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公益財団法人東洋医学研究財団理事長 上田龍三

公益財団法人 東洋医学財団は故 高木健太郎博士 (元 名古屋市立大学学長、名古屋大学名誉教

授、参院議員)の音頭により、東海地区の政財界 トップと専門医30余名が発起人となり、1977年

に地元名古屋で設立された財団です。先生による設立趣意書には、

「今日まで東洋医学がなお命脈を保ち得たのは、その治療的有効性の事実と人間を主体に置い

た医療であるという理由に基づくものでありましょう。 (中 略)東洋医学の確実な進歩発展の道、

一般医療への参加の道は、既存の研究所、大学が協力して基礎医学的、臨床医学的研究、並びに

薬学的研究を推進することが、最も時宜を得た不可欠の第一歩であります。(後略)」 と記載され

ております。

西洋医学がゲノム医学、人工知能 (AI)医学、再生医学、免疫学、医療統計学などの目覚まし

い進展を遂げている今こそ、東洋医学の神髄が解き明かされ、西洋医学との融合や、独自性が科

学的に明らかにされることを期待しています。

コロナ禍で財団主催の市民公開講座や薬草園散策などはやむなく中止していますが、東洋医学

に関する研究助成は絶えることなく続けております。この時代でこそ解明できる素晴らしい研究

成果を期待してやみません。
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公益財団法人東洋医学研究財団 名誉理事長・工学博士 太田宏次

名古屋でも東海道や飯田街道沿いの古民家の屋根に、瓦製の鐘適

(し ょうき)を見ることがある。江戸末期か明治期のものであろう。

鐘適は中国の道教系の神像で、日本には平安時代末期に伝わったよ

うである。

京のある人が、立派な鬼瓦の家を建てたところ、病におかされ中々

治らない。そこで鬼より強いという瓦製の鐘適像を屋根に乗せ置い

たところ、たちどころに病が治癒したという言い伝えがあり、京都

には鐘道を祀る神社も創建されている。

今でも世間では、力強い鐘適は疱塘除けや学業成就に有効とされ、 5月 人形や屏風絵等色々な

形で飾られ、祀られることが多い。最近の東洋医学とは方向性が異なるが面白い話ではある。

わが財団も鐘道さんの話ではないが、東洋医学の近現代的な視点からの研究発展に、いささか

なりとも貢献できればと強く願っている次第である。
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公益財団法人東洋医学研究財団 評議員

名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学分野教授 牧野不U明

日本東洋医学会は、東洋医学を「古代中国で発生 し東アジア諸地域で発達した医学・医術。日

本で、西洋医学に対して用いられる語。」、漢方医学を「中国より渡来し、日本において発達した医学 。

医術。」、中国伝統医学を「古代中国で発生・発展した伝統医学。」、中医学を「中華人民共和国成

立以降の中国伝統医学の形態。」と、それぞれ定義しています。以上のことから、東洋医学の一部

に中国伝統医学があり、そこから派生した医学として、漠方医学と中医学があることになります。

これらの東洋医学や漠方医学の定義に含まれる「医術」は、さらなる定義がなされていないた

め、医に関連する術なら何でもよい、という事になります。本来なら、鍼灸などの手技が含まれ

ると思いますが、一般の方は気功やマッサージ、太極拳や薬膳だけでなく、中国料理でたまに使

われるゲテモノ食から広場ダンスまでもが、「東洋医学」に含まれてきそうです。日本では実際に、

薬用植物を飼料に加えて育てた牛の肉が「漢方牛」とい

うブランドで、生薬を煎じカスを発酵させて作った肥料

を使って栽培 したブドウが「漢方巨峰」というブランド

で、それぞれ販売されていて、本来の意味ではない「漢方」

という用語が商品名として使用されています。医食同源

は1970年代に放映されたNHKの今日の料理、薬膳は1990

年代に北京のレス トランで使用された宣伝文句が初出で、

それぞれの用語の歴史はとても浅いです。

1998年 にアメリカ国立補完代替医療研究センターが設

立されたとき、補完代替医療を「現代西洋医学以外の治

療法すべて」と定義し、例として東洋医学の他に、催眠、

瞑想、信仰、祈 りとスピリチュアリテイなども含まれて

いました。「病は気から」の諺の通り、精神神経系と疾患

の発症との関連は、確かに興味深い研究テーマで、その

ような治療法に対して科学のメスを入れていく姿勢は評

価できます。しかし、信仰や祈りはオカルトと紙一重で、

怪しげな新興宗教の信者が全 く根拠のない高額な壺など

を購入することで、確かに信者の不安は取り除かれますが、

それを研究することは倫理的にはいかがでしょうか。

当財団が推進している「東洋医学研究」が、どこまで

の範囲を示 しているのか、について、財団は具体的に定

義していませんが、良識のある「東洋医学研究」を推進

していきたいと考えています。ただ、以上のように、「東

洋医学」や「漢方」などの用語は、専門家が意図する意

味とは異なる内容で一般の方に伝わる可能性があるため、

十分に注意していきます。

ハトムギ (イ ネ科)

周皮を除いた種子が生薬のヨクイエン (意

政仁)と なり、関節痛などに使用する惹政
仁湯などの漢方薬に配合されます。またヨ

クイニンは、日本での民間薬として単独で
イボ取りのためにも使われていて、この使
い方は2000年代になって日本から中国へ伝
わり、中医学に組み入れられました。

キキョウ (キ キョウ科)

根が生薬のキキョウ (桔梗)と なり、 l因

喉痛などに使用する桔梗湯などの漢方葉に

配合されます。生薬のキキョウは、高価で
有名な生薬のニンジンと外見が類似 してい
ることから、古 くは三ンジンの偽物として
流通 していました。現在の日本薬局方での
ニンジンの規格には、キキョウの混入を防
ぐための試験が記載されています。

名古屋市立大学薬用植物園にて撮影



漢方医学センター近況報告

公益財団法人東洋医学研究財団 評議員

名古屋市立大学大学院医学研究科教授 野 尻 俊 輔

名古屋市立大学病院に令和 2年 3月 1日 より漠方医学センターが開設され 1年が経過しました。

漠方医学センターですから正 しくは日本漠方を専門とするセンターということになりますが一般

的な認識度も考慮 し中国医学も取 り入れた治療をしています。しかし鍼灸などは保険の制約 もあ

り実施してお りません。センターの一番の目的は外来診療の充実にあり、各科の先生方が集まり

専門的な立場からの漠方学的治療を提供 しています。特に特徴的な使い方としては西洋医学で不

十分である治療への補完的な介入でしょう。

東洋医学の科学的な解明という意味では研究は必須ですが外来に関しては治ってなんぼという

ことが大切である事 も又事実です。開業医や他の病院からの紹介も最近ちらほら増えてきていま

すが大体そういった患者様は今まで西洋医学で治療をや りつ くした末に治らず藁にも縫る気持ち

で来ていますので理屈ではなくとにかく困つていることを解決しないといけません。

内科 (特 に消化器 )、 外科、泌尿器科、いたみセンター、耳鼻科の各医師が週 1回ずつ外来担

当し各分野専門の漢方治療を実践 しています。外科に関しては入院中から積極的に漠方併用治療

を導入 し術後の早期回復に努めております。また、泌尿器特有の疾患や様々な原因による痛みに

対 し漠方を併用 した多角的な治療を実践 しております。耳鼻科では睡眠の専門家でもある先生が

漢方薬を使用した方向からのアプローチで治療や研究に打ち込んで見えます。総合漢方外来 (内科 )

としては毎週金曜日にその他の科は火曜日に開設していますので紹介状でご依頼頂 き、紹介先を

迷う場合は総合漠方外来 (内科)へご紹介 ください。最近は抗癌剤の副作用軽減に生薬を使用す

る症例が増えてきております。

既存の治療で中々治療効果が出ない症例、現在の西洋医学の範疇では治療法がほとんど提示さ

れていない症例等お困りの症例があれば紹介で診療を受けております。

名古屋市立大学病院 漢方医学センター

耳鼻科 (火曜日午前)

痛みセンター (火曜日午前)

泌尿器科 (火曜日午後)

外科 (火曜日午前 )
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名古屋市健康福祉局医監・名古屋市立大学医学部教授

当財団専務理事 浅井清文

2020年 1月 から日本を襲ったコロナ禍は、なかなか出口が見えない状況が続いています。この

拙文執筆時 (2021年 7月 下旬)では、ワクチン接種の進んだ高齢者の発症が減少し、若年から壮

年の発症が中心となった第5波が始まりつつあるところです。

そのような 1年半近く繰り返される流行の中で、ロングコビット (Long COⅥD)と いわれる

新型コロナウイルス感染症の後遺症に苦しんでいる人が、少なからず存在することが明らかにさ

れつつあります。この感染症の主たる病態は肺の炎症で、重症であった息者さんには、肺の機能

に障害が残りがちなのですが、通常の細菌性肺炎に比べて機能の回復が遅いといわれています。

さらには、自覚症状として、疲労感・脱力感、睡眠障害が続いたり、口臭覚・味覚障害が続いたり、

さらには、脱毛を生じる人もあることがわかってきました。発症機序が不明であることも多く、

欧米では、対症療法を中心に手探 りでの治療が始まっていますが、このような病態は、全身のバ

ランスに注目しながら治療を進めるという、東洋医学が得意とする領域のように思います。日本

でも、専門外来を開設する動きが各地で出てきているようですが、日本だからこそ出来る東洋医

学的なアプローチも含めて、科学的に検証の出来る体制で診療を進めることが重要と思います。

そして、ロングコビットに対する日本オリジナルの治療法が世界に向けて発信され、後遺症に苦

しむ多くの人々の救いにつながることを期待しています。

財団のあゆみ・事業内容

当財団は昭和52年名古屋市立大学学長で、後に参議院議員を務められた故高木健太郎博士の提

唱により、東洋医学の発展に貢献すべ く、愛知県・名古屋市 。名古屋財界の支援を受け設立され

44年が経過いたしました。

その間地味ではありますが、研究者への助成 (助成件数累計284件、助成金額100,720千円)と

一般市民への公開講演会開催を主な事業としております。講演会の講師の先生方は東洋医学に精

通され、解 りやすい講演となっておりますので、健康についての関心が一層高まるものと期待し

ております。

発 行 :公益財団法人 東洋医学研究財団 2021年 9月

お問合せ先

〒467‐8601名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 l(名古屋市立大学医学部内)

TEL:052-842-0305  E―mall:igkz7581@五nus.ocn.ne.jp

URL:httpプ /、vww.disclo‐ koeki.org/07a/00928/index.ht■ 11

事務局長 小野田 哲
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