富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座活動報告
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◇研究概要
これまで当講座では、漢方医学特有の病態を客
観的に評価し、如何に臨床医学へ応用するかにつ
いて研究してきた。また、漢方方剤・生薬・成分
の薬理作用について、微小循環系、自律神経系，
免疫系などの視点から多方面にわたって研究して
きた。今年度も血管内皮や微小循環系に対する駆
瘀血剤の効果、生薬の抗ウイルス作用や抗酸化作
用などについて in vitro、in vivo の実験系を用
いて検討した。また脳虚血モデルに対する和漢薬
の効果についても検討した。
さらに平成 15 年度に採択された本学の 21 世紀
COE プログラム「東洋の知に立脚した個の医療の
創生」は本年度で最終年度を迎え、和漢医薬学総
合研究所、附属病院産科婦人科および皮膚科との
共同研究（関節リウマチ、更年期障害、アトピー
性皮膚炎などの疾患における「証」を現代医学的
に明らかとするためのプロテオーム解析を用いた
検討）の成果を学会、シンポジウム等で発表した。
◇診療活動
本学附属病院和漢診療科として、外来は月曜日
から金曜日までの週 5 日間、午前中の外来を行う
とともに、多様な患者のニーズに応えるべく、月・

火・金の週 3 日間は午後外来も行い、延べ 21 診を
行っている。また入院患者は西洋医学的にも難治
性疾患が多いが、在院日数の短縮のため、効率的
な検査・治療計画を立てて治療にあたっている。
教授回診、病棟カンファレンスを週 1 回行い、病
棟カンファレンスにおいて西洋医学的および東洋
医学的診断・治療について討議している。治療法
は主として和漢薬煎剤を用い、適宜エキス製剤と
西洋薬を併用している。
◇教育活動
現在医学部学生に対して、2 年次に「和漢医薬
学入門」
、「医学薬学史」
、4 年次に「和漢診療学」
の系統講義、
「基本的診療技能実習」と題した診察
方法に関する実習を行っている。5 年次より 6 年
次にかけて、1 グループ 1 週間のクリニカルクラ
ークシップ（臨床実習）を計 42 週行っている。さ
らに、その中で漢方医学に興味のある学生に対し
ては 6 年次の前期に「選択的臨床実習」として、1
グループ 4 週間の実習を計 2 回行っている。また、
薬学部でも 3 年次に「東洋医学概論」と題した系
統講義を行っている。
卒後教育に関しては、初期臨床研修 2 年を終了
した後期研修医を積極的に受け入れている。後期
研修医は当大学附属病院で東西医学融合医療を学
んだ後、関連病院で認定内科医および漢方専門医
取得に向けての研修を行なっている。
また、当大学和漢医薬学総合研究所漢方診断学
部門と協力して、学外医師や学生の短期研修（1
〜2 週間）あるいは長期研修（3 ヶ月〜1 年）を受
け入れて、和漢診療の普及に努めている。
さらに大学院教育として大学院医学薬学教育部
に「東西統合医学専攻」が設置され、当講座はそ
の中心的役割を担いつつ、東西医学を融合し、先
端的研究を推進しうる若手研究者を育成している。
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