昭和大学漢方医学センター活動報告
◇講座の概要
昭和大学漢方医学センターは 2006 年に新設され
た講座で，昭和大学医学部第一生理学教室と連携
を図りながら，臨床・Faculty Development・学生
教育・基礎医学研究・東洋医学研究会の開催など
の活動を行っている．
昭和大学医学部第一生理学教室は，
昭和 46 年に針
麻酔が中国で発表された翌年より針麻酔誘起の機
序の解明と動物催眠誘起の機序との異同性につい
て研究を開始し，「針麻酔の鎮痛に対する神経-体
液性物質の関与」「下行性痛覚抑制機構」「針鎮痛
におけるオピエートレセプターを介する伝達機
序」など針鎮痛のメカニズムを生理学的側面より
解明してきた．
現在は，統合医学・統合医療を生理学的視点から
解明することを目指し，漢方薬および鍼灸刺激の
およぼす免疫系・血液流動性への影響，ストレス
のおよぼす血液流動性・活性酸素への影響、痛み
と免疫の関連，磁気の生体機能変調などについて
研究が進められている．
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◇診療活動
内分泌・代謝・循環器内科の漢方医学センターと
して開設された．
石野尚吾･樫尾明彦(毎週火曜日)，
幸田るみ子(毎週水曜日), 堀部有三(隔週木曜日)
らを中心に東洋医学的な診察と漢方エキス剤の処
方による漢方治療を行っている．現在は，外来の
患者に対しての診療に限られるが，今後は他科と
の連携を図りつつ，活動の場を広げていきたいと
考えている．
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◇講演
1) 久光 正, ストレスと免疫 −免疫と鍼灸−,
日本鍼灸師会/東京都鍼灸師会, 2008.4.27 (東
京)
2) 石野 尚吾, WHO 東アジア伝統医学の標準化と
日本の対応, 日本東洋医学会 第 59 回学術総
会, 2008.6.7 (仙台)
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◇留学生の動向
1) 張 躍進：中国江蘇省興化衛生学校生理学教室
助教授
2) 朱 奇 ：中国蘇州大学医学部神経生物学研究
室博士課程学生
3) 高 玉振：中国蘇州大学医学部法医学教室講師
4) 草柳 肇：ローマ大学，トルベルガータ校神経
内科．第一生理学教室で鍼灸研究に携わる．
5) 単 立冬：中国蘇州大学医学部神経生物学研究
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◇機関としての諸活動
◎東洋医学研究会の開催
近年の東洋医学への関心･ニーズに応えるべく，
学
内･外の臨床医および学生の研修の場として発足
し，現在に至る．平成 20 年は以下の講座が開催さ
れた．
http://www10.showa-u.ac.jp/~oriental/
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2) 石野 尚吾, 医師・薬剤師に役立つ鍼灸治療,
2008.2.12
3) 各科からの診療・研究報告，2008.3.18
●白土 なほ子,月経痛
●認知症周辺症状に対して抑肝散が有効であ
った Lewy 小体型認知症の一例, 山田 浩樹
●癌患者に対する補剤の使用経験, 松原 猛人
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9) 堀部 有三, 症例解説による「神経・筋疾患と
漢方」, 2008.10.23
10)幸田 るみ子, 症例解説による
「心身症と漢方」,
2008.11.18
11)木村 武彦, 症例解説による「婦人科疾患と漢
方」, 2008.12.2

