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日本臨床漢方医会 理事選挙結果 

昨秋、理事改選があり、規約第 10 条により選挙管理委員会の管理下で選挙が 

行われ、平成 27 年第 3 回理事会で下記の通り、役員が決定いたしました。さらに 

平成 28 年第 3 回理事会で 2 名理事が増員されましたので併せて報告いたします。 
 

記 
 

理事長      石川  友章 

副理事長    織部  和宏  渡辺  賢治  和智  明彦 

専務理事    川越  宏文  秋 田 治 之  石野  博嗣 

事務局長    古 田  誠 

理事       大 川  豊  野 崎  豊  久保田 達也  佐守  友仁 

久能 治子  松田 弘之   古屋 京子 

顧問        武見 敬三（参議院議員）、  松本 純（衆議院議員） 

衛藤 晟一（参議院議員）、  自見 英子（参議院議員） 

監事        二宮  文乃   村田  高明 

理事(増員)   山下 和彦    玉嶋 貞宏              

（敬称略）         

  

理事長挨拶             （東京都） 石川 友章 

 

日本臨床漢方医会は、日本東洋医学会と協同して、日本の伝統的医学であ

る漢方医学を広く普及させて国民医療に貢献すること、および漢方医学の臨床

に たずさわる医師の、生涯にわたる研鑽を通じて、診療の質を向上させ、社会

的評価を高め、さらには経済的基盤の強化に寄与することを目的として設立され

ました。既に 19 年の歳月が過ぎておりますが、毎年財政諮問会議や財務省の

医療費削減の課題の一つとして OTC 類似医薬品、特に医療用漢方製剤の健

康保険給付除外が遡上に上がって参ります。 
 

WHO の伝統医学重視の姿勢が国際的な潮流となっていますが、保健問題で

は、世界の流れとは真逆な方向に動いております。国際環境では、中国が ISO

などでアジアの伝統医学を中医学で統一しようと企てております。 
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生薬生産国の中国も少子高齢化の波に贖うことが出来ず、中国国内の需要

の拡大と生薬原料の減少と高騰化が起き、世界的な生薬原料不足という傾向が

現れてきております。この事態に対応すべく国内生薬の栽培育成を始めており

ますが、すぐに効果の上がる問題でもありませんが、継続していかなければなら

ない問題です。 
 

今、政府は医療費削減を狙って、「セルフメディケーション（自己治療）」という

医師に掛からずに治そうという無謀な取り組みを、ドラッストア協会などの要望に

因って具体化しようとしております。胃が痛いからと言って原因も突き止めず、

OTC 薬品に頼ってしまうと、大きな病気を見落とす恐れがあります。漢方薬も安

全と信じて、的確な診断がないと予期せぬ出来事が起こらないとも限りません。 
 

充分な医療を行うためには、危機管理が必要で、危機管理はテロ対策だけで

はありません。日常生活でも必要です。特に病気にならないためには、危機管

理の基礎知識として、伝統的な養生法が力を発揮します。歴史の中で培われた

養生法には沢山の漢方的知識が、疾病予防のために書かれております。この知

識を普及する必要があります。本会ではそのための漢方家庭医講習会や市民

公開講座を頻繁に行っていく予定です。 
 

日本人の、日本人による、日本の伝統医療である漢方をこれからも普及発展

させていこうではありませんか。 

 

 

 

 

日本臨床漢方医会の副理事長にご推挙いただき誠に有難うございます。漢方の

置かれている環境はいまだに厳しく、いつ保険からはずされるのか予断を許さない

状況が続いております。その為には政治の情報を少しでも早く収集し、適確な対処

をする必要があります。政治家とのパイプをしっかりとつかんで頑張りたいと思いま

す。 
 

次に、会員増強及び漢方の理解と普及が今後増々必要となってきます。その為

には、理事が一丸となって石川理事長を支えていかねばならないと思います。微

力ながら全力投球するつもりです。今後共よろしくお願い申し上げます。 

副理事長挨拶           （大分県） 織部 和宏 
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本会の副理事長に任命されました渡辺賢治です。WHO の国際疾病分類に伝

統医学分類を入れるプロジェクトがいよいよ 2016 年 10 月に東京で国連加盟国に

お披露目されます。本プロジェクトは 2005 年から日中韓を中心に欧米豪の専門家

も交え、議論を重ねてきました。 
 

2018 年に WHO 総会で承認された後、伝統医学の国際化は一気に進むことが

予想されます。わが国もその流れに遅れないように準備を進める必要があります。

引き続きみなさまのご理解とご支援を賜れば幸いです。 

 

 

 

西洋医学的な臓器別医療やミクロの医療も重要ですが、一方では全人的医療 

やマクロの医療などが今後はますます必要な時代になりつつあると思います。後者

において漢方に勝るものはありません。 
 

今後の社会情勢を踏まえ、末永くすばらしい日本漢方医療を提供していきたい

と思っております。 

 

  

 

九州の川越でございます。医療用漢方にとって厳しい時が過ぎています。本会

は、日本東洋医学会が行えない政治活動を行うために設立された団体です。この

10 年間の保険外し問題の発生については、私が個人的なネットワークで発見し、

各団体に情報提供しました。 
 

国会の委員会や政府の諮問委員会の膨大な資料を常にウォッチする必要があ

ります。危機管理や情報収集のシステム作りが急務でした。その点につき日本東

洋医学会の代議員会（高松）で東洋医学会のスタンスを質問したところ「しっかり

やっています」と木村豪健康保険担当理事が答えられました。大変心強い答えで

安心した次第です。これからも大きな波は来ます。医会も微力ながら学会を支えな

がらこの問題にも対応していきたいと思っております。 

副理事長挨拶           （東京都） 和智 明彦 

副理事長挨拶           （東京都） 渡辺 賢治 

専務理事挨拶           （宮崎県） 川越 宏文 



5 

 

  

 

ご存知のように医療用漢方製剤を保険適応から除外しようとする動きがあり、ま

た生薬価格の高騰と相まって漢方の置かれた環境はますます厳しいものとなって

います。日本の伝統医学である漢方の普及と擁護を行っている当会の活動に、私

も微力ながら尽力いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

  

 

前期に引き続き理事の任を承り、心引き締まる思いでおります。漢方を取り巻く

内外の状況など的確に捉えつつ、家庭医講習会および会員各位の一助となるよう

努力いたす所存です。会員の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご指導

を頂ければ幸いです。 

 

 

 

事務局長をさせていただきます古田誠です。生薬薬価逆ザヤ問題や漢方薬保

険外し問題等、現在漢方を取り巻く状況は決して穏やかではありません。西洋医

学の急速な進歩により治せない病は減りつつありますが、“漢方でなくては治せな

い”、“漢方により効果的・効率的な医療を行える”症例が数多くあることも事実です。

現代の医療現場でも通用する日本固有の伝統医学を守るため、微力ですが力を

尽くす所存です。 

 

 

 

監事から理事に戻りました。 日本の患者さんと、日本の医学医療のために貢献

したいと思っています。日本が、これからも日本であり続けるためには、漢方医学は

無くてはならないものの一つです。漢方医学を大切にしたいと思います。 

 

専務理事挨拶          （埼玉県） 秋田 治之 

専務理事挨拶          （東京都） 石野 博嗣 

事務局長挨拶          （東京都） 古田 誠 

理事挨拶             （東京都） 大川 豐 
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山田光胤先生に弟子入りして早 33 年になります。丁度ネルソン先生の所から

帰って慶応に戻り山梨医科大学に赴任した時です。その後、文部省から厚生省に

移り兵庫に赴任、その間に世の中は IT 化が進み、コンピューター技術者が内科医

の代わりをする時代が目の前に迫っています。 
 

西洋医が聴診器技能を捨て、エコー技術者の前に破れた一方で、漢方医は技

能を継承してきました。そのお陰でコンピューターに打ち負かされず、益々医学の

世界に「攻め」の姿勢を貫いていくことが出来ます。先達の技能を継承し、医会の

ために貢献したいと思います。 

 

 

 

 

漢方薬の保険外しをはじめとして、漢方医学を取り巻く非常に厳しい情勢に危

機感を抱いております。この様に重大な事が、国民に知らされないまま粛々と進め

られようとしています。日本の宝である漢方医学を亡き者にしようとする動きに異議

を唱えていきましょう。 

 

 

 

 

漢方医療を取り巻く保険情勢は不穏な状態が続いており、治療にあたる医師側も正

しく漢方薬を使用し、患者様の健康管理・維持のために役立てなければなりません。 

政府は医療費削減を狙って、セルフメディケーション（自己治療）という医師に掛からず

に治そうという無謀な取り組みを具体化しようとしています。 
 

私の専門である小児のアレルギー性疾患は、西洋薬では症状が改善しない患者様

が多く、漢方治療を求めて来院されます。微力ではありますが、我が国の伝統医療の

漢方を守り、発展させていくために努力いたします。 

 

 

理事挨拶             （兵庫県） 野崎 豊 

理事挨拶             （北海道） 久保田 達也 

理事挨拶             （大阪府） 佐守 友仁 
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漢方治療は世界に誇れる歴史を持ちますが、系統だった治療法としてみる場合 

現在は国内ですら誤解が多い状況です。浅学菲才の身で恐縮ですが、わが国で

まだ認知度が低い正当な漢方診療を発展する目的のため、本会を通じて、微力な

がらお役に立ちたいと思っております。よりよい治療のためによろしくご協力のほど

お願い致します。 

 

 

 

東京、巣鴨で開業しております松田弘之です。今期、再び理事をやらせていた

だくこととなりました。どうぞよろしくお願い致します。以前は、漢方医療はただ真面

目にやっておればよいものと信じて疑いませんでしたが、理事就任後は、実は、外

界には様々な圧力があり、漢方の保険診療や漢方医療を守り、普及させるために

は目に見えない多くの努力や活動が必要という問題にことに気づかされた次第で

す。今後も微力ながら力を尽くしたい所存です。 

 

 

 

現在、医療法人社団方伎会八丁堀石川クリニックに勤務致しております。出身

地は東京。東京医科大学卒業後、同大学の麻酔科学教室に入局し臨床麻酔とと

もにペインクリニックに携わったことから漢方の道を志すこととなりました。漢方は非

常に奥深くまた私自身も助けられることが多いので、毎日が学びの連続です。まだ

まだ若輩者ではございますが、今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

 

このたび理事にご推薦を頂きました山下と申します。健康保険から漢方が外され 

そうになった時は、反対署名は患者さんからしか頂けません。その為には、患者さ

んが漢方は必要ということをわかって下さらなければなりません。患者さんに常にベ

ストな漢方を投与できるよう、我々が日頃の勉強を怠らないようにしたいものです。 

理事挨拶             （福岡県） 久能 治子 

理事挨拶             （東京都） 松田 弘之 

理事挨拶             （東京都） 古屋 京子 

理事挨拶             （香川県） 山下 和彦  



8 

 

 

 

はじめまして。静岡県浜松市で開業しております、玉嶋と申します。今回、新た

に理事の仕事をいただきました。漢方医療は、患者と医療者がともに喜びあえる、

日本には欠くことのできない大切なものだと思います。微力ながら、日本の漢方医

療を守るために努力する次第であります。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

本会発足以来、長い間理事や監事を担当させていただきましたが、今年で退

任致しますので、日頃の思いを挨拶とさせていただきます。本会は日本東洋医

学会を支え、両輪で発展していくべき立場であります。しかし、会員数が増加し

ないのはなぜであろうか。監査する度に気になっていました。もっと活躍する為

には、有効に使える費用が必要で、それには会員の増加が必要です。それこそ

が本会が更なる発展を遂げる根本条件だと考えます。ぜひ、医会の会員の皆さ

まには、日本東洋医学会会員へ働きかけ、本会への入会を強く呼びかけていた

だければと思います。 

 

 

 

本会は、漢方医療の普及推進を図るために、行政や国政に対しても政治活

動ができる唯一の組織です。運営がこれまで同様、円滑に遂行出来るように務

めてまいりますので、会員の諸先生には、宜しくご指導をお願い致します。 
 

最近は過剰な医療を戒める世情と反省が広まりつつありますが、漢方医療に

おいては有効性が評価され、週刊文春の「この漢方薬が効く」の特集記事のごと

くマスコミも好意的な捉え方を見聞するようになりました。医療界でも「国民の健

康と医療を担う漢方の将来のビジョン研究会」（高久日本医学会長の主導）が発

足しています。また、政界では当医会の顧問の松本純氏と「日本の誇れる漢方

を推進する議員連盟」代表世話人の加藤勝信氏の両大臣の就任もあり、私共が

行う漢方医療をこれまで以上に支援して頂けるものと心強く、喜ばしい環境が整

えられて来たと念じています。 

理事挨拶             （静岡県） 玉嶋 貞宏 

監事挨拶             （静岡県） 二宮 文乃 

監事挨拶             （東京都） 村田 高明 
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漢方は、古来より人々の生活の中に溶け込み、私たちの心と身体全体に着目し

病気の治癒と未病を改善してきました。 
 

世界トップクラスの長寿、超高齢社会の我が国を支え、今後も社会に不可欠な伝

統医学です。 
 

 

2014 年、初めて日本人の男性の平均寿命が 80 歳を超え、翌年 80.79 歳にまで 

伸びました。女性は 87.05 歳となり男女ともに世界トップレベルです。 
 

介護保険の創設に携わった私としては、平均寿命の延びを嬉しく思う反面、健康

寿命も延ばしていくべきであると考えます。 
 

日本の健康寿命は男性で 71 歳、女性で 74 歳ですが、平均寿命との間には大きな

開きがあります。健やかな老後を過ごし、活力のある日本を創るためには健康寿命

を延ばす必要があります。 
 

そこで、安倍政権は日本再興戦略 2016 において、2020 年までに、健康寿命を１

歳以上延ばす数値目標の達成に向けて、各年の工程表を定め、様々な施策を講

じています。新たな漢方を増やすため、漢方製剤となる植物の研究にも力を入れ

ています。 

 

健康寿命を延ばすためには、漢方が健康保険の適用を受けることを通じて、より 

多くの人々の健康維持、病気の治癒に役割を一層果たし続けることは言うまでもな

く、日々抱えている肩こりなどの身体の悩みまで応えることが必要です。そして、そ

の結果として医療費が削減され、持続可能な社会保障に貢献していくものと考え

ています。 

 
超高齢化社会における 

健康寿命の延伸と漢方活用について 
               
 

                        参議院議員 衛藤 晟一 



10 

 

近年、皆様方の御尽力もあって、全国の大学で漢方の講座が増えるなど歓迎す 

べき状況にあります。 

 

私は、「日本の誇れる漢方を推進する議員連盟」の副会長としても、漢方の安定 

供給と普及にこれまで以上に取り組み、国民の健康とさらなる長寿社会の実現に

尽力してまいります。 

                                     参議院議員 衛藤 晟一 

 

 

■参議院議員 衛藤 晟一 氏 プロフィール 

・所属会派 自由民主党 全国比例選挙区 選出 
 

・参議院における役職 （H28.8.1 現在）  

内閣総理大臣補佐官 

文教科学委員会委員 

北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会委員 

国の統治機構に関する調査会委員 
 

  ・自由民主党における役職 

自民党障害児者問題調査会会長 

自由民主党大分県支部連合会会長 
 

・議員連盟 

日本の誇れる漢方を推進する議員連盟 副会長 

   

 

 

  

この度は、顧問に就任いただいた参議院議員 衛藤晟一先生にご寄

稿いただきました。漢方擁護にも尽力されている衛藤晟一議員の活動

を当会は今後も支援したいと考えております。 
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皮膚症状＝証ととらえて治療                          スライド 3 

‘皮膚科領域で漢方薬を活用するために’という冊子がありました。その中で皮

膚科の先生方が対談されてるのですが、皮膚科医は病理組織像が頭に入ってい

ますから、皮膚に現れている症状から病理学的にわかるんだよと。 

例えば、皮膚に水疱形成などがあれば真皮の上層に水が貯まっているから水滞

ということで利水作用のある生薬を選んで考えましょう。血管拡張は、炎症です。こ

れは熱ですので清熱作用のある方剤を考えましょう。老廃物がたまっていて、いか

にも肌が汚いときには瘀血ですから駆瘀血剤を考えましょう。乾燥は、ストレスがか

かるとドライスキンになるのは動物実験でも明かですが、中医学的には血は濡養作

用といって、身体に栄養と潤いを与える作用があります。血虚と津虚の立場で治療

していきます。そして食養生が大事と言われています。そのなかでいくつか薬が紹

介されています。 

 

十味敗毒湯                                   スライド 4～16 

十味敗毒湯は、夏秋先生が皮膚の炎症が比較的浅いもの、程度のひどくないも

のに良いと言われています。柴胡剤ですから腹診的には腹力中等度で胸脇苦満

があるわけですけれども、正常な皮膚があって毛嚢を中心に、あるいは比較的浅

い化膿性のようなときに使います。大塚先生、山田光胤先生は、これに加連翹とし

てよく使用されております。 

また荊芥連翹湯は、同じ少陽病期の薬でも、こちらは皮膚全体がドライスキンに

なっていて、その上に奥のというか厚さの深い皮疹が出るときに使われます。 

黄連解毒湯、白虎加人参湯、越婢加朮湯、温清飲、その他というのがよく使わ

れております。消風散はその他にあります。 

 

日本臨床漢方医会総会 講演会 

難治性皮膚疾患における漢方治療の試み 

 

日時／平成 28年 6月 5日 

演者／織部 和宏（織部内科クリニック院長） 
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スライド 18～20 

漢方を専門にしているとアトピー性皮膚炎を初め色々な皮膚疾患の方が来られ

ます。大きく次の患者さんに分かれます。A：近所に住んでいて皮膚科にいくのが

面倒くさい。「先生内科やろ、ステロイド出してくれたらいいんや」という感じです。

B：皮膚科に通院していたがすぐステロイドを経口や塗布剤で出されるのが嫌だ。

抗アレルギー剤を服用すると眠気と口乾で続けられない。C：皮膚科の治療でなか

なか治らないといった理由が多いですね。 

私の経験では B の人は性格的に猜疑心が強かったり、マスコミの影響をまともに

信じ込みやすいタイプの人が多いです。C の人は漢方でも当然難治性ですが、

色々工夫して少しでも良い方向を目指して頑張るしかないわけです。 

 

漢方治療の原則                                  スライド 21 

一般的に皮疹の性状に基づき、ジュルジュルした浸潤性にはエキスであれば消

風散。乾燥というのは、ドライスキンは血虚のあるいは津虚の一部でありますので、

普通は四物湯ないしは生脈散をベースに、特に皮膚疾患のかさかさには阿膠を追

加すると大変よく効いてまいります。炎症が強い時は、黄連解毒湯、特に黄連です。

また石膏を上手に利用します。 

浮腫（炎症性の浮腫）には、茵蔯五苓散や麻黄と石膏の入った方剤に五苓散的な

ものを加えるとよく効いてきます。 

 

皮疹の出る部位によって                             スライド 22                   

特に、頭～顔～頚に関しましては、虚証では桂枝加黄耆湯をベースに、眼瞼周

囲や口囲には、二宮先生がおっしゃっていた梔子柏皮湯（山梔子、黄柏）を合方し

ます。痂皮を伴う湿疹には、治頭瘡一方を合方します。アクネは、清上防風湯、十

味敗毒湯ですが、今ひとつの時は駆瘀血剤を合方します。膿疱症は、一般的には、

例えば手掌、足蹠の掌蹠膿疱症で病巣感染が絡んだと思われる例には十味敗毒

湯や荊芥連翹湯をベースに使っていきます。手や足の裏が火照るという例には、

小柴胡湯と鑑別しながら三物黄芩湯で対応します。末端の手指とか足の先が乾燥

して亀裂、ひびﾞ割れをきたしているときは温経湯をベースに考えます。凍瘡性は、

当帰四逆加呉茱萸生姜湯をベースに、どちらかというと毛細血管から静脈環流系

に少し滞りがあるケースが多いので桂枝茯苓丸加薏苡仁あるいは腸癰湯を合方し

ます。下肢うっ滞性には、桂枝茯苓丸加薏苡仁＋防已黄耆湯です。 
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全身性の場合                                    スライド 23 

まず、上半身、下半身を虚実に分けて使っていきます。下記の様な代表的な処

方があります。 

  上半身 虚 桂枝加黄耆湯  

実 桂枝二越婢一湯、葛根湯 

  下半身 虚 防已黄耆湯 

        実 越婢加朮湯 

 

病位、病期が大事                                 スライド 24 

まずどんな病気を診ても傷寒、金匱の流れの中で私たちのグループは、風邪で

あろうとアトピーであろうとどういう病態であろうと、まず陽病なのか陰病なのかを判

断します。陽病であれば、太陽病、少陽病、陽明病のどれの病期に属するのか？ 

陰病であれば、太陰病、あるいは少陰から厥陰なのか？ そして虚実に分けて、そ

れにふさわしい方剤を頭に入れておいて、それをベースに考えていくわけです。 

 

加味方として                                    スライド 25 

炎症が強いときには、清熱解毒作用的な生薬を中心に、例えば荊芥、連翹、黄

連、石膏を。痒みに関しては、袪風湿剤も一つの候補ですが、それから表証に効く

生薬（樸樕、蝉退、防風、羗活）と、化膿であれば抗生物質的な効果のある生薬

（荊芥、連翹、金銀花、桔梗）をかぶせていきます。排膿目的には、桔梗、枳実ある

いは芍薬を加えた方剤が良いわけですけれども、エキスでは排膿散及湯を上手に

活用します。苔癬化、にきび、疣贅に関しては、薏苡仁です。肝斑は、山梔子と、

それから玉竹なども黒ずんだものに良いといわれています。乾燥は、血虚あるいは

津虚とみて四物湯あるいは阿膠、麦門冬、五味子とか人参とかを考えて使っていく

ことです。 

 

病位、病期も重要                                  スライド 26 

太陽病、虚証、顔面湿疹です。基本的に桂枝の入った方剤は、薬徴（吉益東洞）

で衝逆とか上衝というようなことが言われていますように、顔全体あるいは特に眼の

周りや頬がふわーっと紅くなってくるようなのが桂枝を使うポイントになります。 

 

スライド 27：症例 1   スライド 28：症例 2  スライド 29：症例 3  スライド 30 
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顔面の各部位の湿疹は、虚証では桂枝湯をベースにした桂枝加黄耆湯が基本

方剤となります。中間証には桂枝二越婢一湯ちょっと進むと葛根湯をベースに考

えていくわけですけれども、その中で黄耆の働を大塚山田流では重要視しており

ます。黄耆は東洞の薬徴では「肌表の水を主治」となっていますが、中薬学では 

①補気昇陽 ②固表止汗 ③托瘡生肌 このあたりを中心に考え使っていきます。 

 

顔面の湿疹                                       スライド 31 

部位別の加味方として、眼瞼や口の周囲の炎症には、山梔子、黄柏を、頬の赤

みの強いときには、炎症の強さ、便秘の有無にもよりますが、黄連（大黄）、黄連解

毒湯を、そして化膿傾向があれば、桔梗、薏苡仁、金銀花、枳実を加えます。炎症

が強い場合には、荊芥、連翹あるいは金銀花ですが、これは非常に良いです。場

合によっては、麻黄、石膏を上手に加えます。痒みには、樸樕、蝉退、防風、羗活

がよく使われています。 

顔面湿疹は、女性に多く、化粧品がらみが多いようです。どんな病気もそうです

が、まず便秘があるかないかを確認します。特に皮膚疾患においては便秘をばっ

と一喝すること一蹴することで、すっと引いていくことがあります。 

赤味についてですが、眼の周りが赤く汚いのであれば、梔子柏皮湯です。顔全

体が赤くなったのであれば、黄連解毒湯を合方すると良いようです。 

スライド 32～33：症例 4 スライド 34～35：症例 5 スライド 36：症例 6 

スライド 38～39：症例 7 スライド 40～41：症例 8 

 

腹証は 

こういう難治の場合には、皮膚表面を見て、そちらの方で方剤を組むのか？ 

ちゃんと病位病期、太陽、少陽、陽明と捉えて治療をしていくのか？ 腹診をしっか

りとって腹診の方から決めていくのか？ という 3 通りの方法があるわけです。 

スライド 42～47：症例 9 スライド 48～50：症例 10 スライド 51～52：症例 11 

 

全身性の皮膚疾患                                  スライド 53 

まず A アトピー性皮膚炎ですが、病位、病期、虚実、皮疹の性状、そして腹診に

よって方剤を決定しています。 

大事なのは、一見表熱のようにみえても増悪し、悪化因子として裏寒があること

です。従ってすごく激しい症状を見たときは、ついその激しい症状に眼を奪われる
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わけですが、ひょっとしたら裏寒があるかもしれないので、冷えているところが芯に

ないかどうかということをいつも頭にいれて診る必要があります。そのとき、激しい症

状の割に脈が沈遅とか沈微細とか、手を握るとちょっと冷たいところがあるとか、背

中がちょっと冷えているとか従来の陽証だけの症状では説明できないものがあると

きにはそれを考慮します。また舌診なども考慮します。 

 

従来の方剤で、うまくいかないとき              スライド 54～63：症例 12 

この場合は、3 つ考えるわけです。一つは、まだ発表が足らない。要するに皮膚

の病気は発散させて直すのが一つの方法ですね。二つ目は、中和する。三つ目

は、皮疹に表熱があって、裏には寒がある。その三つを考えて攻め続けていくわけ

ですが、発表するテクニックの一つに脱皮療法があります。これは、桂枝とか麻黄と

かを使って一気に発散させて蛇が皮をむくように脱皮させようというテクニックです。

そこで前方に麻黄、石膏を追加しています。 

 

桂枝湯系の方剤で皮疹が悪化する場合、副作用の可能性もありますが、中の毒

が表面に浮き出つつあると判断した場合には、たとえば桂枝湯に麻黄湯や越婢湯

などを合方し一気に発表させると、わぁーっと皮が剥けて脱皮して改善することが

あります。これは「瞑眩(めんげん)」の一種かなと考えています。 

 

湿疹の悪化要因                          スライド 64～68：症例 13 

ひとつに背景にストレスフルなことがあります。それがあると治りかけていても急に

悪くなったりします。それから飲食の不摂生ですね。ちょっと変なものを食べたとか。

そう言うときには、従来の単なる皮膚科的なお薬よりは、そういう風な肝欝的な背景

を考慮した治療をしないとうまく行かないケースがあるのです。それを考えすぎた失

敗例です。 

スライド 69～73：症例 14  スライド 74～75：症例 15 

太陽と少陽の併病 

表証の薬だけ使っても効かない、逆に裏寒の薬だけを使っても、うまくいくケース

もありますが、いま一つと言うとき表熱＋裏寒の療法を併治で行くのもテクニックの

一つです。桂枝加黄耆湯に附子理中湯を合方していますが、下痢はない上に皮

疹もみるみる良くなっています。 
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老人性皮膚炎（皮膚掻痒症）                         スライド 76 

大塚先生、山田先生は、虚実で分けて使われています。その治療原則は、実証

では温清飲。虚証では当帰飲子です。 

抗アレルギー剤、抗ヒスタミン剤は眠気、口渇、判断力の低下等を起こす事があ

りますが、漢方薬はそういう心配がなく大変よく効く事を数々経験しています。 

スライド 77～78：症例:16 当帰飲子＋十味敗毒湯 

 

蕁麻疹                                        スライド 79 

これも虚実、寒熱に分けて治療しています。一応、熱証、寒証そして急性、慢性

に分けて処方しています。原因を突き止める事が大事なことは言うまでもありません。

寒証は、真武湯合桂枝加黄耆湯が良く、附子を適宜追加して使用します。                     

熱証の急性期には黄連解毒湯合茵蔯五苓散（便秘があれば三黄瀉心湯）。慢性

期では便通の管理が大事ですが、柴苓湯あるいは防已黄耆湯合消風散あるいは

十味敗毒湯です。 

以上はあくまでも基本原則であり、バリエーションは色々ありその都度、腹診を参

考にして処方しています。 

スライド 80～81：症例 17 

 

帯状疱疹                                       スライド 82 

急性期で赤味や熱感が目立つケースには、私は黄連解毒湯合茵蔯五苓散を、

熱感、特に水疱が目立つケースには、越婢加朮湯合茵蔯五苓散を使います。な

おゾビラックス 600mg～1200mg 分 3/日併用する方が無難です。 

帯状疱疹後神経痛には、桂枝加朮附湯合四物湯を、これは神経痛、神経障害

はほとんど血虚が関与しているからです。血虚をベースに、局所的に水滞があるの

か、冷えがあるのか？というのを考えて方剤を組んでいくわけです。 

異痛症に対しては、平田先生ご提唱の麦門冬湯合六味丸を使います。 

 スライド 83～84：症例 18 黄連解毒湯合茵陳五苓散 

スライド 85～：症例 19 桂枝加黄耆湯合茵陳五苓散 → 桂枝加黄耆湯合消風  

痛い → 桂枝加苓朮附湯加附子末 痒みが強い → 桂枝加朮附湯合当帰飲子 

 スライド 90～97：症例 20 桂枝加黄耆湯加附子 → 越婢加朮湯合茵蔯五苓散 

スライド 98～99：症例 21 

症例 21 のケースでは、経絡的なものや、場所を考えて基本方剤を決める場合と、
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全体的な考えで方剤を決める場合とがあるのですが、場所を半分考えながら葛根

加朮附湯に茵陳五苓散を合わせて処方しました。 

 

帯状疱疹後神経痛が改善しない症例             スライド 100～103：症例 

こういう場合には、突っ張るか、四つに組むかです。突っ張ると言うことは、皮疹

の赤味とか性状をみてちょっと強烈にどかんと行く。四つに組むと言うことは、お年

寄りですから気血両虚がベースにあるので、そういった立場から方剤を組んでいく

ことです。 

そこで体力免疫力の回復を図るために、煎じ薬で十全大補湯加附子を処方して

います。皮疹は回復したが神経痛がなお残るため、こういった神経痛が残るときは、

血虚的な面が強いために四物湯をベースに牛膝とか杜仲とかを加えると有効です。

このため疎経活血湯を追加しています。 

 

円形脱毛症                                  スライド 104～ 

これには自慢のカルテとつらいカルテと二つあります。中学二年生の男の子が

いじめに遭って頭が全部禿げてしまいました。いろんな所に行っても治らなかった

のですが、柴胡桂枝湯加竜骨牡蠣できれいに治りました。そのお父さん(40 数才)

が、頭が禿げてきている。何とかならないか？と。こういうタイプは絶対治らない確

率が高いのです。 

円形脱毛症は、特に女性の場合は 99%きれいに治り、男性でも 80%位は治ります。

しかし、いわゆる壮年性の脱毛はだめですと言ったのですが「かけてください、僕

に！」というので、柴胡加竜骨牡蛎湯＋六味丸 1/2＋四物湯 1/2 で出したら、みる

みる生えてきました。信じられないくらいよく生えました。そうしたら同型タイプの、カ

ツラを買ったらという様な人を何十人と連れてこられましたが 2 勝 28 敗でした。だか

ら円形脱毛症以外はダメですよと言っています。 

スライド 105 

和田家の口訣に「男女共に櫛けづる度に髪ぬけ年不相応に髪の少なき．．．｣ 

年不相応に髪が抜けるというのは、ストレスです。大柴胡湯が大いに効果があると

言っていますが、大柴胡湯に竜骨、牡蠣をかぶせた方がずっと良いようです。 

スライド 106 

その他、桂枝加竜骨牡蛎湯や加味逍遥散などがあります。特に女性には加味

逍遥散単独ではなかなか効かないので竜骨と牡蠣を加えて、すこし地黄と阿膠を
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加える、あるいは人参を少し加えると急に効いてきます。 

スライド 107～109：症例 23 円形脱毛症に加味逍遥散合半夏厚朴湯加竜骨牡蠣 

スライド 111～114：症例 24 抑肝散＋桂枝加竜骨牡蛎湯 

スライド 115～：症例 25 

 

しもやけ                             スライド 120～122：症例 26 

水仕事、柿を食べて悪化する。外を冷やしても悪い。中を冷やしても悪い。増悪

因子として、冷えが関連しています。駆瘀血剤と日本では一言で言いますが、中医

学的には活血薬といって動脈系の拡張をしてよくするものと化瘀薬といって末梢

（毛細血管）から静脈系へのもどしを良くするものの二通りがあります。当帰芍薬散

とか当帰四逆加呉茱萸生姜湯など活血薬が主で、桂枝茯苓丸は毛細血管からの

還流を良くします。両方を併用した方がいいだろうと言うことで、当帰四逆加呉茱萸

生姜湯合桂枝茯苓丸加薏苡仁を出しました。生活指導も非常に重要で手の温浴

と果物など陰性のものを控えなさいと指導しましたところ。みるみる回復してきれい

になりました。 

スライド 123～126：症例 27 スライド 127～130：症例 28 スライド 134～：症例 30 

 

下肢のうっ滞性紫斑性湿疹                 スライド 138～141：症例 31 

十味敗毒湯＋桂枝茯苓丸加薏苡仁 瘀血を一気に出すために昼間 3 回内服さ

せると下痢しすぎるので寝る前だけ桃核承気湯を使いました。駆瘀血剤でも少し大

黄も使用してパワーアップさせる必要があります。 

スライド 142～145：症例 32 

 

尋常性乾癬                           スライド 146～160：症例 33 

温清飲加味をベースに処方を組むことが多いです。これでうまく行かないときは

駆瘀血剤を合方することが多いのですが、では、一の手、二の手、三の手がつきた

ときにどうするか？ということであります。 

症例 33 では、それまでは消風散→温清飲→治頭瘡一方など、効きそうな薬が

いっぱい出ていました。そこで、温清飲加荊芥、連翹、樸樕、黄耆、石膏、阿膠を

投与しましたが、一進一退でした。駆瘀血剤と言うことで桂枝茯苓丸加薏苡仁を合

方して投与しました。いま一つと言うことで、伝家の宝刀を抜こうと紫根牡蛎湯を処

方しました。 
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その後、こんなに良くなったのに、この白い抜けが何とかならないと言われました。

よく白斑症といわれるものは、大塚先生の本を見ると越婢加朮湯とかいろいろ書い

てありますし、駆瘀血剤とは逆な気がするし、じゃあ血虚なのかなということで四物

湯をベースに組んでみても、なんか苦労するんです。しかし、この方は続けていた

ら、だんだんきれいになってきました。 

 

紫根牡蛎湯について                               スライド 161 

紫根牡蠣湯は水戸西山公の蔵方のようですが、「無名の悪瘡」「頑瘡」「痒瘡嶮

悪の証」を治すとあります。当帰、芍薬、川芎、大黄、升麻、牡蠣、黄耆、甘草、忍

冬、紫根の十味ですが、この中で紫根、牡蠣、忍冬がポイントだと私は考えていま

す。 

 

全身性の難治性湿疹の症例                   スライド 162～：症例 34 

桂枝加黄耆湯合越婢加朮湯加荊芥、連翹、樸樕を投与しました。暖まると悪い

と言うので白虎加人参湯合黄連解毒湯合桂枝茯苓丸加薏苡仁を投与すると反っ

て悪く、紫根牡蛎湯合黄連解毒湯加荊芥、連翹、蝉退を処方しました。 

 

スライド 174～ 

皮膚疾患を診る場合には、普通は傷寒金匱の病位病期に基づいて、虚実、乾

湿を分けて方剤を組むわけです。表面的にそれでうまく行かないときには、背景に

ストレスフルなものがあるか？ 裏が冷えているためになかなか病邪を追い出すこと

ができないのか？ 場合によっては真っ赤になっているのに芯が冷えているのには

通脈四逆湯がありますが、熱が冷えている中に入っていかない格拒という病態であ

れば、芯をばかーっと暖める通脈四逆湯とか、あるいは茯苓四逆湯とかをドーンと

いくなど、いくつかテクニックがありますが、その中の一つに、難治性で従来の方法

でうまく行かないようなケースには、紫根牡蛎湯も一つの方法としてあるということで

お話をさせて頂きました。 
 

それ以外に、難治性皮膚疾患に対して知っておいた方が良い処方として大連

翹飲(万病回春)もあります。 
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結語                                       スライド 175～ 

漢方一筋にやってきて気がついたのは、最近西洋医学の専門性がなくなってき

たということです。私は、昭和 48 年に神戸大学を卒業して三年は放射線医学教室

で主として癌の診断治療をやって、それから消化器を主にやっていました。膠原病

と消化器がメインで、日赤に就職したときには消化器疾患中心に GIF、ERC、CF で

生活をしていたのですが、開業してからは漢方中心にやってきました。 
 

妻が｢あなた漢方やらずに、西洋医学だけ消化器だけでやってきたらどうだった

の｣と言うんですね。たぶん資産は今の三倍位になっていたと思います。そして今

頃は引退してハワイで左うちわの生活をしていたと思うのですが、なかなかそういう

訳にもいかない。西洋医学だけやっていれば遅れてしまい、最近は老眼も入って

きているし、もう内視鏡もできないし、どうしたら良いのかな、最先端のものを使いこ

なすにはどうしたらいいのかな？と。 
 

でも漢方はですね、やればやるほどだんだん経験が増えてきて、そして読まなけ

ればならない本が山のようにあります。これは年を取っても脳が萎縮しない限りは

やれる学問だなあと、ほんとにやって良かったなと思います。少々のお金には換え

られないものだと思っています。 
 

そういったすばらしい東洋医学を残していくためには、しかも若い人たちにどん

どんやってもらう為には、やっぱり保険から漢方が削られてはいけないと思うんです。

私はこの日本臨床漢方医会を含めて多面的に、まず政治家の立場から、あるいは

一般の人に至るまで、多重構造で運動していかないと、こんなすばらしい世界が失

われてしまうのではないかと大変危惧しております。月に 1 回医大に教えに行って

おりますが、学生さんたちは目を輝かして聞いていてくれているのです。「こんな世

界があるのですか！」と。そういった人達の為にも先生方と一緒になんとか漢方を

残していきたいと頑張っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（副理事長 織部 和宏） 

 

 

（注）本稿は、講演会の内容を元に改変して作成しています。なお、講演会動画は、

https://youtu.be/t3p-1ZsS-nU で YouTube の動画をご覧になれます。スライドは  

http://kampo-ikai.jp/info/dr-oribe2016  にアクセスし、パスワード欄に 

ikai0610265  を入れると参照可能です。動画とスライドを併せてご覧ください。 
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今年、高松にて開催された日本東洋医学会学術総会中に例年通り日本臨床漢

方医会も開催されました。その中で昨年に勃発しました「医療用漢方エキス製剤の

保険給付除外問題」および保険給付問題の歴史、そして本会の設立の経緯をご

説明しました。今回は紙上にて、再度、諸問題について略説させていただきます。

なお、当日の模様は当会のホームページ上でネット配信される予定です。そちらの

方も是非ご覧ください。 

 

漢方薬が保険収載された経緯 
 

漢方薬が保険収載された時代背景には、サリドマイド禍に代表される合成薬に

よる諸問題とともに、外交的には日中国交回復も一つのきっかけといわれています。

農業国であった当時の中国から日本が輸入できる品目は限られ、二国間貿易が

不均衡防止も保険収載を後押しする要因であったと推察されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19回 日本臨床漢方医会総会 

 
 

保険削除問題の歴史と背景 
 

そして未来のために何をすべきこと 

                          

専務理事 川越 宏文 
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さらに重要な要素があります。それは当時の日本医師会長・武見太郎先生が漢

方薬の薬価収載を後押しされました。その理由についてご子息である参議院議員

武見敬三先生は「漢方保険収載は医師の裁量権の拡大。もし、目の前の患者に

漢方薬が効くと医師が判断した場合、健康保険が使えれば、各医師が考える最善

の医療が提供できる。会長は医師が考える最善の医療を国民に提供できる国をめ

ざされた」とのことでした。 

 

 

 

医療用漢方保険外しの略史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漢方薬が薬価収載された後になり、日本の財政問題が起こりました。このまま医

療費が増大すると国を滅ぼすという極端な議論にも繋がります。政府が問題視した

のは急増する薬剤費であり、それを削減する目的でいわゆる市販類似薬(漢方薬、

ビタミン剤、パップ剤、うがい薬など)である薬剤の保険給付率の削減、もしくは中止

を掲げるようになりました。 
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市販品として販売されているものをわざわざ保険給付する必要がないというもの

です。これらの薬剤は薬剤費全体のごく一部に過ぎません。仮にそのようなことが

なされても財政的にどの程度貢献できるのか大変疑問です。そのような理由から

「漢方外しそのものは存在しない」という楽観論者が東洋医学会内にもおられたよう

です。それは大きな間違えです。我々の漢方を愛する医師が手弁当で戦ってきた

歴史があります。それをキチンと理解していただきたいと思います。 

 

保険外しのスタートは昭和 42 年、大蔵省から「大衆薬は外してしまえ」と言う話が

ありましたが、大蔵大臣と自民党三役に預けて実現しておりません。その 12 年後に、

『医療費亡国論』で有名な厚生省の吉村次官は「胃薬、風邪薬、貼り薬、漢方薬は

外せ」と主張しました。この年こそ武見太郎先生が退任された翌年です。平成 5 年

に厚生省の幸田事務次官から、「食うことと寝ることと薬の一部は自己負担。その薬

とは、漢方、パップ、ビタミン剤」と発言があります。同年に、一般用医薬品類似医

薬品の給付のあり方についてということが出ています。平成 6 年に一部給食費とか

ビタミン剤は給付からはずれていっています。 

 

そして、何度かの危機的な状況があり、民主党政権で行われた事業仕分けの中

で再び漢方外しが急浮上しました。実はこの時も大変危ない状況で、予算策定の

ぎりぎりのところまで結論が見えませんでした。全国の会員の皆様にもお力をお借

りして百万近い反対署名を集め、厚労省に提出しました。最終的には民主党の小

沢一郎幹事長から保険外しはしないという確約を取り付けました。ほっとしたのもつ

かの間、昨年の保険外し問題に続くこととなります。 

 

 

昨年の保険外し問題の特徴 
 

 去年の富山で開催された日本東洋医学学術総会の初日の読売新聞第 1 面に驚

くべき記事が出ました。なんと実施確実項目に漢方保険除外と明記されました。昨

年の騒動はこれまでと次元の違う財務省の新たな戦略が隠されていました。そのこ

とを貴方はご存じでしょうか。 

 

 騒動のスタートは財政諮問会議財政制度審議会でした。 
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市販品としてすでに十分に定着した市販品類似薬すなわち漢方の保険給付の

完全除外の加速が必要と、強い文言で書かれておりました。何の徴候も無い海水

面に突然、大きな潜水艦が浮上してきたようです。この財務省ホームページに関す

る情報を東洋医学会事務局に連絡、学会事務局も把握されていない情報でした。

そして、驚かされたのは、民主党騒動と次元が異なる問題点が提起されました。 

 

 

満量処方問題 
 

 貴方は「満量処方」という言葉を耳にしたことがありますか。一般用漢方薬のうち、

医療用漢方製剤と同等の濃度を持つ処方のことです。すでに複数の製薬会社か

ら発売されています。民主党騒動時は一般用漢方薬の濃度は医療用の半分程度

が主流でした。同じ漢方薬でも濃度に差があるので同じ土俵で論じるべきではな

いと主張が成り立ちました。しかし、「満量処方」の出現でその理屈は通らなくなりま

した。さらに医学的理由とは違う次元の財務省からの問題提起を受けました。 
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満量処方が引き起こした税負担の不公平 
 

財務省の文章をわかりやすく説明します。 

葛根湯は複数の製薬会社から満量処方が発売されています。風邪を引いて医者

にかからず薬局で葛根湯を購入した場合、薬代は全額自己負担となるのに対して、

医師から処方されれば自己負担は減り、残りを国が医療機関に補填しています。

財務省は同じ薬を内服しているのに不公平であり、市販品として十分定着した処

方は医師が処方する必要があるのかという疑問を投げかけました。 

これまでの「漢方外し」は全医療用漢方製剤が対象と考え、国民生活への影響も

甚大で全国的な署名活動などの国民の反発が目に見える形となりました。しかし、

葛根湯や小青竜湯など少ない品目だけが対象であれば、国民の抵抗も少なくなり

漢方外しの可能性は高まってくるのです。 
 

「ある程度は仕方ない」という意見も耳にします。しかし、それこそが「蟻の一穴」

となる恐れがあります。先例主義という言葉があります。これは以前決められた判断

はその後の判断に大きく影響するということです。最初は数処方であった保険外し

が最終的には全て外れるということもあながち夢の世界ではないのです。この税の

不公平感に対する明確な答えを東洋医学会にはキチンと対応していただきたいで

す。財務省はエビデンスなどには興味を示さないようです。 

 

 

セルフメディケーション推進と漢方外し 
 

財務省の文章には「セルフメディケーション推進の観点から」と必ずつきます。で

はセルフメディケーションという耳障りのいい言葉は何を表しているのでしょうか。 
  

すでにセルフメディケーションの研究会は立ち上がっています。その意味を概略

すると「自己管理に必要な健康増進、予防、生活支援に伴う市場、産業」となります。

ここでいう産業とは医療産業だけでなく、「電子化の促進」など目的とした IT 産業な

ども絡んできます。この事業展開でお金が沢山動くようです。セルフメディケーショ

ンとは大きな利権なのです。此の推進のため、政府は驚くべき誘導策に予算をつ

けています。一般用の医薬品を買った人（病院に行かずに薬局で薬を買った人）

には税金を安くするのです。 
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保険外しに対抗するには 
 

財務省主張ある「一般に定着した」という文言は「漢方は安全な薬剤であるから

医師の管理が必要ない」と考えているようです。実際の臨床では様々な状況に遭

遇します。漢方でも様々な事態が発生すると思われます。これまでの学会報告で

は有効例の発表がほとんどで、副作用等の報告は漢方専門外の学会からの報告

が先行するという異常な事態が続いています。そのことを反省して自助努力で副作

用問題に取り組む姿勢を示し、漢方も様々な事態が起こりえる、だから医師の管理

が必要であると知らしめるべきと思われます。 
 

また、医療用漢方製剤のメリットとして、医療費削減効果はたくさん報告されてい

ます。しかし、これも多くの医師の間で情報が共有されていません。医療用漢方処

方の社会的経済的意味づけは大変重要な問題です。さらに、安倍首相が提言さ

れている抗生剤の耐性菌問題についても漢方は役に立つと思われます。 
 

昨年の騒動のなかで日本医師会長の横倉先生とも相談させていただきました。

日本医師会とこの問題に真摯に対応していただき、いろんなご助言をいただきまし

た。 

 

 

いまこそ日本臨床漢方医会への入会を 
 

最後にこの会の設立経緯を略説します。繰り返す保険外し問題が起こり、その

都度、日本東洋医学会の有志が手弁当で対応していました。しかし、学会は学術

団体であり、政府や政治家への陳情活動、さらに政治家のパーティー券購入など

の政治活動には制限がかかっていました。宮本会長当時の健康保険担当であっ

た石橋晃先生らのご努力で政治団体としてのこの会が設立されました。石橋先生

は初代理事長になられ、学会の健康険担当委員がそのまま医会の理事に就任し

ていました。ですから、保険担当委員会での会議を終了したあと、サポートメンバー

が加わりそのまま臨床漢方医会の会議になっていました。 
  

 臨床漢方医会設立のパーティーで日本東洋医学会会長宮本先生は「学会と医

会は表裏一体の関係である。お互いに助け合いましょう」と祝辞を述べられていま

す。これができた時の理念です。 

  



27 

 

これは民主党時代の保険外しで署名を提出している場面です。当時の学会会長

でおられた寺澤先生、医会理事長の石川先生と一緒に協力して動いていました。

最近、なぜかこの会と東洋医学会との距離を感じることがあります。その原因の一

つが会の設立の歴史と経緯が理解されていないこともあると思われます。すべての

漢方を愛する医師が患者さんに最善の治療選択ができますよう戦っていく必要が

あります。 
 

 日本臨床漢方医会に入会していただいていない先生方はこの機会にご入会くだ

さい。もちろん、日本東洋医学会に所属していない多くの漢方ユーザーの先生方

にも医会への入会を歓迎します。 

 

                                 （専務理事  川越 宏文） 
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日本臨床漢方医会 平成 28 年 年間報告 
 

  

＜定期総会＞ 

日 時 ： 平成28年6月5日（日） 10：20 ～ 10：50 

場 所 ： かがわ国際会議場 

議 長 ： 渡辺理事長（定款による） 

正会員数 448 名 委任状を含む出席 289 名分 

有効会員総数の 1/3 を超えたため、規約にもとづき本会は成立した。 

 

平成 27 年度庶務報告  

昨年の会員の入退会について報告した。 

入会者：9 名 退会者：31 名 うち物故：2 名 会員数：475 名（昨年末） 

以上の報告後に、物故者を悼み黙祷を捧げた。 

 

平成 27 年度事業報告 

1. 定期総会 および第 18 回講演会 6/14 
 

2. 会報発行 第 18 巻第 1 号 11/1 
 

3. その他活動 (依頼のうち出席したもの）  

  ・ 漢方家庭医講習会       

  ・ 武見敬三議員  セミナー 2/19 7/23 11/26 

  ・ 松本純議員 会合 5/25 6/22 10/19 12/14 

  ・ 鴨下一郎議員 自民党足立総支部 定期大会 2/24 

  ・ 後藤茂之議員 6/9 9/8 11/10  
 

4. ホームページ（HP）・フェイスブック（FB）の運営・管理 
 

5. 季刊メールマガジンの配信 
 

6. 『漢方薬の保険適用除外への反対する声明』を発表 
 

7. 「漢方薬の保険適応外しについて」という案内文を患者さんに配布し、 

漢方応援メッセージを募集した。その後一部を医会ホームページへ 

掲載して紹介した。 

8. 理事選挙の開催 
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平成 27 年度決算および監査報告 

平成 27 年度の決算 （別紙［※1］） および監査の報告がなされた。  

なお本年 2 月 23 日に東京都選挙管理委員会の承認を得ている。 

 

平成 28 年度事業計画案 

1． 会員への情報提供 

    ・ ホームページや会報などによる情報提供 

    ・ 保険による漢方診療のための講習会開催や共催 
 

2． 漢方家庭医制度の確立のために 

・ 漢方家庭医講習会をさらに広域に開催していく。 
 

3． 一般への啓蒙活動 

    ・ ホームページやフェイスブックなどによる情報提供  
 

4． 国会議員、官僚、マスコミなどへのアナウンス 

    ・ 国民医療における漢方の必要性を訴える。 

    ・ 特に国会議員には、引き続き定期的な医会活動状況や 

漢方薬の保険適用継続を働きかける。 

    ・ 特に漢方関連情報を扱うマスコミに対しても、情報を配信し、 

保険適用継続を働きかける。 

5． 生薬問題を始めとする「漢方の存続の危機」について啓蒙活動を行う。 
 

6． 医会会員方が関係している各地で開催される講演会などに 

共催・後援を進める。 
 

7． 他学会、医会、内保連などとの連携 
 

8． 厚生労働省へ伝統医薬局（仮称）設立への働きかけ 
 

9． 漢方愛好会の設立 

10. 漢方の世界遺産化、無形文化財化をすすめる。 

 

平成 27 年度予算案 

平成 27 年度の予算案 (別紙［※2］) を報告し、審議の結果承認された。 
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新理事および新役員の承認 

選挙管理委員会（選挙管理委員： 林 盈六先生 村田 髙明先生）から 

「理事選挙が平成 27 年 10 月 9 日に実施され、下記の如く新理事が決まっ

た。また、選挙は特に問題なく実施された。｣ との報告があった。 

 

規約変更の承認 

以下の規約の追加と変更が承認された。 

 

規約第 10 条（役員の選出）・・・以下の太字下線（但し～決する。）が追加 

1) 役員は公選とし、正会員の中から選挙により選出する。 

但 し、欠 員 および不 測 の事 態 が生 じた場 合 に理 事 会 においても  

推 薦 により役 員 選 出 を行 うことができる。その場 合 は、理 事 によ

る信 任 投 票 を行 い全 理 事 の 3 分 の 2 以 上 の議 決 にて決 する。  

 

     規約第 12 条（役員の任期）・・・太字下線（変更前 2 年 ⇒ 4 年）が変更 

1) 役 員 任 期 は一 期 4 年 とし、再 任 を妨 げない。  

 

漢方エキス製剤の保険給付除外問題について 

          「医療用漢方エキス製剤の保険給付除外の問題および保険給付の歴史、

そして本会の設立の経緯について」の講演を企画し、総会の後に開催いた

しました。特集記事が 21 ページにございますので、ぜひご覧ください。 
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漢方家庭医メーリングリストの開始について 
 

 

 当会では、日常の漢方診療において困った症例などについて、会員の先生方

が相談できる場を設けるため本メーリングリストを企画いたしました。 

まだスタートしたばかりですので、会員の諸先生のご協力をお願いいたします。 

また、不備な点などがございましたら、事務局までご指摘いただければ幸いです。 

 

1) 新規登録について 

  メーリングリストへ登録の他、メールアドレスの変更、退会、質問等については、 

事務局 （jim@kampo-ikai.jp） までお問い合わせください。 

 

2) メールの記載方法 

【症例相談】：漢方症例相談 

【漢方全般】：漢方全般に関する質問、相談 
 

メールの件名に上記 2 区分のどれかをまず記載し、その後に本文内容が分かる

ように記載してください。 

件名の記載例 

例 1 【症例相談】：異常発汗が改善しない症例 

例 2 【漢方全般】：「湿熱」とは？ 

 

3） 注意事項 

・なりすまし防止のため、匿名は原則禁止です。 

・個人情報に関する取り扱いには十分ご配慮ください。 

・受信したメールのメーリングリスト外への持ち出しや引用は、送信者の許可なくし

ては不可です。 

・添付ファイルは禁止です。（ウイルス感染の温床となり得るため） 

・開封要求をつけてのメール送信はしないでください。 

・その他ルールは一般のネット上のマナーに準じます。 
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漢方医検索ページ 

http://kampo-ikai.jp/doctor 

 

事務局からのお知らせ 
 

  

■漢方家庭医講習会の原稿について ［重要］ 

会員特典として、本年 7 月 9 日に開催しました第 8 回漢方家庭医講習会、 

「夏に多い皮膚疾患の漢方治療 ～演者：二宮 文乃先生（アオキクリニック 

院長）」 のスライドと動画が以下のサイトで参照可能です。 
 

【スライド】 http://kampo-ikai.jp/info/kampokateii-8  にアクセス後 

ikai12067900  をパスワードとしてご入力ください。 
 

【動画】 講演会の模様は、YouTube の Web サイト 

https://youtu.be/4NL58DRGtjk  にアクセスすればご覧いただけます。 

 

■会費について ［重要］ 

平成 28 年度の年会費 （１万円） を未納の方に、払込取扱票を同封して 

おります。 発送時期により入れ違いでご入金済みの方は、ご寛容ください。 

当会は会費のみで運営されております。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

■会員情報について 

勤務先やご自宅のご住所等、変更がある場合は 

ご連絡をお願いします。変更がなされないと、医会 

ホームページの漢方医検索ページの情報と実情が 

異なり、事務局からのお知らせも届かなくなります。 
 

 

変更がある場合や新規に漢方医検索ページへ 

掲載希望の方は、お早目にメールか巻末の変更届 

でご連絡ください。  

 

また、病院ホームページなど Web サイトをお持ちの方は当会のホームページ 

http://kampo-ikai.jp  の紹介とリンクの貼り付けをしていただけますと幸

いです。ご協力をよろしくお願いいたします。 
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 ■定期総会・講演会について 

本会の定期総会と講演会は、日本東洋医学会学術総会開催（6/2-6/4）に 

あわせ、愛知県名古屋市の名古屋国際会議場で開催を予定しております。 

詳細は、5 月上旬頃にご案内いたします。 

 

 

  ■第 9回漢方家庭医講習会について 

  東京・八重洲にて第 9 回漢方家庭医講習会を以下の通り開催いたします。 
 

日時   11 月 12 日（土） 午後 6 時半～午後 8 時 

会場   ベルサール八重洲 Ｒｏｏｍ５ （東京駅より徒歩 3 分） 

演者   蓮村 幸兌先生 （高齢者介護施設 愛全園 理事長） 

座長   石川 友章先生 （石川クリニック院長、医会理事長） 
 

       

【プログラム】 

Ⅰ.  製品紹介     １８:３０～１８:４５（開場１８:００） 

               クラシエ薬品（株）学術部 
 

Ⅱ.  特別講演    １８：４５～２０：００ （質疑応答あり） 

「高齢者疾患と漢方～認知症とフレイルも含めて」 

 

老人介護の圧倒的な症例数を持つ漢方名医・蓮村幸兌先生が実践的な漢方

治療について講演いたします。この貴重な機会をぜひお役立てください。 
 
 

＊ お申込み・お問合わせは、クラシエ薬品(株) 03-5847-0828 まで。 

詳細は医会 HP http://kampo-ikai.jp/event/ にも掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kampo-ikai.jp/event/


34 

 

 

 
 

朝夕涼しくなり、そろそろ咳や鼻水・発熱の患者さんが増えてきました。しかしな

がら麻黄湯や葛根湯を単剤処方できるケースは少なく、"1～2 週間前からカゼを 

ひいて治りません"と来院されたり、発熱している患者さんに真武湯が著効したりし

て、"体力低下"や"冷え"が今の患者さんの大きな問題になっていると実感させら

れています。 

 

東京都では築地市場の移転問題で貯留した水から汚染物質が出た等と日夜騒

がれておりますが、"食"に関わる市場が汚染物質に塗れる事などあってはならな

いと思われます。現代日本人の食事情は"欧米化"や"冷食化"によって"冷え"や"

肥満""体力低下"等体質に悪影響を引き起こすまでになっており、その上、汚染物

質などによる食の異常が進むことがあれば、更なる健康異常を引き起こすきっかけ

になるかも知れません。 

 

"食"は人間の基礎の一つです。食事内容・食べ方・食べる時期等全てにおいて

人体に影響を及ぼします。"食養生"について我々医師だけではなく社会問題とし

て見直す必要があるかも知れません。              
 

 （事務局長  古田 誠）  

 

 

 

 

 

 

編集後記  
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日本臨床漢方医会 事務局行 （FAX：042-591-6050 Email：jim@kampo-ikai.jp） 

 

変更届  および 資料請求届  

 
     

 年  月  日 

氏 名                               

自宅住所    

住 所       〒   

     

電 話 / Ｆ Ａ Ｘ 番 号      TEL                  FAX   

 

勤務先住所 

勤 務 先 名     

住 所       〒   

     

電 話 / Ｆ Ａ Ｘ 番 号      TEL                  FAX   

 

郵 便 物 送 付 先       自    宅   ・   勤 務 先       （○をつけて下さい） 

 

メ ー ル ア ド レ ス       

 

医会のホームページに名前と勤務先を  公開する ・ 公開しない （○をつけて下さい） 

※公開する場合 

最 寄 り 駅 

専 門 科 目 

診察日（曜日/時間） 

診 察 方 式       保険診療   ・   自由診療  （○をつけて下さい） 

 

＊資料請求の際は、氏名・配送先住所・メールアドレスのみで結構です。 

事務局までご連絡ください。 

 

mailto:jim@kampo-ikai.jp
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