例もあり、
サブグループを対象とした追加研究を待つ。


