財団法人 日本漢方医学研究所活動報告
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本研究所は、現代医療の中で果たす漢方薬の役割
を明確にする目的で、漢方専門診療所を運営する
と同時に、近年は、漢方医学におけるエビデンス
構築を目的として、漢方医学の臨床及び基礎研究
を助成することに力を注いでいる。
◇附属診療所
1)渋谷診療所（所長 山田 博一）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-10-7
新大宗ビル５号館３
℡０３−３４６４−６４３１
診療日 月曜〜土曜日（９時〜５時）
日曜・祝祭日休診
◇「漢方友の会」より会報『活』の発行
症例報告や古医書の解説等々ただちに臨床に役
立つ話題を提供し、漢方医学の普及発展に貢献す
ることを目指し月刊誌として発行。
◇講習会の開催
昭和47年創設以来多年にわたり臨床家のための
漢方医学講座を主催して参りました、平成18年度
は八重洲第一信金ホ−ルにて1回2時間の基礎講座
と1回4時間30分の臨床講座を開催いたしました、
詳細は次の通りです。
☆類聚方広義の臨床応用解説
講師：小曽戸洋､山田光胤､山田享弘､
渡辺賢治
(2008､4.3〜2009､3.12)（計10回）
テキスト：『傍訓類聚方廣義』
☆臨床講座：
(2008､6.15､9.14､12.21､2008､3.8)（計4回）
・総論

生薬概論 鳥居塚和生
概論
山田享弘
腹診実技 山田光胤
・発熱､頭痛､肩こり
生薬解説 金成俊
処方解説・症例解説 山田博一
・食欲不振､悪心､嘔吐､腹痛､下痢､便秘
生薬解説 金成俊
処方解説・症例解説 新井信
・胸痛､呼吸困難､咳嗽
生薬解説 鳥居塚和生
処方解説・症例解説 伊藤隆
◇学術論文・臨床報告など
1) 山田光胤：筍庵ひとりごと129−虚実−、漢方
療法、11(10)：4-5、たにぐち書店、2008.
2) 山田光胤、石川友章、山田享弘：金匱会診療
所五十周年記念鼎談−半世紀の歩みと次の五
十年に向けて−、漢方療法、11(10)：6-17、
たにぐち書店、2008.
3) 足立秀樹：『方函類聚』の処方130、「眼疾」
(1)、漢方療法、11(10)：28-31、たにぐち書店、
2008.
4) 渡辺賢治渥美和彦、蒲原聖可、鈴木清志：
ICCMR座談会。日本統合医療学会誌。2008；
1(1)：5-15
5) 渡辺賢治：伝統医学に国際的な関心、Japan
Medicine 1208：1、2008 1.11
6) 渡辺賢治：漢方の見方「気虚」読売健康ブッ
クら・さんて１：１、2008
7) 山田光胤：筍庵ひとりごと130−神話麻黄細辛
附子湯の脈−、漢方療法、11(11)：4-5、たに
ぐち書店、2008.
8) 山田享弘、小根山隆祥：金匱会診療所五十周
年記念鼎談−金匱会診療所と漢方生薬［前
編］−、漢方療法、11(11)：6-15、たにぐち
書店、2008.
9) 滝戸道夫：バイモ、漢方療法、11(11)：16-21、
たにぐち書店、2008.
10)足立秀樹：『方函類聚』の処方131、「眼疾」
(2)、漢方療法、11(11)：32-35、たにぐち書
店、2008.
11)渡辺賢治：漢方の見方「気うつ」読売健康
ブックら・さんて２：１、2008
12)山田光胤：筍庵ひとりごと131−神話−、漢方
療法、11(12)：4-5、たにぐち書店、2008.
13)山田享弘、小根山隆祥：金匱会診療所五十周
年記念鼎談−金匱会診療所と漢方生薬［後
篇］−、漢方療法、11(12)：8-16、たにぐち

書店、2008.
1 4 ) 足立秀樹：『方函類聚』の処方132、「眼
疾」(3)、漢方療法、11(12)：24-26、たにぐ
ち書店、2008.
15)渡辺賢治：漢方の見方「気逆」読売健康ブッ
クら・さんて3：１、2008
16)山田光胤：筍庵ひとりごと132−乾布摩擦の奨
め再び−、漢方療法、12(1)：4-5、たにぐち
書店、2008.
17)足立秀樹：『方函類聚』の処方133、「婦人諸
病」(1)、漢方療法、12(1)：31-43、たにぐち
書店、2008.
18)渡辺賢治：漢方の見方「血虚」」読売健康
ブックら・さんて4：１、2009
19)山田光胤：筍庵ひとりごと133−世の中の変な
こと−、漢方療法、12(2)：4-5、たにぐち書
店、2008.
20)滝戸道夫：ドクダミ、漢方療法、12(2)：1822、たにぐち書店、2008.
21)足立秀樹：『方函類聚』の処方134、「婦人諸
病」(2)、漢方療法、12(2)：34-37、たにぐち
書店、2008.
22)滝戸道夫、南雲清二、岡部俊一、佐々木陽平、
中嶋暉躬：星薬科大学薬用植物園における薬
草見学会の取組み、日本植物園協会誌、42号、
2008.
23）渡辺賢治、西村甲、石毛敦、グレゴリー・プ
ロトニコフ、相磯貞和、北島政樹。慶應義塾
大学医学部における漢方医学教育の試み。医
学教育。日本医学教育学会 2008;39(2)：125129
24)山田光胤：筍庵ひとりごと134−侘助−、漢方
療法、12(3)：4-5、たにぐち書店、2008.
25)足立秀樹：『方函類聚』の処方135、「婦人諸
病」(3)、漢方療法、12(3)：18-21、たにぐち
書店、2008.
26)山田光胤：筍庵ひとりごと135−『類聚方』と
東洞翁−、漢方療法、12(4)：4-5、たにぐち
書店、2008.
27)滝戸道夫：ハッカ、漢方療法、12(4)：8-12、
たにぐち書店、2008.
28)足立秀樹：『方函類聚』の処方136、「婦人諸
病」(4)、漢方療法、12(4)：28-31、たにぐち
書店、2008.
29)山田光胤：筍庵ひとりごと136−水−、漢方療
法、12(5)：4-5、たにぐち書店、2008.
30)足立秀樹：『方函類聚』の処方137、「婦人諸
病」(5)、漢方療法、12(5)：26-30、たにぐち
書店、2008.
31)山田光胤：筍庵ひとりごと137−気−、漢方療
法、12(6)：4-6、たにぐち書店、2008.
32)足立秀樹：『方函類聚』の処方138、「婦人諸

病」(6)、漢方療法、12(6)：22-26、たにぐち
書店、2008.
33)山田光胤：筍庵ひとりごと138−桂枝と黄耆の
−、漢方療法、12(7)：4-5、たにぐち書店、
2008.
34) 滝 戸 道 夫 ： オ オ ツ ヅ ラ フ ジ 、 漢 方 療 法 、
12(7)：8-13、たにぐち書店、2008.
35)足立秀樹：『方函類聚』の処方139、「婦人諸
病」(7)、漢方療法、12(7)：26-29、たにぐち
書店、2008.
36)山田光胤：筍庵ひとりごと139−黄耆桂枝五物
湯と桂枝五物湯−、漢方療法、12(8)：4-5、
たにぐち書店、2008.
37)足立秀樹：『方函類聚』の処方140、「婦人諸
病」(8)、漢方療法、12(8)：32-36、たにぐち
書店、2008.
38)山田光胤：筍庵ひとりごと140−孫思邈の医訓
−、漢方療法、12(9)：4-5、たにぐち書店、
2008.
39)足立秀樹：『方函類聚』の処方141、「婦人諸
病」(9)、漢方療法、12(9)：18-22、たにぐち
書店、2008.
◇著書
1) 渡辺賢治（分担執筆）：アンチエイジングの
基礎と臨床。日本抗加齢医学会専門医・指導
士認定委員会編集。東京。メジカル・ビュー
社 2008
2) 渡辺賢治（分担執筆）：現代医療における漢
方薬。日本生薬学会監修。東京。南江堂
2008
3) 渡辺賢治（分担執筆）：今日の治療薬 解説
と便覧。東京。南江堂 2008
◇教育講演・演題発表・その他
1) 渡辺賢治：今後の医療への漢方の貢献と診療
情報の国際的協調。科学技術振興機構中国総
合 研 究 セ ン タ ー 第 12 回 研 究 会 。 東 京 。
2008.11.7
2) 渡辺賢治：専門医制度、総合医 第 2 回医師
のキャリアパスを考える医学生の会。東京。
2008.11.27
3) 渡辺賢治：WHO 東アジア伝統医学疾病分類と
漢方の疾病分類 平成 19 年度厚生労働研究統
計情報総合研究講演会「厚生労働統計におけ
る展望について」。東京。2008.2.1
4) Watanabe Y, Miura N, Fukutake M, Yamamoto
M, Yamaguchi R, Miyano S, Ishige A, Takeda J,
Watanabe K. ： Japanese herbal medicine
orengedokuto prevents indomethacin-induced
enteropathy: an analysis by microarray and

metagene profiler. 3rd International Congress on
Complementary Medicine Research. Sydney
2008.3
5) 渡辺賢治：漢方の新規エビデンスの創出に向
けて。慶應義塾大学医学部漢方医学センター
開設記念シンポジウム「サイエンスとアート
としての漢方医学」。東京 2008.9.13

