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。今年度はプロテオーム解析を用いて漢方医
学的病態概念である瘀血の診断マーカーの探索や
各種漢方方剤の効果について検討し報告した。ま
た、漢方方剤の無症候性脳梗塞患者への長期投与
効果についての臨床研究や非アルコール性脂肪性
肝疾患（NAFLD）または糖尿病モデル動物を用いた
漢方方剤の効果と作用機序の解明を行った。
◇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、水・
金の週２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」の講義実習を行い、３年
次では「基礎配属」の４週間の間に漢方に興味を
持つ学生に基礎研究を紹介している。また、４年
次に「和漢診療学」の系統講義を行い、
「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年次にかけては、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年間のう
ち、２年目で当科の選択研修を希望した初期研修
医の研修を１〜３ヶ月間受け入れている。また、
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
で東西医学融合診療を学んだ後、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。
◇著書
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2008.
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を中心に. 日本内科学会北陸支部第 43 回生涯
教育講演会 2008, 3, 2, 富山.（招待講演）
3) 永田 豊, 野崎和也, 井上博喜, 村井政史, 小
尾龍右, 引網宏彰, 酒井伸也, 後藤博三, 柴原
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4) 高橋雅法, 吉田淑子, 岡部素典, 木村真梨,
Teng Zan, 戸田文香, 米田徳子, 京 哲, 清野
透, 柴原直利, 二階堂敏雄: 褥瘡モデルラット
を用いた不死化羊膜間葉細胞添加 Collagen
gell による創傷治癒効果の検討. 第 7 回日本
再生医療学会総会, 2008, 3, 13-14, 名古屋.
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14)伊藤 隆, 仙田晶子, 山本佳乃子, 深谷 良,
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