東邦大学医療センター大森病院東洋医学科活動報告
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◇沿革
研究中心ではなく、より臨床に即した開かれた
医療を実践しようという東邦大学医学部付属病院
の理念の基、平成 17 年 2 月より開設された。本
科は総合診療科・急病科学講座の一診療科である。
◇診療活動
外来診療を中心に以下の 2 部門よりなる。漢方
薬治療部門は月より土曜日の１診。現在漢方エキ
ス剤のみの診療であるが、今後は湯液診療を導入
していく予定である。鍼灸治療部門は、土曜日以
外の午前午後に行っている。また以下の特殊外来
がある。
①鍼灸特殊外来（担当・土屋喬）─主に難治性
疾患の鍼灸治療をおこなう。
②婦人科特殊外来（担当・橋口亮）─婦人科疾
患の漢方薬治療をおこなう。
③口腔疾患特殊外来（担当・福島厚） ─舌・口
腔疾患の漢方薬と鍼灸治療をおこなう。
④疼痛疾患特殊外来（担当・住田憲是）─腰痛・
筋関節痛などの診療をおこなう。
⑤直腸肛門痛特殊外来（担当・後藤友彦）─直腸・
肛門・会陰部などの疼痛の鍼灸治療をおこなう。
来科全患者数は 30 ～ 40 ／日程度である。
◇機関としての諸活動
【教 育】

〔医学部〕学生・前後期研修医・大学院の東洋
医学教育カリキュラムが準備されている。以下そ
の概要を記す。
１．学生教育─他の科目とも関連性を持たせな
がら、各学年に応じて段階的に教育をおこなう。
東洋医学の基本的知識（医学史・生理病態学・治
療学・鍼灸治療学）と診察方法、臨床の実際、日
本の民間医療、西洋医学との相違、東洋医学の文
化的側面、民間伝統医療、他の民族医学などを学
ぶ事を目的とする。
（講義）①第一学年─“全人的医療と東洋医学〈必
須〉”（２コマ・140 分）。全人的医療教育カリキュ
ラムの一環。
②第二学年─“漢方薬物学〈必須〉”（２コマ・140
分）
。薬理学カリキュラムの一環。
③第一・二・三学年─“東洋医学〈選択必修〉”（14
コマ・11.7 時間）。医学基礎と教養科目の一環。東
洋医学の全般的解説。春季と秋季同様講義をおこ
なう。
（臨床実習）第六学年の希望者に東洋医学の基
本的診察方法につき、３～４週間程度の外来実習。
２．卒後教育－前期研修医教育では、２年目の
希望者に一～三ヶ月の研修を行う。東洋医学的診
察方法と基本的エキス剤の使い方につき研修す
る。後期研修医（レジデント）教育は５年間であり、
東洋医学専門医の育成を目的とする。
３．大学院と博士号取得。東邦大学の大学院規
定に基づき博士号を取得するができる。
〔薬学部〕4 年生を対象として臨床漢方治療学
（14 コマ・16.4 時間）を講義している。
【研 究】
東洋医学的観点に基づく、より臨床に根ざした
研究を方針としている。成果は下記の業績の如き
である。
◇留学生の動向
現在留学生はいない。留学生の受け入れは東邦
大学の規定に基づく。
◇受 賞
なし
◇業 績
【論 文】
1） 三浦於菟：漢方方剤命名のいわれ-1-1. 安
中散 2. 逍遥散. 東静漢方研究室. 32（1）．1 ～ 3.
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2） 三浦於菟：済世医録11・白虎加人参湯の頭痛.
東静漢方研究室. 32（1）．2009
3） 三浦於菟：済世医録12・防已黄耆湯の症例─
人は見かけによらぬものなのか─. 東静漢方研
究室. 32（1）
．7 ～ 9.  2009
4） 田中耕一郎, 三浦於菟：頭部の諸症状とうつ
症状に半夏白朮天麻湯が有効であった2例. 漢
方研究. 4 ～ 6. 2009
5） 伊藤隆, 渡辺賢治, 池内隆夫, 石毛敦, 小曽戸
洋, 崎山武志, 田原英一, 三浦於菟, 関矢信康, 及
川哲朗, 木村容子：東洋医学論文をいかに書く
べきか？─日本東洋医学会雑誌編集委員会の議
論より─. 日東医誌. 60（2）．195 ～ 201. 2009
6） 三浦於菟, 河野吉成, 板倉英俊, 田中耕一郎,
植松海雲, 水野真一, 吉田和裕, 桑名一央, 塚田
心平, 土屋喬, 福島厚, 齊藤輝夫：五積散・白虎
加人参湯・苓姜朮甘湯の三種エキス剤同時使
用が有効であった上熱下冷の一例. 漢方の臨床.
56（3）
．463-470. 2009
7） 三浦於菟：漢方方剤命名のいわれ-1-3 帰脾
湯・4啓脾湯. 東静漢方研究室. 32（2）．2009
8） 三浦於菟：済世医録13. 加味帰脾湯の症例. 東
静漢方研究室. 32（2）．5 ～ 9. 2009
9） 三浦於菟：呼吸器の漢方治療─風邪と花粉症
を中心として─. 福岡医師漢方研究会. 30（4）．
1 ～ 18. 2009
10）三 浦 於 菟： 睡 眠 障 害. 治 療. 91（6）．1688 ～
1690. 2009
11）安達英夫, 河野吉成, 田中耕一郎, 橋口玲子,
橋口亮, 三浦於菟：肝陽上亢, 肝火上炎の症状に
対する竜胆瀉肝湯の効果─特にうつ状態におけ
る身体症状, 及び湿熱を伴う皮膚症状を中心に
─. 漢方研究. 5号. 12 ～ 20. 2009
12）三浦於菟：済生医録15. 不眠の症例. 東静漢方
研究室. 32（4）．53 ～ 55. 2009
13）三浦於菟, 河野吉成, 板倉英俊, 植松海雲, 水
野真一, 吉田和裕, 桑名一央, 塚田心平, 土屋喬,
福島厚, 齊藤輝夫：越鞠丸の適応病態に関する
一考察. 漢方の臨床. 56（8）．1331 ～ 1344. 2009
14）田中耕一郎, 三浦於菟：西遊記と東洋医学
（上）
．漢方の臨床. 56（9）．1567 ～ 1567. 2009
15）三浦於菟：漢方方剤命名のいわれ-3-5. 四逆
散・当帰四逆加呉茱萸生姜湯・四逆湯. 東静漢
方研究室. 32（5）．5 ～ 40. 2009
16）三浦於菟：抑肝散加減で頭痛が軽減した症例.
東静漢方研究室. 32（5）．41 ～ 43. 2009
17）三浦於菟：風熱感冒は風温証か？─風熱感冒
と温病風温の類似性の文献学的考察─. 漢方の
臨床. 56（11）．1872 ～ 1878. 2009

18）田中耕一郎, 三浦於菟：西遊記と東洋医学
（下）．漢方の臨床. 56（11）．1943 ～ 1949. 2009
19）三浦於菟：済世医録17. 咳嗽に麻杏甘石湯合
麦門冬湯の症例. 東静漢方研究室. 32（6）．19-21.
2009
【著 作】
1）（監修・共著）三浦於菟：
『漢方生薬実用事典』．
p527. 産調出版株式会社. 2009
【学会発表】
（特別講演、教育講演）
1） 三浦於菟：皮膚科領域の東洋医学的考え方.
第73回 日 本 皮 膚 科 学 会 東 京 支 部 会 学 術 大 会.
2009. 2月
2） 三浦於菟：泌尿器における漢方治療の考え方
と実際. 第91回千葉泌尿器科集談会・第43回千
葉県医師会泌尿器科医会学術集会. 2009. 6月
（一般演題）
1） 吉田和裕, 河野吉成, 橋口亮, 三浦於菟：皮膚
科領域における鍼灸治療の実際. 第72回日本皮
膚科学会東京支部会学術大会. 2009. 2月
2） 三浦於菟, 河野吉成, 田中耕一郎, 板倉英俊,
植松海雲, 水野真一, 杉本元信：感冒初期頻用漢
方方剤の相異について─葛根湯（風寒感冒）と
銀翹散（風熱感冒） の検討─. 第17回日本総合
診療医学会学術集会. 2009. 2月
3） 植松海雲, 水野真一, 河野吉成, 田中耕一郎,
板倉英俊, 三浦於菟：気候に応じた漢方薬の使
い分けが有効であった慢性頭痛の一例. 第17回
日本総合診療医学会学術集会. 2009. 2月
3） 河野吉成, 水野真一, 田中耕一郎, 板倉英俊,
植松海雲, 名波牧江, 三浦於菟：「頭痛」を主訴
とした頭皮痒痛に竜胆瀉肝湯が奏功した一例.
第17回日本総合診療医学会学術集会. 2009. 2月
4） 三浦於菟, 水野真一, 河野吉成, 田中耕一郎,
板倉英俊, 植松海雲, 桑名一央, 吉田和裕, 土屋
喬, 橋口亮, 齊藤輝夫, 小菅孝明, 沢田克彦：感
冒罹患初期の東洋医学的病態の統計的検討. 第
60回日本東洋医学会学術総会. 2009. 6月
5） 植松海雲, 水野真一, 河野吉成, 田中耕一郎,
板倉英俊, 桑名一央, 吉田和裕, 土屋喬, 橋口亮,
齊藤輝夫, 三浦於菟：熱証の梅核気の経験. 第60
回日本東洋医学会学術総会. 2009. 6月
6） 河野吉成, 水野真一, 田中耕一郎, 板倉英俊,
植松海雲, 桑名一央, 吉田和裕, 土屋喬, 橋口亮,
齊藤輝夫, 三浦於菟：麻杏甘石湯が奏功した慢
性蕁麻疹の2例. 第60回日本東洋医学会学術総
会. 2009. 6月
7） 田中耕一郎, 水野真一, 板倉英俊, 河野吉成,
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植松海雲, 桑名一央, 吉田和裕, 土屋喬, 橋口亮,
齊藤輝夫, 三浦於菟：尋常性痤瘡に対し清心蓮
子飲合桂枝加竜骨牡蛎湯が著効した一例. 第60
回日本東洋医学会学術総会. 2009. 6月
8） 吉田和裕, 田中耕一郎, 水野真一, 板倉英俊,
河野吉成, 植松海雲, 土屋喬, 橋口亮, 齊藤輝夫,
三浦於菟：四肢の異常感覚に対し鍼治療と漢方
薬の併用による早期治効した一例. 第60回日本
東洋医学会学術総会. 2009. 6月
9） 板倉英俊, 田中耕一郎, 水野真一, 河野吉成,
吉田和裕, 植松海雲, 土屋喬, 橋口亮, 齊藤輝夫,
三浦於菟：再発性腸閉塞に対して当帰湯合麻子
仁丸が著効した症例. 第60回日本東洋医学会学
術総会. 2009. 6月
10）水野真一, 板倉英俊, 田中耕一郎, 河野吉成,
吉田和裕, 植松海雲, 土屋喬, 橋口亮, 齊藤輝夫,
三浦於菟：仮性三叉神経痛に辛夷清肺湯が著
効した一例. 第60回日本東洋医学会学術総会.
2009. 6月
11）三浦於菟, 水野真一, 河野吉成, 田中耕一郎,
板倉英俊, 植松海雲, 奈良和彦, 桑名一央, 吉田
和裕, 土屋喬, 橋口亮, 齊藤輝夫, 小菅孝明：漢
方方剤の誤用2例. 日本東洋医学会第66回関東
甲信越支部学術総会. 2009. 9月
12）河野吉成, 水野真一, 田中耕一郎, 板倉英俊,
植松海雲, 桑名一央, 吉田和裕, 土屋喬, 橋口亮,
齊藤輝夫, 三浦於菟：うつ病に伴う諸症状に対
し, 啓脾湯加薏苡仁が奏功した一例. 日本東洋
医学会第66回関東甲信越支部学術総会. 2009. 9
月
13）吉田和裕, 河野吉成, 水野真一, 田中耕一郎,
板倉英俊, 植松海雲, 桑名一央, 土屋喬, 橋口亮,
齊藤輝夫, 三浦於菟：針灸治療が奏功した円形
脱毛症の2例. 日本東洋医学会第66回関東甲信
越支部学術総会. 2009. 9月
14）植松海雲, 河野吉成, 水野真一, 田中耕一郎,
板倉英俊, 桑名一央, 吉田和裕, 土屋喬, 橋口亮,
齊藤輝夫, 小菅孝明, 三浦於菟：クローン病術後
の倦怠感をはじめとする諸症状に漢方治療が奏
功した一例. 日本東洋医学会第66回関東甲信越
支部学術総会. 2009. 9月
15）水野真一, 植松海雲, 河野吉成, 田中耕一郎,
板倉英俊, 桑名一央, 吉田和裕, 土屋喬, 橋口亮,
齊藤輝夫, 三浦於菟：四肢冷感・耳閉感に対し
四逆散が奏功した一例. 日本東洋医学会第66回
関東甲信越支部学術総会. 2009. 9月
16）鄭一, 田中耕一郎, 河野吉成, 板倉英俊, 齊藤
輝夫, 三浦於菟：柴胡清肝湯が有効であった睡
眠時無呼吸症候群の一例（第2報）
．日本東洋医
学会第66回関東甲信越支部学術総会. 2009. 9月

17）奈良和彦, 水野真一, 植松海雲, 河野吉成, 田
中耕一郎, 板倉英俊, 桑名一央, 吉田和裕, 土屋
喬, 橋口亮, 齊藤輝夫, 三浦於菟：蕁麻疹に桂枝
加黄耆湯が奏功した一例. 日本東洋医学会第66
回関東甲信越支部学術総会. 2009. 9月
18）田中耕一郎, 奈良和彦, 水野真一, 植松海雲,
河野吉成, 板倉英俊, 桑名一央, 吉田和裕, 土屋
喬, 橋口亮, 齊藤輝夫, 三浦於菟：関節リウマチ
の症状コントロールに女神散が奏功した症例.
日本東洋医学会第66回関東甲信越支部学術総
会. 2009. 9月
◇普及・啓蒙活動
実践東洋医学講座─年 8 回。（内容）①原典よ
りみた漢方方剤解説、②生薬よりみた漢方方剤解
説、③特別臨床講義、④鍼灸の基礎と応用、⑤基
本症例カンファレンス、⑥応用症例カンファレン
ス
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