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本研究所は、日本漢方の立場から漢方の古典を
研究している。特に漢方処方の臨床応用に力を注
いでいる。主に古典の口訣を生かした臨床的研究
を行っている。
◇附属診療所
１）渋谷診療所（所長；山田 博一）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-10-7
新大宗ビル 2 号館 4Ｆ
℡ 03-3464-6431
診療日 月曜～土曜日（9 時～5 時）
日曜・祝祭日休診
２）名古屋診療所（所長；青山 廉平）
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須
4-11-39 川本ビル 2Ｆ
℡ 052-242-1332
診療日 月，火，水，金，土曜日
木曜・日曜・祝祭日休診
３）日中友好会館クリニック（所長；関 直樹）
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-5-3
日中友好会館 2Ｆ
℡ 03-3818-8363
診療日 月曜～土曜日（9 時～5 時）
木曜・日曜・祝祭日休診
◇「漢方友の会」より会報『活』の発行
症例報告や古医書の解説等々ただちに臨床に役

立つ話題を提供し、漢方医学の普及発展に貢献す
ることを目指し月刊誌として発行しております。
◇(財)日本漢方医学研究所研究助成金制度
現代医療の中で果たす漢方医学の役割を明確に
するために、研究の臨床的価値、独創性、実現性
及び適時性に基づき次の 20 件の研究に対して助
成を行った。
①高齢者に対する牛車腎気丸の糖尿病合併症予
防効果について
慶應義塾大学医学部衛生学
大前 和幸
②骨・軟部悪性腫瘍に対する十全大補湯の有用性
の検討
大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学
上田 孝文
③大うつ病性障害（うつ病）不完全寛解例に対す
る地黄剤の効果に関する研究
慶應義塾大学医学部漢方クリニック
山田 和男
④漢方薬（瀉剤と補剤）が潜伏感染ウイルス複製
におよぼす影響に関する基礎的研究
鹿児島大学医学部難治性ｳｨﾙｽ疾患研究ｾﾝﾀ村山 次哉
⑤生薬による心血管作動性転写因子の制御と新規
抗動脈硬化性生薬の開発に関する研究
鹿児島大学医学部臨床検査医学教室
阿邉山 和浩
⑥十全大補湯による活性化 Kupffer 細胞抑制を目
的とした抗酸化治療による肝細胞癌発症の抑制
効果に関する臨床的検討
山梨大学医学部第１外科
河野 寛
⑦Ｃ型慢性肝炎患者における柴胡桂枝湯の抗炎症
・抗線維化作用に関する臨床的ならびに分子免
疫学的研究
三重大学医学部臨床検査医学
山舗 昌由
⑧漢方薬による実験的ブドウ膜炎の治療について
の基礎的研究
富山医科薬科大学医学部眼科学教室
長木 康典
⑨漢方製剤が閉経後婦人の免疫系（Th1/Th2 バラ
ンス）に与える影響について
徳島大学医学部産科婦人科
安井 敏之
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⑩Ｃ型慢性肝炎のインタ－フェロン・リバビリン
療法における人参養栄湯併用の意義
金沢大学医学部附属病院消化器内科
元雄 良治
⑪男性不妊症患者における漢方薬の有用性－精漿
中サイトカインの変化について
富山医科薬科大学医学部泌尿器科
古谷 雄三
⑫ⅩⅢ因子 A，B サブユニットのノックアウトマ
ウスにおける，
漢方薬を用いた自己免疫疾患
（慢
性関節リウマチなど）の治療と予防の試み
山形大学医学部分子病態学講座
一瀬 白帝
⑬地域検診とタイアップした桂枝茯苓丸の乳癌発
生予防効果に関する Prospective Randomized
Trial
九州大学大学院消化器・総合外科
北村 薫
⑭脳血管性痴呆患者に対する漢方薬八味地黄丸の
効果
東北大学医学部附属病院老年・呼吸器内科
小林 誠一
⑮インフルエンザ患者における補中益気湯の罹病
期間短縮効果
金沢医科大学附属病院総合診療科
山川 淳一
⑯硬化進行型 IgA 腎症に対する柴苓湯の臨床的な
らびに基礎的検討
京都大学大学院医学研究科循環病態学講座
小野 孝彦
⑰柴苓湯のヒト自己免疫疾患のＴｈ１/Ｔｈ２バ
ランス制御に関する研究
和歌山県立医科大学皮膚科学教室
古川 福実
⑱生薬中に含まれるエストロゲン活性を有する物
質の単離同定とその臨床応用に関する研究
国立京都病院臨床研究部
臼井 健
⑲十全大補湯による，肝虚血再灌流障害抑制効果
の検討
東京大学消化器内科
新井 雅裕
⑳八味地黄丸の核内受容体 PPARαを介した転写
制御の解析
群馬大学医学部附属病院内分泌内科
門傳 剛
◇講習会の開催
昭和 47 年創設以来多年にわたり臨床家のため
の漢方医学講座を主催して参りました、平成 14

年度は八重洲第一信金ホ－ルにて 1 回 2 時間、次
の通りです。
☆基礎講座：講師 山田 光胤
(2002,4.11～2003,3.13)（計 10 回）
テキスト：『漢方処方応用の実際』
・漢方処方応用の基礎知識（その 1）
・漢方正保応用の基礎知識（その 2）
・処方解説(1)安中散，胃風湯，胃苓湯，
茵蔯蒿湯，温経湯，平胃散，啓脾湯など
・処方解説(2)温胆湯，越婢加朮湯，黄芩湯，
黄連湯，黄連解毒湯，半夏瀉心湯など
・処方解説(3)乙字湯，解急蜀椒湯，葛根湯，
加味逍遙散，甘草湯，甘草乾姜湯，
大建中など
・処方解説(4)桔梗湯，帰脾湯，加味帰脾湯
･ 帰膠艾湯，桂姜棗草黄辛附湯，桂枝湯，
桂枝加葛根湯，桂枝加厚朴杏子湯，
桂枝加黄耆湯，香蘇散など
・処方解説(5)桂枝加芍薬湯，
桂枝加芍薬大黄湯，桂枝加朮附湯，
桂枝加苓朮附湯，桂枝加竜骨牡蛎湯，
桂枝芍薬知母湯，桂枝人参湯，
桂枝麻黄各半湯，桂枝茯苓丸，五積散など
・処方解説(6)五淋散，五苓散，呉茱萸湯，
柴葛解肌湯，柴陥湯，柴胡加竜骨牡蛎湯，
茵蔯五苓散など
・処方解説(7)柴胡桂枝湯，柴胡桂枝乾姜湯，
三黄瀉心湯，酸棗仁湯，三物黄芩湯など
・処方解説(8)滋陰降火湯，滋陰至宝湯，
紫雲膏，四逆散，四君子湯，梔子柏皮湯，
七物降下湯，四物湯，炙甘草湯など
☆臨床講座：講師 松田 邦夫
(2002,4.25～2003,3.27)（計 10 回）
テキスト：『漢方治療の実際』
・臨床医のための漢方診療・腹診実技指導
・呼吸器疾患(1)：感冒，咳嗽，脇痛など
・呼吸器疾患(2)：気管支喘息，小児喘息，
肺炎
循環器疾患：高血圧，動悸，狭心症など
・消化器疾患(1)：涅気，食道炎，胃炎，腹満，
腹痛など
・消化器疾患(2)：下痢，便秘，肝機能障害，
胆石症，
胆嚢ディスキネジ－，
腸管通過障害，
潰瘍性大腸炎など
・腎尿路疾患：腎炎，尿路結石症など
代謝内分泌疾患：糖尿病，痛風，
甲状腺機能亢進症など
・神経精神疾患(1)：頭痛，顔面痙攣，
顔面神経痛，手のふるえ，めまい，
不眠症など
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・神経性心疾患(2)：不安神経症，不定愁訴，
自律神経失調症，心身症，躁鬱病など
・整形外科疾患(1)：三叉神経痛，肩こり，
五十肩，むち打ち症，腰痛，坐骨神経痛など
・整形外科疾患(2)：変形性膝関節症，
こむらがえり，関節リウマチなど
◇学術論文・臨床報告など
１）山田光胤：筍庵ひとりごと 57－牡丹皮のこと
－，漢方療法，たにぐち書店，5(10)，4～6,
2002
２）足立秀樹：『方函類聚』の処方 57－下痢⑤，
漢方療法，たにぐち書店，5(10)，42～45, 2002
３）山田博一：実用処方解説 21 麻黄附子細辛湯，
漢方療法，たにぐち書店，5(10)，64～66, 2002
４）山田光胤：筍庵ひとりごと 58－私と漢方・来
し方の思い－(1)，漢方療法，たにぐち書店，
5(11)，4～6, 2002
５）足立秀樹：『方函類聚』の処方 58－下痢⑥，
漢方療法，たにぐち書店，5(11)，32～35，
2002
６）山田光胤：筍庵ひとりごと 59－私と漢方・来
し方の思い－(2)，漢方療法，たにぐち書
店,5(12)，4～5, 2002
７）足立秀樹：『方函類聚』の処方 59－下痢⑦，
漢方療法，たにぐち書店,5(12)，42～45, 2002
８）山田博一：実用処方解説 22 桂姜棗草黄辛附
湯，漢方療法，たにぐち書店,5(12)，64～66,
2002
９）山田光胤：筍庵ひとりごと 60－私と漢方・来
し方の思い－(3)，漢方療法，たにぐち書店，
6(1)，4～7, 2002
10）青山廉平：《特別企画》巻頭インタビュ－五
十歳を過ぎてから漢方と漢文を学んで二十
五年，今やっと「真の漢方の入口」に立った
ことを自覚，漢方療法，たにぐち書店,6(1)，
8～21， 2002
11）石川友章：座談会-漢方治療の現場から⑨小児
科領域の漢方治療(1)，漢方療法，たにぐち
書店，6(1)，22～30，2002
12）足立秀樹：『方函類聚』の処方 60－下痢⑧，
漢方療法，たにぐち書店，6(1)，52～56， 2002
13）関直樹：専門医がやさしく教える肩こり第 2
刷，PHP 研究所，2002. 5. 1
14）関直樹：よくわかる腰痛の原因と治し方，ナ
ツメ社，2002. 5. 6
15）関直樹：Conservative treatment of Garden
stageⅠfemoral neck fracture in elderly
Patients，Arch Orthop Trauma Surg, 122，
24～28，2002

16）山田光胤：筍庵ひとりごと 61－私と漢方・来
し方の思い(4)，漢方療法，たにぐち書店，
6(2)，4～5，2002
17）石川友章：座談会-漢方治療の現場から⑩小児
科領域の漢方治療(2)，漢方療法，たにぐち
書店，6(2)，14～23，2002
18）足立秀樹：『方函類聚』の処方 61－下痢⑨，
漢方療法，たにぐち書店，6(2)，40～45，2002
19）山田博一：実用処方解説 23 桂枝加竜骨牡蛎
湯，漢方療法，たにぐち書店，6(2)，64～66，
2002
20）
関直樹：リウマチと変形性関節症，
THE BONE，
16(6)，575～579，2002
21）山田光胤：筍庵ひとりごと 62－私と漢方・来
し方の思い－(5)，漢方療法，たにぐち書店，
6(3)，4～5, 2002
22）足立秀樹：『方函類聚』の処方 62－下痢⑩，
漢方療法，たにぐち書店，6(3)，44～46，2002
23）山田光胤：筍庵ひとりごと 63－私と漢方・来
し方の思い－(6)，漢方療法，たにぐち書店，
6(4)，4～7，2002
24）足立秀樹：『方函類聚』の処方 63－嘔吐乾嘔
①，漢方療法，たにぐち書店，6(4)，36～40，
2002
25）山田博一：実用処方解説 24 柴胡剤，漢方療
法，たにぐち書店，6(4)，58～59, 2002
26）山田光胤：筍庵ひとりごと 64－私と漢方・来
し方の思い(7)－，漢方療法，たにぐち書店，
6(5)，4～7, 2002
27）足立秀樹：『方函類聚』の処方 64－嘔吐乾嘔
(2)，漢方療法，たにぐち書店，6(5)，34～
39，2002
28）山田光胤：筍庵ひとりごと 65－私と漢方・来
し方の思い(8)－，漢方療法，たにぐち書店，
6(6)，4～6, 2002
29）足立秀樹：『方函類聚』の処方 65－嘔吐乾嘔
(3)，漢方療法，たにぐち書店，6(6)，50～
55，2002
30）山田博一：実用処方解説 25 柴胡桂枝乾姜湯，
漢方療法，たにぐち書店，6(6)，76～77，2002
31）山田光胤：筍庵ひとりごと 66－北朝鮮が日本
の若者を拉致したこと－，漢方療法，たにぐ
ち書店，6(7)，4～5，2002
32）足立秀樹：『方函類聚』の処方 66－嘔吐乾嘔
(4)，漢方療法，たにぐち書店，6(7)，50～
53，2002
33）山田光胤：筍庵ひとりごと 67－矢数道明先生
のご逝去を悼みつつ，憶うこと－，漢方療法，
たにぐち書店，6(8)，4～5，2002
34)石川友章：《特別企画》巻頭インタビュ－病気
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治療から全人間的治療へ規則正しい生活を
送ることが肝要，漢方療法，たにぐち書店，
6(8)，6～16，2002
35）足立秀樹：『方函『類聚』の処方 67－嘔吐乾
嘔(5)，漢方療法，たにぐち書店，6(8)，44
～49, 2002
36）山田博一：実用処方解説 26 柴胡桂枝湯，漢
方療法，たにぐち書店，6(8)，68～71, 2002
37）関直樹：入門漢方医学（分担執筆）方剤学・
附子剤，南江堂，2002. 12. 20
38）山田光胤：筍庵ひとりごと 68－大塚敬節先生
の口訣・中耳炎に苓桂五味甘草湯等々，漢方
療法，たにぐち書店，6(9)，4～5，2002
39)足立秀樹：『方函『類聚』の処方 68－嘔吐乾
嘔(6)，漢方療法，たにぐち書店，6(9)，36
～41, 2002
◇教育講演・演題発表・その他
１）山田光胤：傷寒論概説，多摩漢方研究会，東
京，2002. 2. 10
２）関直樹：Medical Information172 痛みと漢
方治療（鼎談），都医ニュース第 433 号，2002.
3. 15

３）関直樹：中高年からの腰痛の解消法と予防，
足立区新田住区センタ－，2002. 3. 26
４）関直樹：きょうの健康「高齢者にやさしい漢
方治療－腰の痛み」，NHK 教育テレビ，2002.
9. 11/18
５）関直樹：きょうの健康「高齢者にやさしい漢
方治療－ひざの痛み」，NHK 教育テレビ，2002.
9. 12/19
６）足立秀樹：山友学術懇話会講演「尾台榕堂，
浅田宗伯の臨床から」，2002. 9. 15
７）関直樹：特別講演「リウマチの漢方治療」，
第 4 回埼玉県北部リウマチ研究会，
熊谷，
2002.
11. 14
８）
足立秀樹：漢方処方応用の実際－疼痛性疾患，
大分漢方セミナ－，大分，2002. 11. 23
９）関直樹：西洋医学と東洋医学－第二地銀健保
組合連絡協議会定時総会，東京，2002. 11. 25
10）山田光胤：陰陽虚実に従う皮膚疾患の治療特
にアトピ－性皮膚炎について，日本東洋医学
会・和漢医薬学会合同シンポジウム，2002. 12.
7
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