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ても、東洋医学を医療の中で運用する意義が残っ
ていることを日々私共は実感している。多くの患
者が殺到する病院で、かつての「３時間待ち３分
間診療」以上に診療時間は短縮し、検査や投薬は
増えるが医療の本質である、癒しや見立て（診断
と予後推定）のレベルは向上しにくい。新医師臨
床研修制度が開始され、すべての医師が基本的療
能力（プライマリーケア能力）や医師としての人
格の涵養を求められている今日こそ、心身一如と
して作用し、しかも効率的である東洋医学が必要
であると考える。医学部のコア・カリキュラムに
東洋医学（
「和漢薬の概説」
）が取り上げられたこ
とも適切であると思われる。東洋医学の担い手は
勿論医師だけではない。近年、鍼灸師養成機関（鍼
灸大学など）が増加し、多くの鍼灸師が生まれる
ようになった。しかし、医師と同様に卒後研修が
不可欠であることが指摘される。私共は平成９年
から、鍼灸卒後研修プログラムをつくり指導に当
たっている。最近では、医師不足が深刻な地域医
療機関で筋骨格系の問題（腰痛や膝痛）をかかえ
る多くの患者をケアしなければならない医師を鍼
灸師が支援する活動を行っている。私共の研究所
で短期研修を受けた整形外科医（自治医大卒１０
年目）が地域に派遣された際に、その医療活動を
支援するために鍼灸師を毎月２-４日派遣するよ
うにした。住民には非常に好評であり、今後も継
１．研究所概要と診療状況（開所３０年にあたり） 続拡大していく予定である。
1979 年 8 月 20 日に私共の東洋医学研究所が開
私共の将来目標は、
『１０年先に、総合診療能力
設された。兵庫県立尼崎病院に続いて全国で２番
を兼ね備えた適格医師１００人と、医師と協力で
目に公立病院の中にできた東洋医学研究所である。 きる適切な能力をもった適格鍼灸師１００人を愛
東洋医学を現代医療の中で適切に運用することが
媛で育てるようにすること』
（10-100-100 プラン）
設立目的であった。当時、病院内 100 人余りの医
である。なお、薬剤師や看護師、および介護にあ
師のうち、漢方と鍼灸を使うことのできる医師は
たるスタッフに東洋医学のエッセンスを伝えるこ
一人（初代所長：光藤英彦）のみであった。漢方
とができればよいと考えている。
薬を病院で処方されることでさえ非常に珍しく、
この３０年間私共研究所で開発し、実践してき
しかも、鍼灸ができるなどということはさらに不
た下記の事項を以上の目的に役立てたい。
思議なことであった。開設を発案した当時の県知
１）時系列分析法の開発
事は、
『愛媛県のいたるとろで東洋医学（漢方と鍼
２）慢性健康障害患者（QOL 障害患者）への東洋
医学の運用
灸）を適切に運用できるようにする』ために 1984
３）穴位主治症の研究（明堂経の復元）
年に拡充計画（施設拡充と人員増員）を実行し、
４）古代の四刺法（虚法・泄法・除法・実法）の
現在の場所で現有のスタッフ構成となった。
復元
現在私共の病院には 240 人余りの医師がいる。
５）鍼灸卒後研修プログラム/東洋医学専攻医プロ
多くの医師は日常診療で漢方薬を処方するように
グラム
なった。さらに鍼灸も指導できる医師も３人に増
６）地域におけるヘルスプロモーション/鍼灸師に
えた。ブームとしての東洋医学は終わったが、医
よる僻地医師の活動支援
師不足、看護師不足、医療資源不足の現代におい

７）病棟での鍼灸運用
（Baby Friendly Hospital における乳汁分泌促
進支援）
（退院支援プログラム）
（がん患者の緩和医療）
なお、私共の病院では多忙を極める診療の中で、
体調維持、健康増進のために時間をつくるのが難
しいスタッフのために、院内アメニティーとして
の『東洋医学体験コーナー』を設置した。毎月、1
回、東洋医学の体験ができるコーナーとして設け
られた。院内 LAN で職員に周知し、希望者に鍼灸
治療を行っており、評判も上々である。平成 19
年度は 210 名、平成 20 年 12 月現在まで 230 名の
スタッフに体験していただいた。病院職員のアメ
ニティーの場、職員の健康増進の場、および東洋
医学に親しんで頂く場として運営している。東医
研スタッフのボランティア精神育成と研修鍼灸師
の研修の場としても勿論役立っている。
平成２０年には第 2 回東洋医学研究所研修交流
会を開催した。この会は、昨年度から開催してお
り、今年度は東洋医学研究所研修 2 期卒の若林秀
治先生(現：学校法人神戸滋慶学園・神戸医療福祉
専門学校講師)を迎え
「鍼灸学校の教育の現状と今
後の研修制度のあり方について」と題して講演を
いただいた。
今年度は、開所３０周年を記念して、県民のた
めの公開健康講座と記念講演会を県医師会館で予
定して準備を進めている。今後５年余りの時間、
新病院建設が進むなかで、もう一度将来の適切な
医療システムの中での東洋医学運用というテーマ
を取り上げる予定である。
２．シンポジウム、学会報告、講演会など
◇原著
1) 山岡傳一郎：心身症の鍼灸治療〜時系列分析か
らみた心身症〜鍼灸 Osaka.Vol.24.No.3/2008
2) 山岡傳一郎：便秘について〜西洋医学と統合医
療 の 立 場 か ら 〜 . 医 道 の 日 本 .Vol.67.No.3.
2008.3
3) 山岡傳一郎：難治の疾患を対象とした鍼灸治療
―医師による実践報告―第１回チーム医療に
おける癌の鍼灸治療の実践.医道の日
本.Vol.68.No2.2009.2
◇特別講演・教育講演
1) 山岡傳一郎：日本東洋医学会中四国支部香川県
部会.2008.1.20
2) 山岡傳一郎：日本東洋医学会中四国支部広島県
部会.2008.1.27
3) 山岡傳一郎：生活習慣病と東洋医学.宇摩医師
会講演会。2009.10.17

4) 山岡傳一郎：漢方の歴史。第１回四国漢方セミ
ナー.20091.31
◇一般講演
1) 山岡傳一郎・大宮由起子、山見 宝、光藤 英
彦:九鍼十二原篇における刺法解明の試み。第
57 回全日本鍼灸学会学術大会：国立京都国際
会館。2008, 5, 30(2)
2) 大宮由紀子・田嶋恵子・山見宝・山岡傳一郎：
穴位復元主治条文の検討 3「ｲﾒｰｼﾞを持つため
の方法論の模索」。第 57 回全日本鍼灸学会学術
大会：国立京都国際会館。2008, 5, 30(2)
3) 大宮由紀子・山見宝・山岡傳一郎：患者さん中
心の医療を目指して。第 46 回愛媛県立病院学
会：愛南町御荘文化ｾﾝﾀｰ。2008,11,1。
4) 大宮由起子・山岡傳一郎：不妊症のﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ
「明堂経復元主治条文を臨床に応用するため
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