東京慈恵会医科大学活動報告
◇概 略
平成 17 年度に、本学における漢方医学教育の
充実を目的に愛宕漢方医学研究会を発足させた。
この研究会には各科の責任者が参加し、教育機関
である大学としての漢方教育のあり方について、
大学や病院の組織を越えた検討の展開が期待でき
る体制をとっている。
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◇教育と臨床
愛宕漢方医学研究会では、漢方医学の啓発と漢
方医学教育を担う人材の育成を視野に入れ、①学
外から講師を招き学内外を対象とした研究会を年
２回、②学内医師・学生を対象とした勉強会を年
９回開催している。当院は日本東洋医学会専門医
制度研修指定施設に登録されているので、専門医
研修を意識した教育内容と頻度を心がけている。
2009 年の勉強会は、テキストを用い、エキス
剤を中心とした漢方薬の使い方について症状・疾
患別に解説した。継続して参加する熱心な者には、
症例発表などの機会を提供した。大学教育として
の漢方を意識しながら、学習者の要望になるべく
沿うよう今後も継続していく予定である。今後は
近隣の教育機関と連携し、幅広く深度に多様性を

持たせた学習や交流の機会を作りたい。また、看
護師から医療従事者向けの勉強会の開催を要望す
る声もあり、準備中である。
一方、臨床実地研修の場として、平成 18 年 11
月に総合診療部内に漢方専門外来を設置し、学内
外の研修者を受け入れている。漢方専門外来の
初診患者の受付は紹介患者に限定し、週３～４回
外来を開設している。しかし、患者や他科医師か
らの需要に応えきれず臨時枠を常設している状況
であり、専門外来担当医師の育成と組織化が急務
である。教育・研究機関でもある大学の診療にお
いては漢方薬を自由に選択できることが望ましい
が、まだ満足のいく体制にはなっていない。とは
いえ、保険適用品は生薬・エキス剤のいずれも
メーカーを問わなければほぼ処方可能であり、期
せずして現実的な臨床研修が行える利点になって
いる。ただし、院内処方薬に関しては院外処方薬
に比べて制約が大きいため、該当部署と調整中で
ある。
また、皮膚科やペインクリニックは独自に外来
に東洋医学治療を導入しているが、兼科依頼によ
り相互連携を増やし、治療効果を高めている。小
児科、慢性疾患、悪性腫瘍患者の治療相談も増加
している。今後は入院治療にも介入できるように
なる事が望ましいと考えている。
このような大学での現況を踏まえ、愛宕漢方医
学研究会が中心となり、学生から卒業生も視野に
入れた大学・同窓全体の教育や組織のあり方につ
いてさらに検討を重ねたい。
◇学生教育
医学部医学科では、３年生の臨床基礎医学Ⅰの
中で「和漢薬概論」を講義した。講座責任者の落
合和徳産婦人科学教授のもと、「和漢薬の考え方」
を落合和徳が１講座、引き続き「漢方医学」３講
座を石川友章、「痛みと和漢薬」北原正樹（麻酔
科学教授）
、最後に「和漢薬の応用」として神谷
直樹が１講座担当し、漢方薬の味を確認しながら
行われ、学生の興味を高めた。１講義は 90 分で、
計６講義行った。
◇研 究
落合和徳教授の指導の下、古賀が漢方診断を用
いた西洋医学治療の再評価について臨床研究を
行っている。
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◇学会活動
1）古賀実芳、平成22年6月5日、第61回日本東洋
医学会学術総会シンポジウム4・女性のQOL
改善と漢方─月経前緊張症（PMS）と月経困難症
「月経に関連した痛みの漢方治療」、名古屋国
際会議場3号館3階国際会議室、日本東洋医学
会主催
2）東京慈恵会医科大学、平成22年11月14日、第
37回小児東洋医学会（宮川三平会長）開催協
力、東京慈恵会医科大学大学1号館5階講堂
◇講 演
1）古賀実芳、平成22年2月10日、
「女性医療に役
立つ漢方薬：当帰芍薬散・加味逍遙散・桂枝
茯苓丸を使いこなそう！」、静岡市産婦人科医
会、静岡市ホテルセンチュリー静岡
2）古賀実芳、平成22年5月14日、愛宕漢方勉強会・
第14回『健保適用エキス剤による漢方診療ハ
ンドブック』で学ぶ疾患別方剤の選び方１
「呼
吸器疾患」、愛宕漢方医学研究会主催、外来B
棟6階G会議室
3）古賀実芳、平成22年6月19日、第520回温知会
月例会「漢方処方解説：越婢湯ほか」、温知会、
湯島聖堂
4）古賀実芳、平成22年7月16日、愛宕漢方勉強会・
第15回『健保適用エキス剤による漢方診療ハ
ンドブック』で学ぶ疾患別方剤の選び方２
「循
環器疾患」、愛宕漢方医学研究会主催、外来B
棟6階セミナー B
5）古賀実芳、平成22年9月17日、愛宕漢方勉強会・
第16回『健保適用エキス剤による漢方診療ハ
ンドブック』で学ぶ疾患別方剤の選び方３
「消
化器疾患」前編：胃腸疾患・常習便秘、愛宕漢
方医学研究会主催、外来B棟6階セミナー B
6）古賀実芳、平成22年10月9日、第10回愛宕漢方
研究会「愛宕漢方勉強会から～『冷え』に漢方
を～」、愛宕漢方医学研究会主催、大学1号館5
階講堂
7）古賀実芳、平成22年10月14日、漢方学術講演
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会
「漢方で考える皮膚─皮膚は口ほどにものを
いう─」
、栃木県薬剤師会・栃木県病院薬剤師
会共催、栃木県青年会館第ホール
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後編：潰瘍性大腸炎・肝疾患・胆石
症・膵疾患・痔核、愛宕漢方医学研究会主催、
外来B棟6階セミナー B
10）古賀実芳、第43回日本漢方交流会全国学術総
会東京大会：大会テーマ「皮膚の病」：シンポ
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有明医療大学
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してみよう」、笑顔第41第巻7号、保健同人社、
ｐ14-15, 2010
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てどんなもの？」、日経ヘルスNo.152、日経
BP社、ｐ86-88、2010
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「不通則痛」と「不栄則痛」、phil漢方
No.32、メディカルパブリッシャー、ｐ25、2010
16）古賀実芳、
イチからわかる漢方講座２漢方藥を
使ってみましょう」、日経ヘルスNo.153、日経
BP社、ｐ112-113、2010
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