
平成 29 年度 

 

日本東洋医学会関西支部 三県合同教育講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 30年 2月 4日（日）13:00～17:00（参加受付 12:00～） 

会場：ホテル京都エミナース アニバーサリーホール 1階 

   〒610-1143 京都市西京区大原野東境谷町 2-4  TEL 075-332-5800 

専門医更新点数 10点 

専門医受験単位 1単位 

参加費  4000円／学生無料（学生証要） 

担当 日本東洋医学会京都府部会 

 

日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度集合研修 2単位 

（漢方薬・生薬認定薬剤師更新のための単位としても利用できます。 

単位交付はどちらか一方になります） 



プログラム 

総合病院で漢方をどう生かすか！ 

座長  竹本 喜典（タケモトクリニック 院長） 

    峯 尚志（峯クリニック 院長） 

 

12:45 開会 

   ご挨拶 田中 邦雄（日本東洋医学会 京都府部会会長） 

 

13:00～13:45 

講演 1 胸部症状に漢方治療は必要か？ ～循環器科とどう住み分けるか～ 

山崎 武俊（洛和会音羽病院 漢方内科 部長）  

 

13:45～14:30 

講演 2 外科病棟と在宅訪問における鍼灸治療 

和辻 直（明治国際医療大学 鍼灸学部 はり・きゅう学講座 教授） 

 

14:30～14:40 休憩 

 

14:40～15:25   

講演 3 心臓血管外科でも漢方！ 

福岡 正平（大津赤十字病院 心臓血管外科 副部長） 

 

15:25～16:25 

講演 4 異なる視点がもたらすもの ～急性期医療における漢方治療の未来～ 

南澤 潔（亀田総合病院 東洋医学診療科 部長） 

 

16:25～16:50 

  総合討論 

 

17:00 閉会 

 

 



講演Ⅰ 胸部症状に漢方は必要か？ 

～循環器科とどう住み分けるか～ 

洛和会音羽病院 漢方内科 部長 山崎武俊 

 

循環器疾患は、重症で緊急を要する疾患が多く、またデバイス治療（ステント治療、カテ

ーテルアブレーションなど）の進歩が著しい。診療ガイドラインも多く、漢方医も含め、専

門外の医師にとって介入しづらい領域となっている。 

胸部症状の中で頻度の高い動悸患者の一部には致死性不整脈（心室頻拍、心室細動）が含

まれており、非発作時の問診で不整脈を除外することはできないことより、まずは西洋医学

的精査による不整脈の精査が最優先となる。しかし、動悸イコール不整脈ではなく、不整脈

イコール治療でもない。動悸を主訴に外来を受診する患者のうち、約 8割が施薬不良である

という報告がある。予後改善（突然死予防）のための治療と、症状改善のための治療は根本

的に違っている。不整脈を表現していない動悸の治療は循環器科医にとって決して得意な領

域ではない。一方、漢方医学は疾患の有無にかかわらず、患者の体質（虚実）に合わせて治

療することができる。動悸に対して漢方治療が有効であった症例を報告する。 

また、胸部不快感（胸痛）患者の一部にも重篤な心疾患が含まれており、特に安静時胸部

不快感（胸痛）患者は、外来検査で冠攣縮性狭心症を完全に否定することは困難である。冠

攣縮性狭心症が確定した症例、あるいは強く疑われる症例では、ガイドラインに準じて西洋

薬（Ca 拮抗薬および硝酸薬）が第 1 選択となる。しかし狭心症の可能性が低いいわゆる心

臓神経症や標準的治療を行っても症状が改善しない難治性冠攣縮性狭心症に対しては漢方

治療の出番があると考えられる。難治性冠攣縮性狭心症に対して漢方治療が有効であった症

例を報告する。 

循環器内科医および漢方内科医の両方の視点に立ち、胸部症状（動悸、胸部不快感）に対

して、いかに西洋医学的精査加療を行い、いかに漢方治療を活用すればよいか、述べさせて

もらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

講演Ⅱ 外科病棟と在宅訪問における鍼灸治療 

明治国際医療大学 鍼灸学部 はり・きゅう学講座 教授 和辻 直 

 

１．外科病棟での鍼灸治療について 

明治国際医療大学附属病院では、開院以来、鍼灸治療を病棟で行っている。最近の外科病

棟では、主に術後の腸動回復、術後不定愁訴、緩和ケアなどに対して鍼灸治療を行っている。

講演では、外科病棟における鍼灸治療の一症例を紹介する。 

 症例１ 80歳 男性。A病院より本大学附属病院外科に転院。転院直後から、せん妄に加

え、BPSD(Behavior and Psychological Symptoms of Dementia)が出現した。入院後、神経

内科でアルツハイマー型認知症の診断を受けた後、認知機能、BPSDの改善を目的に主治医

より依頼を受け、鍼灸治療を開始した。鍼治療は認知機能の改善を目的に 1Hz・15分間の鍼

通電刺激を合谷-手三里に行い、東洋医学的観点から肝腎を調整するために鍼灸施術し、治

療後は散歩を行った。その結果、Mini-Mental State Examination(MMSE)16点から退院時 20

点に上昇し認知機能の改善が認められた。また鍼灸治療前は徘徊、不穏を繰り返していたが、

4診目から落ち着くようになり徘徊が減少した。（第 66回全日本鍼灸学会学術大会, 長岡哲

輝, 和辻直ら発表） 

 

２．在宅訪問鍼灸について 

 ２年半前より本大学附属鍼灸センターでは在宅訪問鍼灸を行っている。講演では癌患者に、

多職種連携の中で緩和医療として鍼灸治療を行い、QOL向上に貢献できた一症例を紹介する。 

 症例２ 83歳、男性 主訴は手足の痺れ、夜間頻尿に伴う不眠、現病歴は X-4年 1月に S

状結腸癌、転移性肝癌にて S状結腸切除術。X-2年 7月癌化学療法が開始され、鍼灸開始(通

院)。X年 3月在宅訪問鍼灸開始。膀胱癌にて膀胱腫瘍切除術、退院後も在宅で鍼灸継続。X

年 10月再入院、鍼灸も継続した。通院から最終入院の期間で主訴や不定愁訴に、西洋・東

洋医学的病態把握に基づく鍼灸治療を行った。また医療介護専用 SNSなどで多職種と情報を

共有した。最終入院時は、主訴や不定愁訴に対して鍼灸を行い、緩和ケアの一端を担えた。

（全日本鍼灸学会第 36回近畿学術集会講演要旨集, 長岡哲輝, 和辻直ら発表） 

 

３．総合病院で鍼灸治療をどう生かすか 

 病院入院患者への鍼灸治療は、患者と医師が同意すれば可能であり、患者の苦痛を緩和す

る方法や機能回復に有用である。しかし日本では混合診療の問題により普及していない。こ

れは伝統医学を行う諸外国よりも遅れており、早期に解決できるように模索する必要ある。 

 

 



講演Ⅲ 心臓血管外科でも漢方！ 

漢方は ERAS ( Enhanced recovery after surgery ) を凌駕できるのか 

                大津赤十字病院 心臓血管外科 副部長 福岡 正平 

 

はじめに：外科では胸腔・腹腔鏡下手術の発展に伴い、従来の侵襲的手術においても術後

回復速度の観点において、“開胸・開腹手術を鏡視下手術に近似化させる、さらには、それ

を凌駕させる治療戦略”である ERAS(Enhanced recovery after surgery)が提唱されている。

これは手術後の回復促進に役立つ各種のケアをエビデンスに基づき統合的に導入して、安全

性と回復促進効果を強化した集学的リハビリテーションプログラムを確立して、侵襲の大き

い手術後においても迅速な回復を達成することが基本コンセプトである。その中で最大の懸

案は術後麻痺性イレウス予防であるとされる。胸部手術においても著明な動脈硬化に特有な

NOMI(non-occlusive mesenteric ischemia)の発生は致命的であり、消化管の管理をおろそ

かにしてはならない。ERAS へ貢献できると考えている開腹血管手術後の漢方治療ならびに

ショック後の漢方治療について報告する。 

方法：①2010 年 4 月以降の当科における腹部大動脈瘤手術のうち、予定手術と術前にシ

ョックに至っていなかった緊急手術を対象とし、漢方治療の効果を検討する。②術前ショッ

ク状態であった大動脈瘤破裂救命症例に対する柴苓湯投与の効果を検討する。 

結果：①対象となる腹部大動脈瘤手術は 45例であり、術後 24時間以内に大建中湯投与を

開始した大建中湯群は 29例、そうでない非投与群は 16例であった。麻痺性イレウスの発症

を 5日間以上の術後絶食と定義し、非投与群では 10例の発症を認めた一方で大建中湯群で

は 4例の発症にとどまり、大建中湯は麻痺性イレウスの予防に有効(p<0.01)であった。大建

中湯投与群において手術時間と麻痺性イレウスの相関を検討すると、4 時間未満では 16 例

中 1例の発症を認めたが 4時間以上では 13例中 3例が発症した。イレウス発症に有意差は

ないが平均絶食日数では 4時間未満が 3日であるのに対し 4時間以上では 3.5日と絶食日数

の延長(p<0.05)を認めた。そのため、4時間以上の手術症例に対しては更なる工夫が必要と

考えられたため、大建中湯合六君子湯投与とした。大建中湯合六君子湯群は 11例で、麻痺

性イレウスの発症は 1例、平均絶食日数は 3日に短縮した(p<0.05)。大建中湯合六君子湯で

も麻痺性イレウスを生じた症例は六君子湯を半夏厚朴湯に転じた翌日にはイレウスは解除

された。 

②対象は出血により 7L/日以上の輸液、輸血を行い救命できた 10 例。うち術直後より柴苓

湯を投与した症例は 5例であった。抜管後の集中治療室滞在日数を比較したところ、柴苓湯

投与群は 2.2±1.3日、非投与群は 5.6±2.7日であり、柴苓湯は有意に集中治療日数を短縮

した（p<0.05）。 

結語：漢方は低侵襲手術を凌駕することを目標にしている ERASを凌駕できる可能性を秘

めている。 



講演Ⅳ 異なる視点がもたらすもの 

～急性期医療における漢方治療の未来～ 

亀田総合病院 東洋医学診療科 部長 南澤 潔 

 

私は大型総合病院である亀田の、東洋医学診療科という漢方専門の科で診療をしています。 

病院の経営はどこも厳しい現在、当科も単科では大赤字です。そんな当科が病院に対してど

のように貢献ができるのか？ 

そもそも当院のように、日本で初めて国際医療機関認証である JCI認定を取得した先進的

な大規模総合病院に、漢方の科が存在する意味は何なのでしょうか？ 

医療の世界では何日間も絶食にして「院内飢餓」にした挙句に手術するというような事が平

然と行われて来た過去があり、その反省として病院では NST（栄養サポートチーム）が常識

になりました。 

以前は当然であった連日の傷の消毒も姿を消し、その高額さで話題になった新機軸の抗が

ん剤（免疫チェックポイント阻害剤）もそれそのものに抗癌作用はなく、生体のもつ能力を

発揮させることで時には末期の癌を完治させることまであるそうです。 

医療の常識は日々変わってきています。 

ところでわれわれ漢方医は、様々な愁訴に苦しんで大きく QOLを損ねている患者を日々救

っているわけですが、病気の原因を見つけ、故障を修理するがごとく病気を治療する現代医

学に対し、気血水、八綱や五臓など、東洋医学的な視点で生体を観察し、「その治癒力を最

大限発揮させるように導いて生体の不調を治していく」という東洋医学の手法は、実は重病

で入院を余儀なくされている患者たちにこそ必要であるはずです。誰でも大事な試合の前に

は最大限節制し、体調を整えて臨むものでしょうが、文字通り命掛けの戦いに臨んでいる入

院患者がそれをしないでいることがこのまま放置されるわけがありません。キーワードは

CST(Conditioning Support Team)。 

入院患者を東洋医学的な視点でも評価し、最善の状態で闘病してもらえるように治療介入

していく。そんなアタリマエのことがあたりまえになる、当院のような大病院でこそ切り開

ける新しい急性期医療の未来があると信じています。 

先進の気風に富む当院は、そうした医療の未来像に理解を示してくれています。が、そん

な大病院の中でやはり異色の存在である漢方医が生きていくために、普段心がけていること

や工夫もあります。当日はそれらも交えてご紹介し、新しい医療の未来について皆様と考え

ていければと思っています。 

 


