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　2013 年、年頭にあたりご挨拶申し上げます。まずは新しい年
を迎えられたことをお慶び申し上げますとともに、関係各位には、
いつも東邦大学医療センター佐倉病院をご信頼頂きまして感謝申
し上げます。東日本大震災で被災され、まだまだ御苦労されてい
らっしゃる方も多いと思います。千葉県も被災地ではありますが、
東邦大学医療センター佐倉病院の教職員にも親類縁者を亡くさ
れた東北出身者が数多く働いております。復興もままなりません
が、生き残った我々は、前を向いて進んで行くことが使命であります。
　昨年、佐倉病院では大変多くの患者さんをご紹介頂きまして感
謝申し上げます。外来診療では待ち時間の短縮が一番の課題で
した。これを解消すべく一昨年より紹介患者さんの受診予約制を
導入しましたが、昨年は一部を除いたほぼ全科で行えるようにな
りました。このシステムを利用された方は、診察までの待ち時間
がかなり短縮されております。また医事課受付では様々な取り組
みで会計に要する時間を平均 10 分以上短くすることができまし
た。増床して 3年弱経ちましたが、入院も満床に近い状態が続い
ており、また救急外来が手狭でもあり救急搬送全ては受け入れ
られない現状が続いています。昨年 11月の救急外来の診察室拡
張工事中には関係各位に御迷惑をお掛けしましたが、12 月から
拡張した救急室を使用することができるようになり、より多くの
救急患者さんを診察することが可能になりました。また短時間の
判断を要する循環器疾患の救急要請に対して、10 月より救急隊

とのホットラインを導入しました。まだまだ充分に機能しておりま
せんが、より多くの命が救えるよう改善に努めて参ります。
　環境を考えて、佐倉病院では昨年も夏の節電対策に取り組み
ました。ほぼ1割消費電力の削減を達成できました。駐車場スペー
スの拡張、ユーカリが丘駅での送迎バス停の屋根設置など患者さ
んや家族の方 の々利便性向上に努めております。
　昨年、千葉県のがん診療連携協力病院として指定を受けまし
たが、本年は、がん診療連携拠点病院として指定を受けられる
よう準備を進めます。
　佐倉病院の果たすべき役割は、大学病院として医学教育・研
究はもとより、高度の医療を提供することに加えて、地域の中核
病院として住民の方 に々良い医療を提供し、貢献することでありま
す。癌や難病でベッドの空きを待つ方も数多くいらっしゃいますが、
なかなか全てのご希望に添うことは困難な状況です。より質の高
い医療を提供できるよう全職員一丸となって努力いたします。
　しかし佐倉病院は、急性期～亜急性期の病院としての機能を
発揮しなければならず、高度の診療を比較的短期間で提供する
病院であることを受診あるいは紹介される皆様にはご理解頂い
て、機能を損なうことなく診療が進められるよう、関係各位の一
層のご理解とご協力をお願いいたします。
　終わりに、今年が佐倉病院に関係される皆様にとって幸せな良
い年となりますよう、お祈り申し上げます。

病 院 長　　　　　
加 藤　良 二

2013年新年挨拶

東邦大学医療センター佐倉病院広報誌　～地域医療の発展を目指して～（年4回発行）

〒285-8741
千葉県佐倉市下志津564番地1
TEL  043-462-8811㈹
FAX  043-462-8820㈹
URL   http://www.sakura.med.toho-u.ac.jp

東邦大学医療センター佐倉病院
発行 広報委員会・東邦佐倉会事務局

Vol. 19 2 0 1 3 , 1 , 1

佐倉だより

医療の目的
質の高い医療を安全に提供する病院

病診（病）連携
地域に貢献する病院

教職員のあり方
人間愛を共有する病院

職場環境
楽しく明るくチャレンジする病院

生涯教育
良き医療人を育成する病院

基 本
理 念

質の高い公正な医療が受けられます

個人の尊厳が守られます

個人のプライバシーが保障されます

必要な医療情報の説明が受けられます

セカンドオピニオンが保障されています

医療行為について自己選択ができます

患 者
の
権 利

心不全の新たな治療「和温療法」
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「消化器病の新しい診断と治療」

「加齢にともなう目の病気」

「前立腺の病気を知ろう！」

「未定」

地域で考えるケアと治療

「歩行障害と共に歩む～診断と治療」
８月を除き毎月、身近な疾患や症状をテーマにした市民公開講座を企画しております。多くの方にご参加いただき、病気の予防や早期発見、
普段の生活に役立てていただければと考えております。いずれの講座も 14 時から当院東棟７階・講堂で開催いたします。詳細は、テーマご
とに院内掲示およびホームページなどでご案内いたします。お問い合わせや講演テーマのご要望がございましたら、総務課にご連絡下さい。

『漢方薬治療でできること
　　　～いま見直されている先人の知恵～』

多く存在します。したがって、体調を崩し、その治療の
ために漢方薬を用いることはもちろんのこと、そのような
状態になる前に、特に食生活に対し注意を払うことの重
要性を講演されました。国立がん研究センターが定めた
「がんを防ぐ12か条」の中のいくつかの文言は、貝原益軒
先生の養生訓の中にも出てきているというお話で今回の
市民公開講座は閉じられました。その後の質疑応答では
会場からのいくつもの質問に対し、秋葉先生が懇切丁寧
に答えられました。
　当院の漢方外来は現在月 5 回の診療があります。第 1

月曜、第 2 水曜は大平先生（一般）、第 3 月曜は吉田先
生（皮膚科）、第 3水曜は秋葉医師（一般）でいずれも午後、
第 4土曜午前中は草鹿砥（くさかど）先生（一般）となっ
ております。西洋医学治療で難渋されている方、症状は
あるが原因がわからずお困りの方など、一度は漢方薬治
療を試みてみる価値はあると考えています。

　2012 年 10 月 27日土曜日、「漢方薬治療でできること
～いま見直されている先人の知恵～」をテーマに市民公
開講座を開催致しました。漢方薬治療は、約 2,000 年前
に中国で始まった伝統医学です。当院では 2008 年の 12

月に漢方治療を専門とする漢方科の外来が開設されまし
た。およそ 4 年経過しましたが、患者数がかなり増加し
ています。西洋医学が発展し、主流になっている現代に
おいても、約 2,000 年前に発祥した漢方薬治療を必要と
する場面が数多く存在する証であると考えています。
　今回の市民公開講座は、最初に当院漢方科責任者、皮
膚科の吉田教授から漢方薬についての概論がありました。
漢方薬にも副作用はあること、漢方薬の効果が細胞実験
により証明されていることなどの内容でした。次に当院内
科大平先生より、治療に難渋した肥満症症例および潰瘍
性大腸炎症例に対し漢方薬治療を併用することで状態が
改善した例が提示されました。
　勝田台で露仙堂クリニックを開業している柳堀先生か
らは、女性と漢方についての講演がありました。柳堀先
生は元々婦人科が専門であるため、女性ホルモンによる
女性の体への影響およびその諸症状に対する漢方薬治療
について分かりやすく講演されました。また、漢方薬の
生薬に含まれているものの多くが食物に存在することを示
されました。
　最後に、当院客員教授である秋葉哲生先生より、「養
生訓」についての講演がありました。養生訓は今からお
よそ 300 年前に貝原益軒先生によって書かれた長寿を全
うするための身体およびこころの養生を説いた書物です。
先に述べたように、漢方薬の生薬には食物由来の物が数
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心不全の新たな治療「和温療法」

循環器内科

助 教
平 野  圭 一

　去る平成 24年 12 月 21日（金）、19時 30分より東邦大学
医療センター佐倉病院、1階講義室にて「第 5 回 SAKURA

医療連携セミナー」を開催致しました。当セミナーは毎回
異なる幅広い領域をテーマに、地域の先生方のご意見ご要
望を直接頂戴し、相互理解を深めることにより、患者さん
の健康を地域全体でお支えすることを趣旨としております。
　第 5回目となる今回は耳鼻咽喉科領域の医療連携をテー
マとし、講演会及び意見交換会を実施しました。講演会は兼
坂耳鼻咽喉科医院院長の兼坂俊章先生に座長をおつとめ頂
き、耳鼻咽喉科准教授・難聴めまい回復センター長の吉田
友英先生より「めまい診断のコツ」について講演を行いまし
た。講演では、基本的なめまいの症状や原因から、診断法
や各種検査の解説まで、動画を交えながらとてもわかりやす
く説明がされました。特に、「たくさん問診をすることで、話を
聞くだけで診断できる場合もある」という吉田先生の言葉は
印象的で、出席者の先生方も熱心に聞き入っておられました。
　講演後行われた意見交換会では、自己紹介から始まり、
非常に和やかな雰囲気で、様々な意見交換がなされました。
地域の先生方のお話からは、お年寄りを中心にめまい患者
は非常に多く、また専門外の先生には診断が難しいため、
当院の耳鼻咽喉科をとても頼りにしてくださっていることが
わかりました。
　今後も、医療連携の更なる発展のため、充実した内容の
医療連携セミナーを定期開催してまいりたいと思いますの
で、何卒ご協力お願い申し上げます。今後のセミナーへの
出席のご希望や、テーマのご要望などがございましたら、
医療連携・患者支援センターまでお知らせ下さい。

【連絡先】
医療連携・患者支援センター　電話 043-462-8875（直通）

　2012 年 4 月 1 日より東邦大学医療センター佐倉病院に
新しく感染対策室が設置されました。感染対策室は、感染
制御医師 ICD 室長・長島誠、副室長・田邉雅章、専従の
感染管理看護師 ICN の寺井幸子、臨床検査技師の内野卯
津樹、薬剤師の増田雅行で構成され、感染対策委員会のメ
ンバーと一緒に活動を行っています。
　2010 年秋、帝京大学医学部附属病院で多剤耐性アシネ
トバクターによる院内感染が発生し、大きな社会問題とな
りました。2012 年の診療報酬改訂では、院内感染防止対
策を強化するために、「感染防止対策加算 1および 2」と「感
染防止対策地域連携加算」が新設されました。当院では、
「感染防止対策加算 1」と「感染防止対策地域連携加算」
を算定しています。
　「感染防止対策加算 1」においては、「感染防止対策加算
2」を算定する医療機関の相談に応じ、合同で少なくとも
年 4 回以上のカンファレンスの実施が義務付けられており、
基幹病院として地域全体で感染対策に取り組んでいく姿勢
が求められています。現在、日本医科大学千葉北総病院、
聖隷佐倉市民病院、佐倉厚生園、山王病院、日吉台病院、
高根病院と連携しています。
　また、「感染防止対策地域連携加算」では、「感染防止
対策加算 1」の算定医療機関同士が相互に施設に赴いて感
染防止に関する評価を行う体制が必要です。東邦大学医療
センター大森病院、東邦大学医療センター大橋病院と連携
し、オール東邦で臨床研究や多剤耐性菌の遺伝子診断や
治療法の確立にも取り組んでいます。
　感染防止対策の基本は、合併症としての感染症を可能な
限り低減させること、医療者をさまざまな職業感染から防
御することです。多職
種協働によるチーム医
療を実践し、医療機
関同士の連携によって
地域における感染防
止対策の評価の充実、
推進に貢献していきた
いと考えています。

第5回 SAKURA医療連携セミナー
開催報告

医療連携だより 感染対策室

感染対策室長　外科 准教授 　長 島　 誠

　私が心不全治療を行うきっかけとなったのは、循環器内
科医になったときに受け持った、若年の拡張型心筋症の患
者さんとの出会いがきっかけでした。その患者さんのおかげ
で、生活習慣の改善、食事療法、運動療法、薬物療法などさ
まざまな治療法を適切に行うことの重要性を再認識し、包
括的リハビリテーションを目指すべく、心臓リハビリテーショ
ンチームを結成しました。現在、千葉県内における心臓リハ
ビリテーション指導士数は当院が最多となっております。
　私と和温療法の出会いは、2010 年の秋、内科学講座教
授であった白井先生に「心臓リハビリテーションチームで和
温療法をやってみないか」と誘われたのがきっかけでした。
当時、循環器の各学会で心不全に効果のある治療法として
紹介されていましたが、実際にはどのようなことをしている
のかは全く知りませんでした。
　2010 年冬に鹿児島大学へ和温療法の見学に行くことにな
り、和温療法の開発者である鄭先生とお会いしました。和
温療法が誕生したのは 1989 年に鹿児島大学付属病院霧島
リハビリテーションセンターで一人の重症心不全患者さん

が、「死ぬ前に一度温泉に入りたい」と願ったことがきっか
けだったそうです。 そして、水圧と心臓への負荷などについ
て研究を重ね、ついに、慢性心不全などの難治性疾患に「温
熱療法」が効果をもたらすことを明らかにされました。
　和温療法は「心身を和ませる温度で全身を15分間均等加
温室（器）で保温し、深部体温を約 1.0 ～ 1.2 上昇させた後、
さらに30分間の安静保温で和温効果を持続させ、終了時に 

発汗に見合う水分を補給する治療法である」と定義されて
おり、実際に私達も体験させていただき、汗をかいたのを
覚えています。
　その後、高度医療（現在の先進医療 B）に向けて様々な
検討がなされました。約 2年の準備期間を経て、昨年の 11

月より厚生労働省から認可を頂きました。全国でも認可を
うけている施設は 7 施設のみであり、千葉県では当院のみ
で行える治療です。昨年12月まで2名の患者さんが治療を受
けられ、良好な効果を得ています。
　当院で初めて高度医療を行った患者さんは心不全の指標
の一つである BNPが1,000台を切ることがなくなっていまし
たが、和温療法 2 週間を行った後、700 台まで低下し、4

週間後も1,000 台を下回っています。また、どれだけ動ける
かの調査のために 6 分間の歩行距離を測定し、治療前より
45mも歩行距離がのびております。これは、大変重要なこ
とで、和温療法が生命予後のみならず、健康的な身体を取
り戻せる可能性があることを示唆していると私は考えており
ます。
　この患者さんに和温療法をはじめて行ったときに鄭先生
が来院され、私たちの施設での和温療法の方法が適切であ
るとのお墨付きを頂きました。その時、私たちに「愛と情
熱そして夢」というお言葉を頂きました。私たちはその言
葉を胸に、今後も患者さんの治療を行っていきたいと思い
ますので宜しくお願い申し上げます。

鄭 先生（前列中央）・白井 先生（前列右） 加温室（器）
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心不全の新たな治療「和温療法」

循環器内科

助 教
平 野  圭 一

　去る平成 24年 12 月 21日（金）、19時 30分より東邦大学
医療センター佐倉病院、1階講義室にて「第 5 回 SAKURA

医療連携セミナー」を開催致しました。当セミナーは毎回
異なる幅広い領域をテーマに、地域の先生方のご意見ご要
望を直接頂戴し、相互理解を深めることにより、患者さん
の健康を地域全体でお支えすることを趣旨としております。
　第 5回目となる今回は耳鼻咽喉科領域の医療連携をテー
マとし、講演会及び意見交換会を実施しました。講演会は兼
坂耳鼻咽喉科医院院長の兼坂俊章先生に座長をおつとめ頂
き、耳鼻咽喉科准教授・難聴めまい回復センター長の吉田
友英先生より「めまい診断のコツ」について講演を行いまし
た。講演では、基本的なめまいの症状や原因から、診断法
や各種検査の解説まで、動画を交えながらとてもわかりやす
く説明がされました。特に、「たくさん問診をすることで、話を
聞くだけで診断できる場合もある」という吉田先生の言葉は
印象的で、出席者の先生方も熱心に聞き入っておられました。
　講演後行われた意見交換会では、自己紹介から始まり、
非常に和やかな雰囲気で、様々な意見交換がなされました。
地域の先生方のお話からは、お年寄りを中心にめまい患者
は非常に多く、また専門外の先生には診断が難しいため、
当院の耳鼻咽喉科をとても頼りにしてくださっていることが
わかりました。
　今後も、医療連携の更なる発展のため、充実した内容の
医療連携セミナーを定期開催してまいりたいと思いますの
で、何卒ご協力お願い申し上げます。今後のセミナーへの
出席のご希望や、テーマのご要望などがございましたら、
医療連携・患者支援センターまでお知らせ下さい。

【連絡先】
医療連携・患者支援センター　電話 043-462-8875（直通）

　2012 年 4 月 1 日より東邦大学医療センター佐倉病院に
新しく感染対策室が設置されました。感染対策室は、感染
制御医師 ICD 室長・長島誠、副室長・田邉雅章、専従の
感染管理看護師 ICN の寺井幸子、臨床検査技師の内野卯
津樹、薬剤師の増田雅行で構成され、感染対策委員会のメ
ンバーと一緒に活動を行っています。
　2010 年秋、帝京大学医学部附属病院で多剤耐性アシネ
トバクターによる院内感染が発生し、大きな社会問題とな
りました。2012 年の診療報酬改訂では、院内感染防止対
策を強化するために、「感染防止対策加算 1および 2」と「感
染防止対策地域連携加算」が新設されました。当院では、
「感染防止対策加算 1」と「感染防止対策地域連携加算」
を算定しています。
　「感染防止対策加算 1」においては、「感染防止対策加算
2」を算定する医療機関の相談に応じ、合同で少なくとも
年 4 回以上のカンファレンスの実施が義務付けられており、
基幹病院として地域全体で感染対策に取り組んでいく姿勢
が求められています。現在、日本医科大学千葉北総病院、
聖隷佐倉市民病院、佐倉厚生園、山王病院、日吉台病院、
高根病院と連携しています。
　また、「感染防止対策地域連携加算」では、「感染防止
対策加算 1」の算定医療機関同士が相互に施設に赴いて感
染防止に関する評価を行う体制が必要です。東邦大学医療
センター大森病院、東邦大学医療センター大橋病院と連携
し、オール東邦で臨床研究や多剤耐性菌の遺伝子診断や
治療法の確立にも取り組んでいます。
　感染防止対策の基本は、合併症としての感染症を可能な
限り低減させること、医療者をさまざまな職業感染から防
御することです。多職
種協働によるチーム医
療を実践し、医療機
関同士の連携によって
地域における感染防
止対策の評価の充実、
推進に貢献していきた
いと考えています。

第5回 SAKURA医療連携セミナー
開催報告

医療連携だより 感染対策室

感染対策室長　外科 准教授 　長 島　 誠

　私が心不全治療を行うきっかけとなったのは、循環器内
科医になったときに受け持った、若年の拡張型心筋症の患
者さんとの出会いがきっかけでした。その患者さんのおかげ
で、生活習慣の改善、食事療法、運動療法、薬物療法などさ
まざまな治療法を適切に行うことの重要性を再認識し、包
括的リハビリテーションを目指すべく、心臓リハビリテーショ
ンチームを結成しました。現在、千葉県内における心臓リハ
ビリテーション指導士数は当院が最多となっております。
　私と和温療法の出会いは、2010 年の秋、内科学講座教
授であった白井先生に「心臓リハビリテーションチームで和
温療法をやってみないか」と誘われたのがきっかけでした。
当時、循環器の各学会で心不全に効果のある治療法として
紹介されていましたが、実際にはどのようなことをしている
のかは全く知りませんでした。
　2010 年冬に鹿児島大学へ和温療法の見学に行くことにな
り、和温療法の開発者である鄭先生とお会いしました。和
温療法が誕生したのは 1989 年に鹿児島大学付属病院霧島
リハビリテーションセンターで一人の重症心不全患者さん

が、「死ぬ前に一度温泉に入りたい」と願ったことがきっか
けだったそうです。 そして、水圧と心臓への負荷などについ
て研究を重ね、ついに、慢性心不全などの難治性疾患に「温
熱療法」が効果をもたらすことを明らかにされました。
　和温療法は「心身を和ませる温度で全身を15分間均等加
温室（器）で保温し、深部体温を約 1.0 ～ 1.2 上昇させた後、
さらに30分間の安静保温で和温効果を持続させ、終了時に 

発汗に見合う水分を補給する治療法である」と定義されて
おり、実際に私達も体験させていただき、汗をかいたのを
覚えています。
　その後、高度医療（現在の先進医療 B）に向けて様々な
検討がなされました。約 2年の準備期間を経て、昨年の 11

月より厚生労働省から認可を頂きました。全国でも認可を
うけている施設は 7 施設のみであり、千葉県では当院のみ
で行える治療です。昨年12月まで2名の患者さんが治療を受
けられ、良好な効果を得ています。
　当院で初めて高度医療を行った患者さんは心不全の指標
の一つである BNPが1,000台を切ることがなくなっていまし
たが、和温療法 2 週間を行った後、700 台まで低下し、4

週間後も1,000 台を下回っています。また、どれだけ動ける
かの調査のために 6 分間の歩行距離を測定し、治療前より
45mも歩行距離がのびております。これは、大変重要なこ
とで、和温療法が生命予後のみならず、健康的な身体を取
り戻せる可能性があることを示唆していると私は考えており
ます。
　この患者さんに和温療法をはじめて行ったときに鄭先生
が来院され、私たちの施設での和温療法の方法が適切であ
るとのお墨付きを頂きました。その時、私たちに「愛と情
熱そして夢」というお言葉を頂きました。私たちはその言
葉を胸に、今後も患者さんの治療を行っていきたいと思い
ますので宜しくお願い申し上げます。

鄭 先生（前列中央）・白井 先生（前列右） 加温室（器）
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　2013 年、年頭にあたりご挨拶申し上げます。まずは新しい年
を迎えられたことをお慶び申し上げますとともに、関係各位には、
いつも東邦大学医療センター佐倉病院をご信頼頂きまして感謝申
し上げます。東日本大震災で被災され、まだまだ御苦労されてい
らっしゃる方も多いと思います。千葉県も被災地ではありますが、
東邦大学医療センター佐倉病院の教職員にも親類縁者を亡くさ
れた東北出身者が数多く働いております。復興もままなりません
が、生き残った我々は、前を向いて進んで行くことが使命であります。
　昨年、佐倉病院では大変多くの患者さんをご紹介頂きまして感
謝申し上げます。外来診療では待ち時間の短縮が一番の課題で
した。これを解消すべく一昨年より紹介患者さんの受診予約制を
導入しましたが、昨年は一部を除いたほぼ全科で行えるようにな
りました。このシステムを利用された方は、診察までの待ち時間
がかなり短縮されております。また医事課受付では様々な取り組
みで会計に要する時間を平均 10 分以上短くすることができまし
た。増床して 3年弱経ちましたが、入院も満床に近い状態が続い
ており、また救急外来が手狭でもあり救急搬送全ては受け入れ
られない現状が続いています。昨年 11月の救急外来の診察室拡
張工事中には関係各位に御迷惑をお掛けしましたが、12 月から
拡張した救急室を使用することができるようになり、より多くの
救急患者さんを診察することが可能になりました。また短時間の
判断を要する循環器疾患の救急要請に対して、10 月より救急隊

とのホットラインを導入しました。まだまだ充分に機能しておりま
せんが、より多くの命が救えるよう改善に努めて参ります。
　環境を考えて、佐倉病院では昨年も夏の節電対策に取り組み
ました。ほぼ1割消費電力の削減を達成できました。駐車場スペー
スの拡張、ユーカリが丘駅での送迎バス停の屋根設置など患者さ
んや家族の方 の々利便性向上に努めております。
　昨年、千葉県のがん診療連携協力病院として指定を受けまし
たが、本年は、がん診療連携拠点病院として指定を受けられる
よう準備を進めます。
　佐倉病院の果たすべき役割は、大学病院として医学教育・研
究はもとより、高度の医療を提供することに加えて、地域の中核
病院として住民の方 に々良い医療を提供し、貢献することでありま
す。癌や難病でベッドの空きを待つ方も数多くいらっしゃいますが、
なかなか全てのご希望に添うことは困難な状況です。より質の高
い医療を提供できるよう全職員一丸となって努力いたします。
　しかし佐倉病院は、急性期～亜急性期の病院としての機能を
発揮しなければならず、高度の診療を比較的短期間で提供する
病院であることを受診あるいは紹介される皆様にはご理解頂い
て、機能を損なうことなく診療が進められるよう、関係各位の一
層のご理解とご協力をお願いいたします。
　終わりに、今年が佐倉病院に関係される皆様にとって幸せな良
い年となりますよう、お祈り申し上げます。

病 院 長　　　　　
加 藤　良 二

2013年新年挨拶
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心不全の新たな治療「和温療法」
■循環器内科／平野 圭一

医療連携だより
第5回SAKURA医療連携セミナー開催報告
感染対策室
■感染対策室／長島 誠
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大平 先生 柳堀 先生 秋葉 先生

東邦大佐倉だより（医療機関向）表本文 ヒラギノ角ゴ w3 + Helvetica 55Roman　　3.25mm／5mm送り

■ 市民公開講座スケジュール ■

1 ／ 26㈯

2／ 23㈯

3／ 23㈯

4／

5／ 11㈯

消化器内科／鈴木 康夫（教授）青木 博（助教）

竹内 健（講師）中村 健太郎（助教）曽野 浩治（助教）

眼科／前野 貴俊（教授）他

泌尿器科／鈴木 啓悦（教授）神谷 直人（講師）他

未 定

神経内科・脳神経外科・整形外科・薬剤部・リハビリテーション部・

看護部・メディカルソーシャルワーカー

「消化器病の新しい診断と治療」

「加齢にともなう目の病気」

「前立腺の病気を知ろう！」

「未定」

地域で考えるケアと治療

「歩行障害と共に歩む～診断と治療」
８月を除き毎月、身近な疾患や症状をテーマにした市民公開講座を企画しております。多くの方にご参加いただき、病気の予防や早期発見、
普段の生活に役立てていただければと考えております。いずれの講座も 14 時から当院東棟７階・講堂で開催いたします。詳細は、テーマご
とに院内掲示およびホームページなどでご案内いたします。お問い合わせや講演テーマのご要望がございましたら、総務課にご連絡下さい。

『漢方薬治療でできること
　　　～いま見直されている先人の知恵～』

多く存在します。したがって、体調を崩し、その治療の
ために漢方薬を用いることはもちろんのこと、そのような
状態になる前に、特に食生活に対し注意を払うことの重
要性を講演されました。国立がん研究センターが定めた
「がんを防ぐ12か条」の中のいくつかの文言は、貝原益軒
先生の養生訓の中にも出てきているというお話で今回の
市民公開講座は閉じられました。その後の質疑応答では
会場からのいくつもの質問に対し、秋葉先生が懇切丁寧
に答えられました。
　当院の漢方外来は現在月 5 回の診療があります。第 1

月曜、第 2 水曜は大平先生（一般）、第 3 月曜は吉田先
生（皮膚科）、第 3水曜は秋葉医師（一般）でいずれも午後、
第 4土曜午前中は草鹿砥（くさかど）先生（一般）となっ
ております。西洋医学治療で難渋されている方、症状は
あるが原因がわからずお困りの方など、一度は漢方薬治
療を試みてみる価値はあると考えています。

　2012 年 10 月 27日土曜日、「漢方薬治療でできること
～いま見直されている先人の知恵～」をテーマに市民公
開講座を開催致しました。漢方薬治療は、約 2,000 年前
に中国で始まった伝統医学です。当院では 2008 年の 12

月に漢方治療を専門とする漢方科の外来が開設されまし
た。およそ 4 年経過しましたが、患者数がかなり増加し
ています。西洋医学が発展し、主流になっている現代に
おいても、約 2,000 年前に発祥した漢方薬治療を必要と
する場面が数多く存在する証であると考えています。
　今回の市民公開講座は、最初に当院漢方科責任者、皮
膚科の吉田教授から漢方薬についての概論がありました。
漢方薬にも副作用はあること、漢方薬の効果が細胞実験
により証明されていることなどの内容でした。次に当院内
科大平先生より、治療に難渋した肥満症症例および潰瘍
性大腸炎症例に対し漢方薬治療を併用することで状態が
改善した例が提示されました。
　勝田台で露仙堂クリニックを開業している柳堀先生か
らは、女性と漢方についての講演がありました。柳堀先
生は元々婦人科が専門であるため、女性ホルモンによる
女性の体への影響およびその諸症状に対する漢方薬治療
について分かりやすく講演されました。また、漢方薬の
生薬に含まれているものの多くが食物に存在することを示
されました。
　最後に、当院客員教授である秋葉哲生先生より、「養
生訓」についての講演がありました。養生訓は今からお
よそ 300 年前に貝原益軒先生によって書かれた長寿を全
うするための身体およびこころの養生を説いた書物です。
先に述べたように、漢方薬の生薬には食物由来の物が数
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