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◇沿革
東海大学医学部東洋医学講座はツムラ寄付講座
として平成 14 年 10 月に東海大学医学部に設置さ
れた。平成 17 年 4 月に新井信助教授（現在は准教
授）が常勤医師として赴任してから、いわゆる講
座としての活動を本格的に開始した。翌 18 年 1
月には荒井勝彦講師、同年 7 月には日置智津子講
師が赴任し、診療、教育、研究体制が充実し、現
在に至っている。
◇教育概要
東海大学では平成 15 年度から東洋医学講座が
主講する東洋医学の学生講義が始まった。講義コ
マ数は当初は選択科目 9 時間、前後期 2 回だった
が、平成 19 年度から一部が必修となり、平成 20
年度の東洋医学授業時間数は多くの選択科目を含
めて合計 48 時間となった。
以下に講義概要を示す。
1 年生では「医学入門」という必修講義の中で 1
時間の東洋医学の講義があり、それに関連した課
題を自分たちで調べて 5 時間の発表会を行う。3
年生は薬用植物と生薬に親しむことをテーマに薬
用植物園見学などを行う計 9 時間の選択講義があ
る。4 年生になると必修科目として全員が鍼灸も
含めた東洋医学概論を 6 時間学び、その後に筆記
試験、さらに続いて少人数グループによる体験型
実習を履修する。実習は 4 年生を 3 グループに分
け、毎週 1 グループ（38〜39 名）をさらに 3 つの
小グループ（12〜14 名）に分け、漢方理論・鍼灸・
生薬の 3 種類の実習を各 1 時間ずつ、計 3 時間で
ローテートする。興味のある 4 年生には、さらに
選択科目として 9 時間の東洋医学各論、9 時間の
PBL 形式の演習授業も用意している。
6 年生のクリ
ニカルクラークシップでも 12 名の学生が 1 週間の
外来見学を主体とした臨床実習を受けることがで
きる。
東海大学医学部における漢方卒前教育のスタイ
ルはこれでほぼ完成したと考えていて、今後はそ

の内容の評価と再検討を行うとともに、卒後教育
の導入を検討する必要がある。
◇診療概要
東海大学医学部付属病院では東洋医学科という
独立した診療科として、漢方外来と鍼灸外来のい
ずれかを毎日午前午後に 1 ブースで行っている。
患者数は月間 500〜550 名、鍼灸外来は 60〜70 名
で推移している。診療ブースは他科と並列に大学
病院内にあるため、他科からの紹介も多く、難治
性疾患患者が比較的多いことなどが特徴であろう。
受診動機は、最も多かったものは大学病院の他
科からの紹介で全体の 23%、次いで漢方外来チラ
シを見て受診した人が 21%、その他、家族方の紹
介が 16%、知人や友人からの紹介が 13%、東洋医学
講座ホームページを見て受診した人は 9%、他院か
らの紹介は 9%、漢方教室や東洋医学セミナーなど
の患者向け普及啓蒙活動がきっかけとなって受診
した人は 5%であった。
◇研究概要
日置講師は臨床に密着したテーマを主軸として
漢方研究を展開しており、現在までに、生活習慣
病を惹起する要因の東洋医学的探索を発端にして、
予防策、治療法について検討している。方剤とし
ては防風通聖散の抗肥満効果、特に内蔵脂肪減量
効果やインスリン抵抗性改善効果につき着目し、
主たる作用機序と臨床研究データは既に報告して
いるが、肥満症に関わる遺伝子と効果については
中間点にある。今までの研究データをもとに、他
の方剤の脂質および糖代謝改善効果のつき予測実
験の企画などを計画している。
学内共同研究として、分子生命科学教室と共同
で線虫の寿命延長測定システムを用いて生薬や漢
方薬の寿命延長効果に関する研究を行っている。
本学には抗加齢医学研究を目的としたライフケア
センターがあり、今後は遺伝子解析も含めた研究
を進める予定である。
◇FD 活動、研究会活動の概要
臨床漢方薬理研究会
臨床漢方薬理研究会は日置講師が代表を務め、
東海大学医学部東洋医学講座に事務局を置く。
1993 年に設立され、会員数は現在 70 余名、機関
誌として『臨床漢方薬理研究会誌』を年 1 回発行
し、UMIN にも登録された公的研究会である。平成
20 年度には 103 回例会を京都で開催した。

神奈川県 4 大学医学部 FD フォーラム・漢方医学ユ
ニット
神奈川県 4 大学医学部（北里大学、聖マリアン
ナ医科大学、横浜市立大学、東海大学）が医学部
漢方教育のための人材発掘およびカリキュラム標
準化を目標に、本年度、4 医学部長を中心に漢方
医学 FD フォーラムを立ち上げた。その後、医学部
教育全体の問題に広く捉えて「神奈川県 4 大学医
学部 FD フォーラム・漢方医学ユニット」と改称し
た。平成 20 年 12 月に第 1 回合同研修会を横浜で
開催した。
◇普及啓蒙活動
患者向けの漢方勉強会である「漢方教室」を 3
ヶ月に 1 回、第 3 土曜日の午後に開催している。
内容はテーマ別に疾患症状を漢方と鍼灸で解説し、
質疑応答を受けるもので、本年度は 3 月、6 月、9
月、12 月の 4 回開催して毎回 80〜130 名程度の聴
講者が来場した。
市民公開講座である「東洋医学セミナー」を年
1 回開催している。本年度は東洋医学講座の責任
者でもある東海大学医学部長の猪子英俊先生とあ
きば伝統医学クリニックの秋葉哲生先生に講師と
してお話していただいた。
その他、ホームページ、院内チラシ等で普及啓
蒙活動を行っている。
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を取り入れた東洋医学教育の成果. 第 25 回和
漢医薬学会学術大会, シンポジウム, 2008.8,
大阪
11)新井信: 東海大学医学部東洋医学科の歩みと
展望. 第 5 回久留米大学東洋医学研究会, 特
別講演, 2008.10, 福岡
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は東洋医学教育に有用である−. 第 59 回日本
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医学会第 65 回関東甲信越学術総会, 2008.10,
山梨
12)新井信: 結膜浮腫に越婢加朮湯が奏功した 1
例. 日本東洋医学会第 65 回関東甲信越支部総
会, 2008.10, 山梨
◇学生講義
〈東海大学〉
1) 1 年生必修(6 コマ): 医学入門・未来の医学.
新井信
2) 3 年生選択(9 コマ): 東洋医学Ⅰ. 荒井勝彦,
日置智津子, 高野昭人, 田代眞一
3) 4 年生必修(6 コマ): 臨床医学 B・東洋医学. 新
井信
4) 4 年生必修(9 コマ): 東洋医学実習. 新井信,
荒井勝彦, 日置智津子, 高士将典
5) 4 年生選択(9 コマ): 東洋医学Ⅱ. 日置智津子,
張民浩, 荒井勝彦
6) 4 年生選択(9 コマ): 東洋医学Ⅲ. 新井信, 荒
井勝彦
7) 6 年生選択(1 週間): クリニカルクラークシッ
プ・東洋医学. 新井信, 荒井勝彦
〈その他の大学〉
1) 日本薬科大学薬学部 4 年生. 新井信
2) 藤田保健衛生大学医学部 3 年生. 新井信
3) 藤田保健衛生大学医学部 4 年生. 新井信
4) 新潟大学医学部 6 年生. 新井信
5) 早稲田大学人間科学部 4 年生. 新井信
6) 名城大学薬学部 4 年生. 日置智津子
◇学会・研究会開催
1) 臨床漢方薬理研究会第 103 回例会. 4 月 19 日
(土)〜4 月 20 日(日), 京都
2) 神奈川県 4 大学医学部 FD フォーラム漢方医学
ユニット・第 1 回合同研修会. 12 月 7 日(日),
横浜
◇普及・啓蒙活動
1) 第 12 回漢方教室, ガンなどの難病を癒す−自
然治癒力を最大限に引き出す−. 3 月 15 日
(土), 東海大学医学部講堂
2) 第 13 回漢方教室, 頭痛やめまいもスッキリ−
持病だと諦めていませんか？−. 6 月 21 日
(土) , 東海大学医学部講堂
3) 第 14 回漢方教室, 漢方で便秘や下痢を治す−
スッキリ快便で元気いっぱい−. 9 月 20 日

(土) , 東海大学医学部講堂
4) 第 15 回漢方教室, 更年期を快適に過ごす−女
性ホルモンに頼らない治療法−. 12 月 20 日
(土) , 東海大学医学部講堂
5) 東洋医学セミナー2008, 講演 1; 医療の中で
活用される遺伝子解析, 講演 2; 21 世紀に生
かしたい医療・これが日本の漢方だ！. 11 月
29 日(土), 相模原
◇インターネット配信
1) 新 井 信 : ラ ジ オ NIKKEI, TUMURA Medical
Today, 消 化 器 領 域 と 漢 方 医 学 ( 全 9 回 ).
2008.6-7.

