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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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。

◇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。今年度は基礎研究においては、呉茱萸に含
有されるレトシニンが糖尿病合併症の治療に有効
である可能性について、ベルベリンが虚血による
脳神経障害に保護的に作用することについてそれ
ぞれ報告した。また、新たなメタボリックシンド
ローム・非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）
モデル動物の開発を行った。また臨床研究におい
ては、
「脈の弱い」ことが冬期の上気道感染発症
の危険因子と考えられること、瘀血は線維筋痛症
の病態と治療を考える上で重要な症候であること
を明らかにした。
◇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22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

◇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
1）後藤博三, 寺澤捷年：漢方薬．「治療薬UP─TO
─DATE 2009」矢崎義雄監修, 841─850, メディ
カルレビュー社, 大阪, 2009．
◇原 著
1）Kato A., Yasuko H., Goto H., Hollinshead
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J., Nash RJ., Adachi I.：Inhibitory effect of
rhetsinine isolated from Evodia rutaecarpa on
aldose reductase activity. Phytomedicine., 16：
258─261, 2009.
2）Masaki Y., Dong L., Kurose N., Kitagawa K.,
Morikawa Y., Yamamoto M., Takahashi H.,
Shinomura Y., Imai K., Saeki T., Azumi A.,
Nakada S., Sugiyama E., Matsui S., Origuchi T.,
Nishiyama S., Nishimori I., Nojima T., Yamada
K., Kawano M., Zen Y., Kaneko M., Miyazaki
K., Tsubota K., Eguchi K., Tomoda K., Sawaki
T., Kawanami T., Tanaka M., Fukushima
T., Sugai S., Umehara H.：Proposal for a
new clinical entity, IgG4 ─ positive multiorgan
lymphoproliferative syndrome：analysis of 64
cases of IgG4─related disorders. Ann. Rheum.
Dis., 68：1310─1315, 2009.
3）Cui HS., Matsumoto K., Murakami Y.,
Hori H., Zhao Q., Obi R.：Berberine exerts
neuroprotective actions against in vitro
ischemia ─ induced neuronal cell damage in
organotypic hippocampal slice cultures：
involvement of B ─ cell lymphoma 2
phosphorylation suppression. Biol. Pharm. Bull.,
32：79─85, 2009.
4）Sasaki Y., Suzuki W., Shimada T., Iizuka
S., Nakamura S., Nagata M., Fujimoto M.,
Tsuneyama K., Hokao R., Miyamoto K.,
Aburada M.：Dose dependent development
of diabetes mellitus and non ─ alcoholic
steatohepatitis in monosodium glutamate ─
induced obese mice. Life Sci., 85：490 ─ 498,
2009.
5）古谷陽一, 折笠秀樹, 山本 樹, 中田真司, 岡
洋志, 渡辺哲郎, 引網宏彰, 嶋田 豊：冬季の上
気道感染発症を予測できるか？ 気虚に基づ
く診断モデルの提案．漢方の臨床, 56：99─106,
2009．
6）藤永 洋, 高橋宏三, 嶋田 豊：線維筋痛症は
和漢診療学では瘀血病態を呈する．臨床リウマ
チ, 21：146─150, 2009．
◇症例報告
1）伊藤 隆, 仙田晶子, 山本佳乃子, 斉藤康栄, 鏡
味 勝, 青柳晴彦, 蓮田昌夫, 中原 朗：薯蕷丸
が食欲と全身状態の維持に有用であった末期肺
癌の一例．日本東洋医学雑誌, 60：87─92, 2009.
2）柴原直利, 八木清貴, 関矢信康, 小尾龍右, 引網
宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊：苓姜朮甘湯が有効
であった尿失禁の3例．日本東洋医学雑誌, 60：

545─550, 2009.
3）木村真梨, 柴原直利, 津田昌樹, 永田 豊, 藤本
誠, 小尾龍右, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊：
鍼灸治療が奏功した水球選手の2例．日本東洋
医学雑誌, 60：623─628, 2009．
4）引網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊：発
熱を繰り返す膿胸・癌性胸膜炎に人参養栄湯（聖
済総録）が有効であった1例．漢方の臨床, 56：
129─135, 2009.
5）柴原直利, 関矢信康, 平崎能郎, 小尾龍右, 岡
洋志, 永田 豊, 引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊：
治喘一方（東郭）が奏効した気管支喘息の2症例．
漢方の臨床, 56：1127─1133, 2009.
6）引網宏彰, 関矢信康, 藤本 誠, 後藤博三, 柴原
直利, 嶋田 豊：発汗過多を伴う抑鬱患者に龍
骨湯が奏効した3症例．漢方の臨床, 56：1309─
1316, 2009.
7）山本佳乃子, 織田 聡, 永田 豊, 小尾龍右, 引
網宏彰, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊：糖尿病
患者にみられた左季肋部痛, 便秘に柴胡疎肝湯
が有効であった一例．漢方の臨床, 56：1317─
1322, 2009.
8）野上達也, 南澤 潔, 引網宏彰, 嶋田 豊：随証
治療が奏効している骨髄異形成症候群の一例．
漢方の臨床, 56：1711─1715, 2009.
9）小尾龍右, 藤本 誠, 永田 豊, 村井政史, 嶋田
豊, 林 伸一, 田中三千雄：Cowden病に合併し
た enteric muco ─ submucosal elongated polyp
の 1 例．ENDOSCOPIC FORUM for digestive
disease, 25：127─132, 2009.
◇総 説
1）後藤博三：高齢者医療に於ける漢方の効果と
その検証 脳血管障害後遺症患者の機能低下と
自立度低下に対する当帰芍薬散の効果．日本東
洋医学雑誌, 60：266─270, 2009.
2）引網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊：総合医に必要
な漢方の知識．common diseaseに対する漢方
治療, 総合医に必要な漢方の基礎知識, 総合医
に必要な漢方の問診．診断と治療, 97：1515─
1519, 2009.
3）後藤博三, 引網宏彰, 嶋田 豊：総合医に必要
な漢方の知識．common diseaseに対する漢方
治療, 症状・症候に対する漢方治療, しびれ・神
経痛．診断と治療, 97：1545─1550, 2009.
4）後藤博三, 嶋田 豊：漢方薬の科学的アプロー
チ．科学的に検証する漢方薬のエビデンス．高
血圧と釣藤散．薬局, 60：3639─3642, 2009.
5）野上達也：肩こりを解きほぐす．東洋医学的
アプローチ．JIM, 19：277, 2009.
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◇学会報告
1）Shimada Y.：Present trends and future
prospects of traditional medicine education
in medical schools in Japan. The Symposium
for the 60th Anniversary of the Foundation
of Kyung Hee University and the 20th
Anniversary of the Designation of the East ─
West Medical Research Institute as the WHO
Collaborating Centre for Traditional Medicine．
2009, 4, 18, Korea.（Invited lecture）
2）深谷 良, 王子 剛, 海老澤茂, 千々岩武陽, 大
川原健, 鏡味 勝, 斎藤康栄, 伊藤 隆：高カリ
ウム血症治療後にWernicke脳症を発症した1
例．第560回日本内科学会関東地方会, 2009, 2, 7,
東京.
3）野上達也：総合医に求められる漢方．平成20
年度日本東洋医学会関西支部専門医制度委員会
三県合同教育講演会, 2009, 2, 15, 京都.（招待講
演）

4）松井祥子, 杉山英二, 多喜博文, 篠田晃一郎, 朴
木博幸, 小川玲奈, 戸邉一之, 関 英子, 長田龍
介, 松下 功, 木村友厚, 引網宏彰：関節リウマ
チの肺病変におけるKL─6の有用性．第53回日
本リウマチ学会総会・学術集会, 2009, 4, 23─26,
東京.
5）正木康史, 黒瀬望, 北川和子, 山本元久, 高橋裕
樹, 川野充弘, 佐伯敬子, 松井祥子, 安積 淳, 中
田真司, 折口智樹, 西山 進, 西森 功, 菅井
進, 坪田一男, 江口勝美, 住田孝之, 梅原久範：
IgG4関連疾患75例のIgG4+MOLPSに対する臨
床病理学的検討とIgG4関連Mikulicz病診断基
準．第53回日本リウマチ学会総会・学術集会,
2009, 4, 23─26, 東京.
6）常山幸一, 藤本 誠, 野本一博, 高橋博之, 林
伸一, 三輪重治, 高野康雄：自然発症肥満・糖尿
病モデル（TSOD）マウスの肝病変. NAFLD/
NASHモデルとしての有用性．第98回日本病理
学会総会, 2009, 5, 1─3, 京都.
7）高橋博之, 中嶋隆彦, 藤本 誠, 三輪重治, 野本
一博, 林 伸一, 常山幸一, 高野康雄：鋸歯状ポ
リープ−腺癌経路を示唆する癌と臨床病理学的
事項の関係の検討．第98回日本病理学会総会,
2009, 5, 1─3, 京都.
8）常山幸一, 藤本 誠, 吉川典孝：メタボリック
症候群関連脂肪性肝炎モデルマウス（MSGマウ
ス）におけるスピルリナの疾患予防効果．第63
回日本栄養・食糧学会大会, 2009, 5, 20─22, 長崎.
9）後藤博三：脳血管障害後遺症患者に対する当
帰芍藥散の効果．第9回日本抗加齢医学会総会,
2009, 5, 28─29, 東京.（招待講演）

10）山形由紀, 立野 豊, 八木清貴, 菅野俊輔, 南
澤 潔：逆子の鍼灸治療の一般化に向けて.
となみプロトコール．第58回全日本鍼灸学会学
術大会埼玉大会．2009, 06, 12─14, 埼玉.
11）菅野俊輔, 山形由紀, 立野 豊, 八木清貴, 南
澤 潔：鍼灸師卒後臨床研修制度の試み（第2
報）．修了生の立場から．第58回全日本鍼灸学
会学術大会埼玉大会．2009, 06, 12─14, 埼玉.
12）立野 豊, 菅野俊輔, 山形由紀, 八木清貴, 南澤
潔：当科における鍼灸院との連携の試み．第58
回全日本鍼灸学会学術大会埼玉大会．2009, 06,
12─14, 埼玉.
13）岩永 淳, 田原英一, 大田静香, 村井政史, 矢野
博美, 中村佳子, 犬塚 央, 木村豪雄, 三潴忠道：
少量投与により効果があった5症例．第60回日
本東洋医学会学術総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
14）野上達也, 岡 洋志, 小尾龍右, 引網宏彰, 後
藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊：保護者に対する漢
方治療が児に奏効した3例．第60回日本東洋医
学会学術総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
15）犬塚 央, 田原英一, 矢野博美, 岩永 淳, 村
井政史, 大田静香, 中村佳子, 木村豪雄, 三潴忠
道：発熱に大承気湯が奏効した3例．第60回日
本東洋医学会学術総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
16）矢野博美, 久保田正樹, 貝沼茂三郎, 村井政史,
大田静香, 岩永 淳, 中村佳子, 犬塚 央, 田原
英一, 三潴忠道：通脈四逆湯と赤丸料の併用2有
効例と服用の先後について．第60回日本東洋医
学会学術総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
17）木村豪雄, 村井政史, 田原英一, 三潴忠道：脈
が虚した場合は温補剤でrescueすべきである．
第60回日本東洋医学会学術総会, 2009, 6, 19─21,
東京.
18）南澤 潔, 八木清貴：イレウスの漢方治療.
準急性期から慢性期管理まで．第60回日本東洋
医学会学術総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
19）千々岩武陽, 伊藤 隆, 仙田晶子, 大川原健,
海老澤茂, 深谷 良, 王子 剛：桂枝加桂湯が奏
効した奔豚気病の2症例．第60回日本東洋医学
会学術総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
20）中村佳子, 大田静香, 村井政史, 岩永 淳, 矢
野博美, 犬塚 央, 田原英一, 三潴忠道, 木村豪
雄, 久保田正樹：通脈四逆湯証・茯苓四逆湯証・
赤丸証における心理状態の検討. 身体が冷え
ると心も冷える?．第60回日本東洋医学会学術
総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
21）伊藤 隆, 千々岩武陽, 深谷 良, 王子 剛,
海老澤茂, 大川原健, 仙田晶子：甘逐含有方剤の
臨床効果の検討．第60回日本東洋医学会学術総
会, 2009, 6, 19─21, 東京.
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22）引網宏彰, 永田 豊, 山本佳乃子, 野上達也,
藤本 誠, 後藤博三, 柴原直利, 嶋田 豊：成人
型アトピー性皮膚炎に対する和漢食（玄米菜食）
の効果．第60回日本東洋医学会学術総会, 2009,
6, 19─21, 東京.
23）後藤博三, 引網宏彰, 小尾龍右, 永田 豊, 渡
辺哲郎, 織田 聡, 柴原直利, 嶋田 豊：視床痛
に対する和漢薬治療の試み．第60回日本東洋医
学会学術総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
24）田原英一, 犬塚 央, 矢野博美, 中村佳子, 大
田静香, 村井政史, 岩永 淳, 木村豪雄, 三潴忠
道：芍薬甘草湯が無効で疎経活血湯が奏効した
こむら返りの4例．第60回日本東洋医学会学術
総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
25）村井政史, 矢野博美, 大田静香, 岩永 淳, 中
村佳子, 犬塚 央, 田原英一, 三潴忠道：通脈四
逆湯の附子を烏頭に変更して改善した2例．第
60回日本東洋医学会学術総会, 2009, 6, 19─21,
東京.
26）古谷陽一, 渡辺哲郎, 永田 豊, 小尾龍右, 引
網宏彰, 嶋田 豊：冷え症の縦断研究．冷えに
先行する症状及び体格の検討．第60回日本東洋
医学会学術総会, 2009, 6, 19─21, 東京.
27）柴原直利, 関矢信康, 井上博喜, 小尾龍右, 引
網宏彰, 後藤博三, 嶋田 豊, 寺澤捷年：芎帰調
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