近畿大学東洋医学研究所活動報告
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◇概
要
1.KAMPO EYESシンポジウムについて
2002年5月にKAMPO EYESシンポジウムを立
ち上げた．この会の趣旨は「医学と薬学の有機的
な連携を基本として，歴史上の事実は正しく，新
しい情報は早く，かつ分かりやすく，明日からの
臨床に役立つ幅広い内容を提供する」ことにある．
総会は年１回，薬剤師対象の薬局部会は年4回，
医師対象の実地臨床分科会は年1回開催し，シン
ポジウムの機関誌を年6回発行している． 今年度
より漢方市民公開講座として一般及び薬剤師を対
象に講演会を開始し，第１回目は500名を超える
参加者を迎えることができた．
2.東洋医学研究所附属診療所臨床部門の活動状況
について
自費診療は煎剤を主に使用し，月・水・木・金
曜日及び第１・３・５土曜日の午前に実施してい
る．この結果，自費診療による外来患者が一日平
均25名弱と徐々に増加して来たが，さらなる増患
を期して2004年3月から保険診療の漢方外来（週
２回，月曜と火曜，エキス製剤で対応）も実施して
いる．
鍼灸治療は需要が高まり，2005年4月より週３
日から４日へ枠を拡大した．主に，関節リウマチ，

運動器障害の患者に対して施術している．
検査ではMC─FANを駆使して微小循環系の評
価を，唾液アミラーゼ活性測定器でストレスの評
価を実施している．
3.東洋医学研究所附属診療所調剤室の活動状況に
ついて
現在薬剤師4名（常勤2名，非常勤2名），調剤補
助員1名（非常勤）のスタッフで業務を行っている．
調剤室の面積は113.25平方メートルあり，それぞ
れ受付・書記，製剤品棚を配した部屋及び 生薬
煎剤調剤室，生薬粉末調剤室，製剤・煎剤調製室，
生薬・製品倉庫，生薬標本・資料室，生薬・製品
試験室にわかれている．
現在の採用生薬および製品は刻み生薬（168品
目），エキス製剤（83品目），丸剤（9品目），軟膏
剤（2品目）であり，また，現在使用している煎
剤は394品目である．次に剤形からみた使用内訳
では，煎剤（75.4%），丸剤（6.5%），散剤（0.3%）
外用剤（0.2%），エキス製剤（16.8%），その他（0.8%）
となっている．
主な業務は薬品管理業務としては生薬（刻み，
粉末）および製剤品の品質検査，発注，検収，在
庫管理などである．薬価計算業務では各処方およ
び加味生薬の薬価の算出を行っている．調剤業務
には外来と入院がある．製剤業務では主に煎剤，
散剤，軟膏剤などの予製剤を調製している．漢方
薬情報収集業務では，生薬薬理文献の収集および
解析，漢方方剤治験報告の収集および解析，原本
から処方中の配合生薬および分量の確認などを
行っている．試験・研究業務では，漢方方剤エキ
ス化の研究，外来漢方調剤システムの研究，入院
用漢方調剤システムの研究，古典からみた処方の
正しい運用についての試験研究などを行ってい
る．
啓蒙活動としては，出版分野では漢方医家向け
生薬薬理解説書，漢方方剤解説書，処方集の発行
などを行っている．また，教育に関しては専門職
者及び一般市民への正しい漢方の啓蒙を行ってい
る．また，薬学部学生に対し病院実習の一環とし
て東洋医学に関する実習および講義を行ってい
る．
◇教育活動
現在，３年次の医学部学生に対し「薬理学コー
ス（東洋医学）」として授業を６コマ担当している．
また，同大医学部附属看護専門学校助産学科にお
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いて「母子の健康：生活科学～母子の健康と東洋
医学」
として授業を５コマ実施している．その他，
学外の医師の臨床研修を受け入れ，日本東洋医学
会専門医指定研修施設としての役割も果たしてい
る．
◇原
著
1）Murata K., Nakao K., Hirata N., Namba K.,
Nomi T., Kitamura Y., Moriyama K., Shintani
T., Iinuma M., Matsuda H.: Hydroxychavicol :
a potent xanthine oxidase inhibitor obtained
from the leaves of betel, Piper betle, J. Nat.
Med., 63, 355─359, 2009
◇症例報告
1）新谷卓弘：繊維筋痛症に対して血府逐瘀湯が有
用であった一例，KAMPO EYES，
（41）
6─7，2009
2）新谷卓弘：防風通聖散証と診断した肥満女性の
腹力に関する検討，KAMPO EYES，
（42）
4─5，2009
3）新谷卓弘：慢性疲労症候群に百合地黄湯が有用
であった一女性例，
KAMPO EYES，
（43）
2─3，
2009
4）新谷卓弘：身体表現性障害に対してサフランが
有用であった男性例，KAMPO EYES，
（44）4─
5，2009
5）新谷卓弘：加味逍遥散の心理的側面について，
KAMPO EYES，
（45）4─5，2009
6）新谷卓弘：甘麦大棗湯と加味逍遥散の併用が有
用であった適応障害の一例，KAMPO EYES，
（46）
4─5，2009
◇著
書
1）新谷卓弘
（分担執筆）
：
『専門医のための漢方医学
テキスト』
，社団法人日本東洋医学会，東京，2009
2）森山健三
（分担執筆）
：
『大観 漢方生薬学』
，京都
廣川書店，東京，2009.
◇総説・資料・その他
1）新谷卓弘：漢方座談会～漢方薬局における漢方
治療の方向性を語る～，
薬事日報，
4─7，
2009.4.24
2）森山健三：古典解説“傷寒論⑥”‚KAMPO EYES‚
（41）
16─17，2009
3）森山健三：古典解説“傷寒論⑦”‚KAMPO EYES‚
（46）
17─19，2009
4）森山健三：欧米のハーブ解説（第24回）,和漢薬，
（669）
9 ─ 11，2009
5）森山健三：欧米のハーブ解説（第25回）,和漢薬，
（670）
10─12，2009
6）森山健三：欧米のハーブ解説（第26回）,和漢薬，
（674）
11─13，2009
7）森山健三：欧米のハーブ解説（第27回）,和漢薬，

（675）12─14，2009
8）森山健三：欧米のハーブ解説（第28回）,和漢薬，
（678）8─11，2009
9）森山健三：続欧米のハーブ（第78回）"Oregano"‚
大阪府薬雑誌，60（1）38，2009
10)森山健三：続欧米のハーブ（第79回）"Oregon
grape"，大阪府薬雑誌，60（2）48，2009
11)森山健三：続欧米のハーブ（第80回）"Papaya"‚
大阪府薬雑誌，60（3）38，2009
12)森山健三：続欧米のハーブ（第81回）"Pareira"‚
大阪府薬雑誌，60（4）55，2009
13)森山健三：続欧米のハーブ（第82回）"Parsley"‚
大阪府薬雑誌，60（5）71，2009
14)森山健三：続欧米のハーブ（第83回）"Passion
flower"，大阪府薬雑誌，60（6）83，2009
15)森山健三：続欧米のハーブ（第84回）"Peach"‚
大阪府薬雑誌，60（7）51，2009
（第85回）
16)森山健三：続欧米のハーブ
"Pennyroyal"‚
大阪府薬雑誌，60（8）70，2009
17)森山健三：続欧米のハーブ（第86回）"Parsley
piert"，大阪府薬雑誌，60（9）58，2009
18)森山健三：続欧米のハーブ（第87回）"Pepper
black"，大阪府薬雑誌，60（10）50，2009
（第88回）
19)森山健三：続欧米のハーブ
"Pipsissewa"‚
大阪府薬雑誌，60（11）39，2009
20)森山健三：続欧米のハーブ（第89回）"Plantain"‚
大阪府薬雑誌，60（12）52，2009
21)森山健三：BOOK私が薦めるこの一冊，
Pharmacy
Today，22（3）46，2009
22)月岡康行：日本の民間薬
（29）
“赤小豆”，KAMPO
EYES，
（41）4─5，2009
23)月岡康行：日本の民間薬
（30）
“五加皮”，KAMPO
EYES，
（42）16─18，2009
24)月岡康行：日本の民間薬
（31）
“菖蒲根”，KAMPO
EYES，
（43）16─18，2009
25)月岡康行：日本の民間薬（32）“百合”，KAMPO
EYES，
（44）16─19，2009
26)月岡康行：日本の民間薬（33）“敗醤”，KAMPO
EYES，
（45）14─15，2009
27)月岡康行：日本の民間薬（34）“柿蒂”，KAMPO
EYES，
（46）14─16，2009
◇学会発表
1）新谷卓弘：伝統医学セミナー～加味逍遥散
～ ‚第60回 日 本 東 洋 医 学 会 学 術 総 会， 東 京，
2009.6.21
2）中尾紀久世，森山健三，新谷卓弘，増田めぐ
み，花本祐子，古川加純，伊藤仁久，村田和也，
松田秀秋：未熟温州ミカン果実の血清尿酸値
低下作用に関する研究，日本生薬学会第56回
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年会，京都，2009.10.3
3）髙屋豊，新谷卓弘，森山健三，月岡康行，中
尾紀久世，新沢敦，二宮裕幸：20年来の薬物
乱用頭痛に対し，和漢診療が有効であった一
例，第60回日本東洋医学会学術総会，東京，
2009.6.21
4）新沢敦，堀江延和，山本美由紀，長山紀子，
髙屋豊，山本篤，二宮裕幸，新谷卓弘：慢性
耳鳴に対し滋陰至宝湯が奏効した3例，第60回
日本東洋医学会学術総会，東京，2009.6.20,21
◇講演・その他
1）新谷卓弘：第22回「漢方診療三十年」の解説
～木防已湯、白虎加人参湯、桂枝茯苓丸、桃
核承氣湯、大黄牡丹皮湯、大承氣湯～，西日
本医師漢方アカデミー，大阪，2009.2.21
2）新谷卓弘：第23回「漢方診療三十年」の解説
～大承気湯、当帰芍薬散、補中益氣湯、十六
味流氣飲、八味地黄丸～，西日本医師漢方ア
カデミー，大阪，2009.4.11
3）新谷卓弘：第24回「漢方診療三十年」の解説
～八味地黄丸～，西日本医師漢方アカデミー，
大阪，2009.6.27
4）新谷卓弘：第25回「漢方診療三十年」の解説
～地黄含有方剤（牛車腎気丸、炙甘草湯、四
物湯加減）
～，西日本医師漢方アカデミー，大
阪，2009.10.17
5）新谷卓弘：第26回「漢方診療三十年」の解説
～消風散、四君子湯、六君子湯、清暑益気湯、
香砂六君子湯、帰脾湯、加味帰脾湯、小半夏
加茯苓湯、茯苓甘草湯、防已黄耆湯、茯苓沢
瀉湯、苓桂朮甘湯、苓姜朮甘湯、苓桂味甘湯、
茵陳五苓散～，西日本医師漢方アカデミー，
大阪，2009.12.19
6）新谷卓弘：こんな時には漢方を（第11─1回）
『陰
証期とその治療（第11話）人参湯から』
，第15
回近畿漢方研修会，大阪，2009.1.22
7）新谷卓弘：こんな時には漢方を（第11─2回）
『水
毒～水の異常を学ぶ①（第12話）』
，第16回近
畿漢方研修会，大阪，2009.3.19
8）新谷卓弘：こんな時には漢方を（第12回）
『水
毒～水の異常を学ぶ②（第13話）』
，第17回近
畿漢方研修会，大阪，2009.5.21
9）新谷卓弘：こんな時には漢方を（第13回）
『氣
の異常を理解する（第14話）』
，第18回近畿漢
方研修会，大阪，2009.7.9
10)新谷卓弘：こんな時には漢方を（第14─1回）
『証
（第15話）
の変化と方剤の運用
』
，第19回近畿
漢方研修会，大阪，2009.9.17
11)新谷卓弘：こんな時には漢方を（第14─2回）
『漢

方診療のレッスン（1 ～ 2）・漢方診療二頁の
秘訣（1 ～ 5）』，第20回近畿漢方研修会，大阪，
2009.11.12
（第1回）
12)新谷卓弘：こんな時には漢方を！
～イン
フルエンザから漢方の考え方を学ぶ～，NHK文
化センター西宮ガーデンズ教室，西宮，2009.5.23
（第2回）～関
13)新谷卓弘：こんな時には漢方を！
節の痛みやむくみの漢方治療～，NHK文化セ
ンター西宮ガーデンズ教室，西宮，2009.6.27
（第3回）～暑
14)新谷卓弘：こんな時には漢方を！
さや冷房負けの漢方対策～，NHK文化センター
西宮ガーデンズ教室，西宮，2009.7.25
（第4回）～不
15)新谷卓弘：こんな時には漢方を！
眠の漢方治療～，NHK文化センター西宮ガー
デンズ教室，西宮，2009.8.22
（第5回）～肩
16)新谷卓弘：こんな時には漢方を！
こりの漢方治療～，NHK文化センター西宮ガー
デンズ教室，西宮，2009.9.26
17)新谷卓弘：気管支喘息・気管支炎と漢方治療，
2008年度京都漢方研究会，京都，2009.2.8
18)新谷卓弘：肥満症治療で得た「防風通聖散」
との出会い，京都漢方研究会2009年度，京都，
2009.11.8
19)新谷卓弘：ストレスと漢方～五積散にまつわる
お話～，第6回健康フォーラム，大阪，2009.4.27
20）新谷卓弘：消化器疾患の漢方治療（総論・各論），
2009年度京都薬科大学・京薬会 卒後教育講座，
京都，2009.5.10
21)新谷卓弘：ストレス社会の漢方治療～不眠～，
第7回慢性・難病フォーラム，大阪，2009.5.31
22)新 谷 卓 弘： 五 積 散 に ま つ わ る お 話， 第37回
YOUNG OLD例会，大阪，2009.6.11
23)新谷卓弘：日常診療に「氣の考え」をどのよう
に取り入れるのか，KAMPO EYESシンポジ
ウム第24回漢方研修講座，大阪，2009.6.13
24) 新谷卓弘：新素材 茶花 お茶の花のうれしい話‚
日経健康セミナー 21スペシャル茶花セミナー ‚
大阪‚2009.6.29
25)新谷卓弘：パネルディスカッション 家族の
スマートライフを考える～理想的な食と運動
の習慣とは～，日経健康セミナー 21スペシャ
ル茶花セミナー，大阪，2009.6.29
26)新谷卓弘：熱中症・日光性皮膚炎の漢方治療，
2009年度医学生のための漢方医学セミナー，
三重，2009.8.9
27)新谷卓弘：思秋期と漢方～振り回されない生
き方，産経新聞社主催講演会 日本女性の健
康を守る 更年期・メノポーズを美しく生き
る，大阪‚2009.9.11
28)新谷卓弘：東洋の真髄～氣にまつわるお話～，
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神戸婦人大学2009，神戸，2009.9.12
29)新谷卓弘：ストレスと漢方，第1回漢方市民公
開講座，堺，2009.11.15
30)新谷卓弘：ストレスと漢方治療，第20回北陸
地区耳鼻咽喉科漢方研究会，金沢，2009.12.12
31)森山健三：健やかライフ「薬の上手な飲み方01」‚
ABCラジオ・RSKラジオ，金沢，2009.5.4放送
32)森山健三：健やかライフ「薬の上手な飲み方02」‚
ABCラジオ・RSKラジオ，金沢，2009.5.5放送
33)森山健三：健やかライフ「薬の上手な飲み方03」‚
ABCラジオ・RSKラジオ，金沢，2009.5.6放送
34)森山健三：健やかライフ「薬の上手な飲み方05」‚
ABCラジオ・RSKラジオ，金沢，2009.5.8放送
35)森山健三：漢方薬の正しい飲み方，第1回漢方
市民公開講座，堺，2009.11.15
（第1回）～漢方
36)髙屋豊：こんな時には漢方を！
の考え方～，NHK文化センター西宮ガーデン
ズ教室，西宮，2009.10.16
（第2回）～感染
37)髙屋豊：こんな時には漢方を！
症と漢方～，NHK文化センター西宮ガーデン
ズ教室，西宮，2009.11.20
（第3回）～冷え
38)髙屋豊：こんな時には漢方を！
症と漢方～，NHK文化センター西宮ガーデン
ズ教室，西宮，2009.12.18
◇その他
2009年11月12日，埼玉県開智中学校の見学を受
け入れた．
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