日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野
1．本教室の沿革
当講座は，平成 12 年 1 月より株式会社ツムラ
による特別寄附講座・日本大学医学部東洋医学講
座として医学部キャンパスの臨床教育棟 5 階に開
設された．同年 4 月より，科長以下 3 人の常勤医
師により附属板橋病院 2 階で東洋医学科外来診療
を開始した．東洋医学科外来には，診療用ブース
は 2 つあり，2 診体制で診療を行っている．
平成 5 年より付属練馬光が丘病院東洋医学外来
において，練馬区の招請により中国人の中医学医
師による診療（月曜日・水曜日・金曜日の午後のみ）
が行われていた．練馬区の中国人医師の招聘中止
により，平成 15 年を 2 月よりその診療を当教室
が引き継ぎ，診療を行っている．
平成 18 年 8 月より，常勤医師は助手として日
本大学教員になった。
平成 19 年 4 月より，学内の組織改編により内
科学系統合和漢医薬学分野ととなり，8 月より矢
久保修嗣が准教授に就任し，12 月より分野主任
となった．
平成 21 年 5 月には，木下優子が緩和ケア室室
長となり，緩和ケアも行っている．
2．人員の構成
平成 20 年 12 月 31 日における，教室の人員は
以下のようになっている．（そのポジションにおけ
る就業開始〜）
（H19年8月〜）
准教授・科長 矢久保修嗣
（H21
助教・外来医長，緩和ケア室室長 木下優子
年5月〜）
（H21年6月〜）
助手・常勤医師 上田ゆき子
（H19年10月〜）
兼任講師 室賀一宏
（H21年5月〜）
兼任講師 浜野公成
（H19年10月〜）
兼任講師 新見正則
（H18年4月〜）
臨時職員・非常勤医師 横瀬友好
（H17年3月〜）
臨時職員・非常勤医師 小泉久仁弥
（H17年4月〜）
臨時職員・非常勤医師 種倉直道
（H20年3月〜）
臨時職員・非常勤医師 安藝竜彦
（H21年5月〜）
臨時職員・非常勤医師 山根理子
（H19年9月〜）
研究医員 奥平智之
（H19年9月〜）
研究医員 山口千枝
（H19年9月〜）
研究医員 丸山 綾
（H19年9月〜）
研究医員 加瀬幸子
（H19年10月〜）
研究医員 田中 均
（H20年6月〜）
医 療 員 内山知子

3．診療について
（1）外来診療について〜板橋病院と練馬光が丘病
院
月曜日〜金曜日の午前・午後，土曜日午前（7
〜 8 月は病院が土曜日休診）
，附属板橋病院東洋医
学科外来において，2 つの診察ブースを使って 2
人の医師による診療を行っている．漢方薬による
治療はエキス剤を中心に行っている．生薬による
漢方治療の患者も増加してきている．
前述のように，平成 15 年を 2 月より，付属練
馬光が丘病院の東洋医学外来でも診療を行ってい
る．現在は，同病院では水・金曜日の午後に，1
つの診察ブースを使って行っている．
（2）病棟診療について〜板橋病院
悪性腫瘍患者の疼痛管理を行う緩和ケアチー
ムで，病棟における悪性腫瘍患者の疼痛軽減や
ADL 向上などに対して，モルヒネ製剤ばかりで
なく漢方薬による治療を行っている．
また，患者の栄養状態を改善させる栄養サポー
トチームでも，栄養状態の悪化した患者の摂食量
改善のために漢方薬を役立てている．
4．教育について
（1）卒前教育
当教室発足後の平成 13 年度より，6 年生を対
象とした『医学医療総論』において，系統的な漢
方医学の講義（5 コマ） を行ってきた．昨年度よ
り後述するように 4 年生で系統的な漢方医学の講
義を行うことになった．本学の漢方医学教育シス
テムは以下の通りである．
（1）本学 1 年生を対象とした『医学序論』におい
て “ 東洋医学の現状と将来 ”（1 コマ）がある．漢
方医学も含めた東洋医学に関して，その内容や臨
床的意義を紹介している．
（2）本学 3 年生では『消化器・腹壁・腹膜（肝胆膵）
領域』のユニットで “ 消化器疾患 ” に関して 2 コ
マ．これに加えて，『腎・泌尿器・生殖器疾患領域』
でも “ 腎・泌尿器疾患，女性にみられる疾患 ” に
関して 3 コマの授業を行っている．この授業につ
いてはユニット終了時に試験を行っている．
（3）昨年から 4 年生の社会医学系『生活環境・職
業と疾患領域』のユニットに，“ 漢方医学 ” とし
てまとまった 8 コマの授業を行うようになった．
これに加えて本年度より “ 漢方医学実習 ” を 2 コ
マ行うことになった．この時間が系統的な漢方医
学の時間となる．これもユニット終了時に試験を
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行っている．
（4）本学 6 年生には必修の『医学・医療総論』の
ユニットに “ 漢方医学 ”（4 コマ）がある．鍼灸な
どの講義を行ってきた．ユニット終了後の試験が
ある．
このほか，
『自由選択学習』がある．学生が自
由に選択するもので，医局や外来で，連日 7 週間
にわたりそれぞれの学習を行うものである．私た
ちの漢方医学コースの定員は 4 名である．
（2）卒後教育
平成 17 年度には，初めての研修希望医師を受
け入れ，3 ヶ月間ではあったが外来に於ける漢方
診療の臨床を指導した．
現在，院内の研修希望医師に対して個別に漢方
診療に対する指導を行っている．この他，症例検
討や古典などの抄読会や参加を計画している．
また，総合内科主催のモーニングセミナーにお
いても，初期研修医を対象として実践的な漢方治
療に対する指導を行っている．初期研修医に対し
ては希望があれば，東洋医学科外来における漢方
診療の教育が行われるようになっている．
日本東洋医学会は厚生労働省より専門医資格認
定団体として認可され，平成 17 年 8 月 9 日より，
日本東洋医学会認定漢方専門医の標榜が可能と
なった．専門医受験資格には 3 年間の研修が義務
づけられており、当教室も日本東洋医学会より、
平成 18 年 3 月に研修施設認定を取得した．現在，
受験資格取得希望者に対して研修を行っている．
この結果，平成 21 年には，当教室より 4 名の認
定漢方専門医が誕生した．

（2）漢方医学的病態解析による漢方治療の適応拡
大をする
現代医学でも治療困難な臨床的な問題に対し
て，漢方医学的治療による臨床的有用性を明らか
にし Evidence となるような検討を行うことを最
重要点項目として考えている．そのために，漢方
治療が有用であった症例を検討している．
子宮筋腫を伴う月経困難症に対する駆瘀血剤の
投与例，SSRI に新規抗精神薬を併用して生じた
嘔気に対する六君子湯の投与例，統合失調症後の
抑うつ症状に対する大紫胡湯の投与例，オランザ
ピンに伴う体重増加に対する防風通聖散の投与
例，緩和ケアにおける漢方治療などをまとめた．
これに加えて，酸棗仁湯，六君子湯，黄連解毒
湯，半夏厚朴湯，半夏瀉心湯，麻黄湯，桃核承気
湯，茯苓飲合半夏厚朴湯，当帰四逆加呉朱萸生姜
湯加附子，防風通聖散，当帰芍薬散などの使用に
関する発表を行った．
また，慢性疲労症候郡類似の症状のある慢性 Q
熱などに対する治療における漢方薬の果たす役割
などに対する検討も行っている．
（3）漢方医学的病態に対する現代医学的検査によ
る新しい診断や，漢方薬の薬効評価を現代医学
的検査により行う
腹証と自律神経系との関連についての研究を行
い，交感神経機能亢進と腹診所見との関連を発表
した．
（4）漢方薬の基礎医学的検討
日本大学総合研究の一つとして日本大学薬学部
生薬学ユニットと共同で，血管内皮前駆細胞に関
する研究を行っている．

5．研究について
（1）漢方医学の診断学教育に関する研究
我々は新しい表現や考え方をとりいれて医師・
医学部学生にも理解が可能なような漢方医学教育
を行いたいと考えている．漢方医学教育は大学医
学部で開始されたばかりであり，効率よい漢方医
学教育のカリキュラムを検討している．また，漢
方医学教育を充実させるために漢方医学教育用シ
ミュレータの開発を行っている．腹診シミュレー
タはすでに開発を行い日大産学（Nubic） より特
許出願を行った．医師を対象とした講演会におけ
る腹診教育用シミュレータの使用経験などをまと
め，シミュレータを使用した講演に対して参加者
からは，有用であるとの評価をえた．また，漢方
医学教育担当者による腹診シミュレータの感想を
まとめた．これに関して第 33 回「漢方研究」イ
スクラ奨励賞を受賞した．脈診シミュレータは，
日大理工学部と共同研究を行っている．

6．原著論文，総説，症例報告，著書など
（1）矢久保修嗣, 木下優子：代替医療を知ろう⑥
漢方医学「伝統のオーダーメイド医療」，臨牀
看護2, 227-232, 2009．
（2）矢久保修嗣, 木下優子, 太田浩：漢方医学的腹
診学習用シミュレータに対する学習者の評価,
医学教育40, 55-60, 2009．
（3）田中均, 矢久保修嗣, 木下優子, 丸山綾, 山根
理子, 横瀬友好, 小泉久仁弥, 佐藤友美, 馬場洋
介, 渡辺尚：子宮筋腫を伴う月経困難症に対し
て駆瘀血剤の変更を要した1例, 産婦人科 漢方
研究のあゆみ 26, 119-122, 2009．
（4）奥平智之, 矢久保修嗣, 木下優子, 安藝竜彦, 種
倉直道, 小泉久仁弥, 田中均, 山根理子, 公成, 加
瀬幸子, 岩原千絵, 青木浩義, 大野篤志, 佐久間
将之, 芝恵美子, 芹澤秀和, 高井良昌, 竹野良平,
根本安人, 若槻昌子：SSRIに新規抗精神薬を併
用して生じた嘔気に対して六君子湯が奏功した
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難治性うつ病の1例, 消化器心身医学16，135138. 2009．
（5）奥平智之：レビー小体型認知症と薬剤過敏症,
埼玉県醫師会誌 709, 39-42,
（6）奥平智之, 矢久保修嗣, 木下優子, 安藝竜彦,
種倉直道, 小泉久仁弥, 平地治美, 根本安人：統
合失調症後の抑うつ症状（PSD）に大紫胡湯が
奏功した1例, 漢方医学, P.359, 2009.
（7）奥平智之, 矢久保修嗣, 木下優子, 安藝竜彦,
種倉直道, 小泉久仁弥, 芹澤秀和, 根本安人：オ
ランザピンに伴う大樹増加に防風通聖散が有
効であった統合失調症の1例, 伝統医学 12, P36,
2009．
（8）Qi Zhang, Daiki Iwami, Osamu Aramaki,
Shuji Yakubo, Ko Nishimura, Atsusi Ishige,
Kenji Watanabe, Kenjiro Matsuno, Nozomu
Shirasugi, and Masanori Niimi：Prolonged
S u r v i v a l o f F u lly M is m a t c h e d C a r d i a c
Allografts and Generation of Regulatory Cells
by Sairei-to, a Japanese Herbal Medicine,
Transplantation 87, 1787-1791, 2009．
（9）Shuji YAKUBO, Yuko KINOSHITA, Yukiko
UEDA, Masanori NIIMI, and HiroshiOTA：
Evaluation by Kampo medical faculty of a
simulator for teaching abdominal palpation,
Journal of Traditional Medicines 26, 104-109,
2009
（10）安藝竜彦, 石風呂素子, 周布多英子, 藤田智子,
木下優子, 村上正人, 矢久保修嗣：悪性リンパ
腫患者における原因不明の消化管出血に対して
田七人参末が著効した１症例, 板橋区医師会誌
2008, 13, 376-377, 2009
（11）木下優子, 矢久保修嗣：総説 緩和ケアにお
ける漢方治療, 日本気管食道科学会会報（日気
食会報）60, 379-383, 2009．
（12）阿倍誠治, 安藤祥子, 石風呂素子, 大崎健三郎,
大柄根いづみ, 大西秀樹, 鹿渡登史子, 木下優子,
櫛田和義, 黒子幸一, 斎藤真理, 坂井都美子, 白
土辰子, 高宮有介, 田仲曜, 張修子, 西田茂史, 荷
見千草, 畠山真弓, 濱田安岐子, 藤田智子, 水町
忠弘：臨床緩和ケア, 2009, 5. 株式会社 青海社
（13）根本幸夫, 根本安人：心が穏やかになる！イ
ライラしないで生きる本, 2009, 9. PHP研究所
（14）矢久保修嗣：症状からみる漢方 Ⅳ 2.胸部,
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）．168-172, 2009,
（15）矢久保修嗣：医者がすすめる専門病院 東京
都版 2009 ～ ’12, P.658, 2009, 1. 株式会社ライフ
企画
（16）矢久保修嗣：メタボリック症候群に対する

漢方治療, P&M Kampo 10（4），2-16, 2009．
（17）木下優子：緩和ケアでの茯苓飲, 中医臨床
30（3），86-87, 2009．
（18）木下優子：緩和ケアにおける漢方治療,エキ
スパートナース臨時増刊号，今いちばん新しい
がん治療・ケア実践ガイド, 174-177, 2009.
（19）矢久保修嗣，木下優子，上田ゆき子，新見正則，
室賀一宏，浜野公成，種倉直道，秋野由紀：日
本大学医学部における学生に対する系統的漢方
医学教育．漢方と最新治療 18, 257-265, 2009．
7．その他，著作，取材など
（1）木下優子：ウーマンヘルスフォーラム, 日経
WOMAN, 2009, 1, 1, 日経BP社
（2）木下優子：東西医学を融合させた緩和ケア, 活,
P.8, 2009, 1, 5.
（3）矢久保修嗣：健康歳時記 漢方で元気になろ
う, おとなりさん, 2009, 1, 10, P10, ケアサポー
トネットワーク新聞部
（4）矢久保修嗣：特集 かぜの漢方治療 その1「総
論：かぜの治療は何を目指すのか」，TSUMURA
Kampo Square, P.2-16, 2009, 1, 14．
（5）木下優子：植物の力と漢方薬, 朝日新聞, 2009,
2, 22, P28, 朝日新聞東京本社
（6）矢久保修嗣：特集 かぜの漢方治療 その2「か
ぜの初期タイプ別治療
（1）全身症状」，TUMURA
Kampo Square, 2009, 1, 28．
（7）木下優子：ウーマンヘルスフォーラム, 日経
ヘルス, P.118-119, 2009, 2, 1．
（8）木下優子：ウーマンヘルスフォーラム, 日経
ヘルス プルミエ, P.124-125, 2009, 2, 1, 日経BP
社
（9）上田ゆき子：ママはドクター 20「上田家の
味噌作り」，あさひかわ新聞, 2009, 2, 3, 北のま
ち新聞社
（10）矢久保修嗣：「日本漢方を世界へ」，活, P.8,
2009, 2, 5.
（11）矢久保修嗣：特集 かぜの漢方治療 その3「か
ぜの初期タイプ別治療（2）鼻炎・咽頭症状, 寒
気のかぜ」, TSUMURA Kampo Square, 2009, 2,
10
（12）木下優子：BS朝日「しあわせロハス」紙上トー
ク 植物の力と漢方薬, 朝日新聞, 22, 2009, 2, 22
（13）矢久保修嗣：特集 かぜの漢方治療 その4「蔓
延するかぜの漢方治療とかぜ予防への可能性」，
TSUMURA Kampo Square, 2009, 2, 25．
（14）木下優子：東洋医学で未病を治す, pumpkin,
P.20, 2009, 3. 潮出版
（15）上田ゆき子：ママはドクター 21「インフル
エンザと漢方薬」，あさひかわ新聞, 2009, 3, 3,
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北のまち新聞社
（16）木下優子：気になる不調を優しくお手あて
ミスティ保健室, MISTY, 2009, 4, 1, 実業之日本
社
（17）上田ゆき子：ママはドクター 22「舌は健康
のバロメーター」
，あさひかわ新聞, 2009, 4, 7,
北のまち新聞社
（18）上田ゆき子：ママはドクター 23「
「肝」に
は酸味が効く」，あさひかわ新聞, 2009, 5, 5, 北
のまち新聞社
（19）木下優子：漢方診療室２ コラボの時代, 読
売生活情報誌リエール, P.23, 2009, 6, 読売新聞
社
（20）上田ゆき子：ママはドクター 24「腎臓の助っ
人小豆」
，あさひかわ新聞, 2009, 6, 2, 北のまち
新聞社
（21）種倉直道：聴くだけで幸せ睡眠へと導く！
スピリチュアル気功CDブック, 2009, 6, 15, 主
婦と生活社
（22）上田ゆき子：ママはドクター 25「夏には梅
干しと紫蘇」，あさひかわ新聞, 2009, 7, 7, 北の
まち新聞社
（23）木下優子：連載 私の漢方診療日誌<123>,
TSUMURA Kampo Square, 2009, 7, 22, 株式会
社ツムラ
（24）木下優子：漢方診療室4「まだ大丈夫」は
「もう休もう」
，読売生活情報誌リエール, P.23,
2009, 8, 読売新聞社
（25）矢久保修嗣：漢方で夏を乗り切る！ くりにっ
く通信, 2009, 8, 医療法人社団悠翔会
（26）上田ゆき子：ママはドクター 26「
「二便」
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