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センター長	 渡　辺　賢　治
特別研究教授	 阿　相　皓　晃
講　　師	 松　浦　恵　子
助　　教	 今　津　嘉　宏
	 清　和　千　佳
	 堀　場　裕　子
	 吉　野　鉄　大
	 宇　野　俊　介
	 有　田　龍太郎
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	 吉　田　祐　文
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	 大　村　伸一郎
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	 沢　井　かおり
	 前　嶋　啓　孝
	 田　島　康　介
	 石　毛　　　敦
	 山　本　雅　浩
	 塚　田　信　吾
特別研究員	 宗　形　佳　織
研究助手		 齋　藤　絵　美
大学院博士 4年	 高　　　鵬　飛
大学院博士 2年	 徳　永　秀　明
	 詹　　　　　睿
大学院修士 2年	 味　澤　佑　美
共同研究員	 栗　原　直　人
	 金　子　　　篤
	 福　武　昌　人
	 三　浦　尚　子
	 戸　田　雄　大
	 岡　安　維　蓉

　大学および病院にまたがる医療クラスター部門
として、各診療科からの出向という形での診療形
態が可能となったことから、漢方医学センター
外来の担当を複数の診療科からお願いすること
になった。その結果、外来受診者数は 1300 名～
1400 名 / 月で推移している。
　学外診療所との連携を強化するために始めた
「漢方ネットワークフォーラム」は病院医療連携
室との共催にて、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産婦人
科と行い、院内、院外からの参加者を交え、有意

義な討議を行うことができた。
　臨床研究においては、平成 20、21 年度の厚生
労働科学研究医療技術実用化研究「主観的個別化
患者情報のデータマイニングによる漢方 ･鍼灸の
新規エビデンスの創出」での成果を踏まえ、平成
22 年度からは新たに「漢方の特性を利用したエ
ビデンス創出と適正使用支援システムの構築」を
スタートさせた。本研究では、本邦の主要な漢方
施設をネットワークで結び、患者主観を取り入れ
た漢方の個別化診療エビデンスを求めるものであ
り、平成 22 年暮までに 1万件を超すデータが収
集されており、その解析を行っている。また、各
施設とは漢方の問診項目の妥当性についての検討
を行っている。
　また、厚生労働科学研究費補助金統計情報総合
研究事業による「東アジア伝統医学のインフォ
メーションモデルの研究」では、WHOで作成し
ている国際伝統医学分類（ICTM）のコンテンツ
モデルについて検討を行っている。
　平成 22 年度特別研究「漢方・鍼灸を活用した
日本型医療の創生のための研究」（代表研究者・黒
岩祐治）は 6回の会議と 2度の公開フォーラムを
開催し、報告書をまとめるとともに、長妻昭厚生
労働大臣宛の提言書を提出した。
　教育においては、卒前教育では、3年生で選択
必修科目 10 コマでは 46 名が選択し、4年生の必
修科目 8コマを例年通り行った。自主選択科目は
5名が選択し、	4 年生の 1 学期間を研究に費やし
た。
　卒後教育においては漢方医学を選択した研修医
は 5名いた。また、専修医として 2名入局した。
　海外からの医学生の受け入れは 1，2 月に韓国
延世大学から 3名、4－ 7 月はオーストリア・グ
ラーツ大学から 1名、6－ 8 月は米国ジョンズホ
プキンス大学から 1名、計 5名を受け入れた。10
月～ 12 月はブラジル・サンパウロ市の衛生省の
医師職員を 1名受け入れ、ブラジルにおける漢方
医学の将来性についての検討を行った。
　その他活動概況については当センターホーム
ページ（http://web.sc.itc.keio.ac.jp/kampo/）を
ご参照いただきたい。

◇著　書
1.	 渡辺賢治（分担執筆）：平城遷都1300年記念出
版　NARASIA　東アジア共同体？　いまナ
ラ本，丸善，東京　2010
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2.	 渡辺賢治（分担執筆）：医食同源，ドメス出版，
東京　107-130，2010

3.	 今津嘉宏（分担執筆）：癌と臨床栄養　丸山道
生編，122-129，2010

4.	 渡邉賀子，大手小町編集部：「冷え症を治す64
のワザ＋α」，保健同人社，2010/11/25

5.	 渡邉賀子：	「体を温めると美人になる」，幻冬
舎，2010/2/25

◇原　著
英 文
1.	 Wa t a n a b e 	 K , 	 M a t s u u r a 	 K , 	 G a o 	 P ,	
Hottenbacher	 L,	Tokunaga	H,	Nishimura	
K,	 Imazu	Y,	 Reissenweber	H,	Witt	 CM.	
Traditional	 Japanese	 Kampo	Medicine:	
Clinical	Research	between	Modernity	 and	
Traditional	Medicine─the	State	of	Research	
and	Methodological	 Suggestions	 for	 the	
Future	 eCAM	Advance	Access	 published	
online	on	June	16,	2010	eCAM,	doi：10.	1093/
ecam/neq067

2.	 Imada	 S,	 Watanabe	 K,	 Asou	 H,	 et .al . :	
H y p o t h e rm i a - i n d u c e d 	 i n c r e a s e 	 o f	
oligodendrocyte	 precursor	 cells:	 Possible	
involvement	 of	 plasmalemmal	 voltage-
dependent	anion	channel	1.	 J	Neurosci	Res.	
2010	Dec；88（16）：3457-66.	

3.	 Sato	 N,	 Seiwa	 C,	 Uruse	M,	 Yamamoto	
M,	 Tanaka	K,	 Kawakita	 T,	 Komatsu	Y,	
Yasukawa	A,	Takao	M,	Kudo	C,	Hasegawa	
A,	 Ishige	 A,	 Watanabe	 K	 and	 Aso	 H.	
Administration	of	Chinpi,	a	Component	of	the	
Herbal	Medicine	Ninjin-Youei-To,	Reverses	
Age-induced	Demyelination.	Evidence-based	
Complementary	and	Alternative	Medicine.	
［Epub	ahead	of	print］	.Feb.	19,	2010.

4.	 Gao	P,	Ishige	A,	Murakami	Y,	Nakata	H,	Oka	
J,	Munakata	K,	Yamamoto	M,	Nishimura	
K,	Watanabe	K.　Maternal	 stress	 affects	
postnatal	growth	and	the	pituitary	expression	
of	prolactin	 in	mouse	offspring.	 J	Neurosci	
Res,　in	press	（2010）.

和 文
1.	 今津嘉宏：腸管運動異常に対する漢方治療，
外科治療，	103（6）：552-558,	2010

2.	 田島康介：ハンセン病後の後遺症による難治
性下肢神経障害性疼痛に対して五苓散が著効
した一例，日本東洋医学会誌，61：917-919,	
2010

3.	 伊藤亜希,	西村甲,	宗形佳織,	徳永秀明,	松浦恵
子,	今津嘉宏,	渡辺賢治：漢方生薬処方の調剤
技術料に関する現在の問題，日本東洋医学雑
誌，61（1）：19-26,	2010

◇症例報告
1.	 Okubo	 K,	 Saito	 K,	Watanabe	 K,	 et .al . :	
Traditional	Chinese	Medicine	 for	 treatment	
of 	 laryngeal 	 papi l lomatos is . 	 J 	 Altern	
Complement	Med.	2010	Apr；16（4）：427-33.

2.	 沢井かおり，西村甲，渡辺賢治：牛車腎気丸
で原因不明外陰部痛が軽快するとともに排尿
障害が改善した一例，日本東洋医学雑誌，
61：920-923,	2010

◇総　説
1.	 渡辺賢治：漢方の医療経済性についての研究
促進を，メディカル朝日，朝日新聞社,	39（3）：
24-27,	2010

2.	 渡辺賢治：世界で高まる伝統医療のニーズに
後れをとる日本漢方，クリニックマガジン，
486：28-33,	2010

3.	 渡辺賢治：今こそ日本型医療の創生を，日本
医事新報，日本医事新報社，4468：1,	2010

4.	 小川由英：思い出の症例　神よ、外科医を何
時見捨てるのか？，Urology	Today，17：36
（200）,	2010

5.	 小川由英：排尿障害の漢方（抗老化医療と漢方
──臨床医に役立つ漢方の知識），成人病と生活
習慣病，40（7）：783-788,	2010

6.	 渡邉賀子：みんなの女性外来・つらいアレル
ギーが治る本（一部分担執筆），対馬ルリ子総監
修，小学館，2010/11/23

7.	 渡邉賀子：みんなの女性外来・人に言えない
体の悩みを解決する本（一部分担執筆），対馬ル
リ子総監修，小学館，2010/11/23

8.	 渡邉賀子：不定愁訴に立ち向かう『冷え・のぼ
せ』，南山堂，281-285,	2010

9.	 渡邉賀子：専門医のための漢方医学テキスト
『浮腫』，社団法人日本東洋医学会，南江堂，
192-195,	2010

10.	渡邉賀子，川嶋朗編著：冷え外来『漢方薬』，
医歯薬出版，79-87,	2010

11.	荒浪暁彦：治療にてこずる皮膚疾患、掌蹠膿
疱症の漢方治療，皮膚科の臨床（臨時増刊号10
月11月），52,	2010

12.	田村舞，川崎洋，定平知江子，櫻岡浩一，石
河晃，谷川瑛子，米谷真理，谷合美樹，前大
初美，鈴木和子，徳永秀明，松浦恵子，渡辺
賢治，海老原全：当院におけるアトピー性皮
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膚炎患者への生活指導の実践，日本臨床皮膚
科医会雑誌，27：262,	2010

13.	沢井かおり：漢方診療ファイル「PMS」，
CLINIC	magazine，株式会社クリニックマガ
ジン，東京，497：23-25,	2010.	12

14.	田島康介：運動器の痛みやしびれに対する漢
方治療，第30回テニス･メディカルセミナー，
スマッシュ，日本スポーツ企画出版，東京，7：
55-57,	2010

◇学会発表
1.	 Matsuura	K,	Tokunaga	H,	Imazu	Y,	
Watanabe	K.：A	patient-oriented	evaluation	
system	for	Kampo	Medicine	by	using	a	
new	medical	interviewing	system：5th	
International	Congress	on	Complementary	
Medicine	Research	in	Norway,	2010/5/18.

2.	 Munakata	K,Yamamoto	M,Watanabe	K:	
Effect	of	Japanese	herbal	medicine（Kampo）
on	the	survival	of	mice	infected	with	
influenza	virus,	5th	International	Congress	
on	Complementary	Medicine	Research	in	
Norway,	2010/5/18.

3.	 Gao	P,	Watanabe	K:Comparison	of	the	
educational	systems	for	traditional	medicine	
in	Japan	and	China,	5th	International	
Congress	on	Complementary	Medicine	
Research	in	Norway,	2010/5/18.

4.	 田島康介：長期に改善をみなかった外傷性頚
部症候群（頚椎捻挫）に漢方薬が有効であった3
症例，関東甲信越整形漢方研究会（12回）東京，
2010.	11.	28

5.	 高鵬飛、山本雅浩、阿相皓晃、渡辺賢治：育
児期の母マウスのストレスがもたらす仔マウ
スの成長障害と下垂体プロラクチンへの影
響，Neuro2010，神戸，2010.	9.	2-4

6.	 味澤佑美、渡辺賢治、阿相皓晃：カプリゾン
脱髄モデルマウスにおける陳皮の脱髄回復効
果に関する研究，Neuro2010，神戸，2010.	9.	
2-4

7.	 Rui	Zhan、清和千佳、渡辺賢治、阿相皓晃：
陳皮の有效成分による老齢脳での脱髄回復効
果について，Neuro2010，神戸，2010.	9.	2-4

8.	 沢井かおり，徳永秀明，松浦恵子，今津嘉宏，
西村甲，渡辺賢治：内服と食事，第20回漢方
治療研究会，東京，2010.	9

9.	 松浦恵子、西村甲、徳永秀明、今津嘉宏、井
元清哉、山口類、長崎正朗、斉藤あゆむ、宮
野悟、渡辺賢治：患者自動問診システムを用
いた冷え症初診患者における処方特徴の検

討，第27回和漢医薬学会学術大会，京都，
2010.	8.	28

10.	徳永秀明：漢方自動問診システムを用いた冷
え症初診患者解析,		第27回和漢医薬学会,		第
27回和漢医薬学会学術総会,		京都,		2010.	8.	28

11.	宗形佳織、榎本成志、山本雅浩、渡辺賢治：
十全大補湯により誘導される大腸のIFNα産
生細胞の解析，第27回和漢医薬学会学術大会，
京都，2010.	8.	28

12.	徳永秀明、西村甲、松浦恵子、今津嘉宏、井
元清哉、山口類、長崎正朗、斉藤あゆむ、宮
野悟、渡辺賢治：漢方自動問診システム用い
た頭痛初診患者分析，第27回和漢医薬学会学
術総会，京都，2010.	8.	29

13.	味澤佑美、渡辺賢治、阿相皓晃：カプリゾン
脱髄モデルマウスにおける陳皮の脱髄回復効
果に関する研究，第27回和漢医薬学会学術総
会，京都，2010.	8.	29

14.	田島康介：長期に改善をみなかった外傷性頚
部症候群（頚椎捻挫）に漢方薬が有効であった
3症例,	日本疼痛漢方研究会（23回）,	東京,	2010.	
7.	11	

15.	渡辺賢治、徳永秀明、松浦恵子、宗形佳織、
今津嘉宏、西村甲：自動問診システムの経時
的データ解析による初診時漢方治療有効性の
予測と病態の可視化，第61回日本東洋医学会
学術総会，名古屋，2010.	6.	4-6

16.	松浦恵子、秋葉哲生、徳永秀明、今津嘉宏、
西村甲、渡辺賢治：『老医口訣』により平胃散
を用いて難治性嘔吐が改善した一例，第61回
日本東洋医学会学術総会，名古屋，2010.	6.	
4-6

17.	今津嘉宏、徳永秀明、松浦恵子、宗形佳織、
西村甲、渡辺賢治：冷え症を目標とした処方
とその付随症状・診察所見（Vol.1）当帰四逆加
呉茱萸生姜湯と真武湯，第61回日本東洋医学
会学術総会，名古屋，2010.	6.	4-6

18.	西村甲、徳永秀明、松浦恵子、宗形佳織、今
津嘉宏、渡辺賢治：慶應義塾大学病院漢方ク
リニック頭痛初診患者の解析─漢方自動問診
システム開発の初段階として，第61回日本東
洋医学会学術総会，名古屋，2010.	6.	4-6

19.	沢井かおり、今津嘉宏、西村　甲、渡辺賢治：
治療に難渋した帯下異常の一例，第61回日本
東洋医学会学術総会，名古屋，2010.	6.	4-6

20.	徳永秀明、松浦恵子、宗形佳織、今津嘉宏、
西村甲、渡辺賢治：慶應義塾大学病院漢方ク
リニック冷え症初診患者の解析─漢方自動問
診システム開発の初段階として，第61回日本
東洋医学会学術総会，名古屋，2010.	6.	4-6
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21.	宗形佳織、徳永秀明、松浦恵子、今津嘉宏、
西村甲、渡辺賢治：冷え症を目標とした処方
とその付随症状・診察所見（Vol.2）当帰芍薬散・
桂枝茯苓丸・加味逍遙散，第61回日本東洋医
学会学術総会，名古屋，2010.	6.	4-6

22.	吉野鉄大、今津嘉宏、西村　甲、渡辺賢治：
経膣採卵後の下腹部痛・発熱・頻尿に漢方薬
治療が奏功した一例，第61回日本東洋医学会
学術総会，名古屋，2010.	6.	4-6

23.	加藤士郎，山内浩，手塚隆夫，戸村光宏，金
子達，粕田晴之，玉野雅裕：気管支喘息に合
併したアレルギー性鼻炎に対する漢方治療の
有効性，第61回日本東洋医学会学術総会、
2010.	6

24.	田島康介：ハンセン病後の後遺症による難治
性下肢神経障害性疼痛に対して五苓散が著効
した一例，第61回日本東洋医学会，名古屋，
2010.	6

25.	福澤素子：女性の漢方治療　─不定愁訴を中
心として─，第61回日本東洋医学会学術集会，
名古屋，2010.	6	

26.	小川由英，古賀祥嗣：D185	東京西徳洲会病
院における生体腎移植10例の検討，第43回日
本臨床腎移植学会，2010.	1.	30

27.	今津嘉宏：漢方医学教育のミニマム・スタン
ダードについて考える　患者のニーズに即し
た全人的医療を行うために	研修医教育に漢方
医学をどのように取り入れる

◇講演・講座
1.	 Watanabe	K:	Integration	of	Traditional	
Medicine	and	Western	Medicine,	The	
3rd	International	Conference	on	the	
Modernization	of	Traditional	Chinese	
Medicine,	Chengdu,	China,	2010/11/25-26

2.	 Watanabe	K:	The	special	features	of	Japanese	
kampo	medicine,	5th	International	Congress	
on	Complementary	Medicine	Research	in	
Norway,	2010.	5.	18

3.	 山内　浩：	「慢性肝炎、肝硬変と漢方サポー
ト治療」，全肝連・東京肝炎の会，漢方講演会，
東京，2010.	11

4.	 大村伸一郎：不妊症治療における漢方治療，
第4回		KAMPO	NETWORK	FORUM，東京，
2010.	7.	27

5.	 渡辺賢治：国際医療情報時代の漢方医学，第
61回日本東洋医学会学術総会，名古屋，2010.	6.	
4-6

6.	 沢井かおり：女性と漢方～これって更年期障
害？これってPMS（月経前症候群）？～，横浜

市立大学エクステンション講座，横浜，2010.	6.	
26

7.	 田島康介：運動器の痛みやしびれに対する漢
方治療，第30回日本テニス協会テニスメディ
カルセミナー，横浜，2010.	3.	13

◇その他
1.	 山内浩：疲労倦怠感の漢方治療，はあと，
17：12,	2010

2.	 松浦恵子：第20回桂枝加朮附湯，TUMURA	
Medical	Today『漢方頻用処方解説』，ラジオ
NIKKEI，2010.	4


