
プラハ城と聖ヴィート大聖堂 画今井 淳

令和２年（２０２０）度日漢協漢方総合講座（第３０回）
於 慶應大学薬学部芝共立キャンバス

令和２年４月１９日

開講のご挨拶・ガイダンス
一般社団法人日本漢方協会 会長 今井 淳

薬学博士 新潟薬科大学 客員教授
横浜薬膳有限会社 いまい漢方薬局 代表取締役社長



お詫びとお願い

•新型コロナ過により、政府が今年3月に外出禁
止令を発したために、通常の一切の講座が開け
なくなりました。

•新型コロナが鎮静し、講座が開けるまで，この
ようなネット配信により，講座を行わさせてい
ただきます。

•よろしくお願いします。
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令和2年(2020年）年度(第３０回）

一般社団法人日本漢方協会漢方総合講座

開講いたします

• これから漢方をご一緒に学んでいきましょう。

• 今年度の講座内容

• 漢方を学ぶための心構え

など少しお話しさせていただきます。
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東洋と西洋の医学のあゆみ

西洋 ヒポクラテス・ガレヌス 現代医学

インド・アーユルベーダ

東洋 張仲景 現代に続く

西洋のヒポクラテスやガレヌスの医学は１６世紀に廃れ、新たに現代医学が生まれた。

東洋の張仲景が著した傷寒論医学は現代でも廃れることなく、新しい医学として息づいている。
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漢方とは何か？

• 漢方は日本の現代に生きる古典医学である。

日本 漢方
東洋医学 傷寒論 中国 中医学

韓国 韓医学

漢方、中医学、韓医学はそれぞれ似ていて非なるもの。

それぞれの風土、文化により異なった医学として発展した。

「漢方」は日本でしか学べない。

「漢」は中国と同義語。特に漢の時代を指すものではない。
「方」は方技又は方術の略。医学の意。
「漢方」は日本人が中国伝統医学を指していたことば。
「漢方」とは現代日本で行われている日本化した伝統医学。
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一般社団法人日本漢方協会
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一般社団法人日本漢方協会
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一般社団法人日本漢方協会
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今井 淳 会長
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講師団【五十音順】



令和元年日本漢方協会の動き
１．令和元年度日本漢方総合講座(第２９回）修了式（３月１日）

修了証授与 ７７名 受講証授与 ３６名

漢方相談師（８年間受講）１１名 准漢方相談師(４年間受講）７名

残念ながら新型コロナウイルス感染症のため修了式は開催
されませんでした。

２．『実用漢方処方集』改訂四版を13年ぶりに発行しました。

（令和元年11月29日）

３．令和二年日本漢方協会五十周年記念行事

・五十周年記念学術大会は11月1５日に実施します。

・記念式典は来年に延期します。

・五十周年記念誌を発行します。 12



漢方の勉強のしかた
☆漢方は２０００年の医学

現代的勉強の仕方では学ぶことができない。

漢方の原典は「傷寒論・金匱要略」。これを読まずして漢方を学んだことには

ならない。

☆漢方の勉強のコツ
① 声を出して読む：方剤など読み方に独特な読み方がある。誦解別明彰

② 書いてみる： 普段使用しない漢字が多くある。 漢字には意味がある。

③ 良き師につく： 日漢協で学ぶ。

日漢協ほど良き師に学べるところはない。

④ 自分・家族・友人を患者にする： 臨床は経験を積まないと学べない。

⑤ 漢方友達をつくる： 漢方は独学は無理。

日漢協には８つの分科会がある。「初級者」、「傷寒論」、「本草」、

「薬用植物観察」、「漢方薬局製剤」、「漢方雑学」、「薬用作物栽培」、

「漢方食養生」

これらの分科会に入り、漢方仲間を増やす。

⑥ 発表する： 自分で調べ学んだことを発表する。その為の場として

漢方学術大会を毎年開催している。 今年度第４０回は１１月１５日（日）。13



大塚敬節先生遺訓
漢方と取り組む心得

１．漢方を研究しようと言う

固い志をたてること

１．己をむなしくして

白紙となって取り組むこと

１．散木になるな

１．師につくこと

「漢方ひとすじ」より

光胤謹書 金匱会診療所
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基本的な方剤をしっかり勉強しよう

基本的な漢方50方剤

安中散、温経湯、温清飲、黄連解毒湯、葛根湯、葛根湯加川芎辛夷、

加味逍遥散、甘麦大棗湯、桔梗湯、桂枝湯、芎帰膠艾湯、桂枝加芍薬湯、

桂枝加黄耆湯、桂枝加龍骨牡蠣湯、桂枝加苓朮附湯、桂枝人参湯、

桂枝茯苓丸、呉茱萸湯、五苓散、柴胡桂枝乾姜湯、柴胡桂枝湯、柴苓湯、

芍薬甘草湯、紫雲膏、十全大補湯、十味敗毒湯、小建中湯、小柴胡湯、

小青龍湯、眞武湯、釣藤散、猪苓湯、当帰飲子、当帰芍薬散、人參湯、

排膿散、麦門冬湯、八味地黄丸、半夏厚朴湯、半夏瀉心湯、半夏白朮天麻
湯、

白虎加桂枝湯、平胃散、防已黄耆湯、補中益気湯、麻黄湯、麻黄附子細辛
湯、

麻杏甘石湯、抑肝散陳皮半夏、苓桂朮甘湯

方剤の，組成、効能・効果をしっかり学ぶ
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基本的な処方をしっかり勉強しよう

基本的な生薬８0

阿膠、威霊仙、黄耆、黄芩、黄柏、黄連、遠志、葛根、滑
石、栝楼根、乾姜、甘草、桔梗、菊花、枳実、羗活、杏仁、
金銀花、荊芥、桂皮・桂枝、膠飴、粳米、厚朴、牛膝、呉
茱萸、牛蒡子、五味子、柴胡、細辛、山梔子、山茱萸、山
椒、酸棗仁、山薬、地黄、芍薬、車前子、生姜、升麻、辛
夷、神麴、石膏、川芎、蒼朮、蘇葉、大黄、大棗、澤瀉、
竹葉、知母、釣藤鈎、猪苓、陳皮、天麻、当帰、桃仁、人
参、麦芽、麦門冬、蜂蜜、薄荷、半夏、白芷、白朮、茯苓、
附子、防已、芒消、防風、牡丹皮、牡蛎、麻黄、麻子仁、
木通、木香、竜眼肉、龍骨、竜胆、連翹

方剤の成分である生薬を学ぶことは方剤を理解する上で重要
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漢方を勉強するために何を準備するか
漢方入門書： 漢方は効く病気を早くなおすコツ〉 （藤平健 主婦の友）

漢方医学 （大塚敬節 創元社）

絵で見る和漢診療学（寺沢捷年医学書院）

傷寒論 ： 康平傷寒論 （日漢協）

傷寒雑病論 (日漢協）

和訓康平傷寒論 (日漢協）

現代比較傷寒論 (日漢協）

卜庵塾セミナー傷寒論金匱要略（方術信和会） フリガナ本

方術説話 （荒木性次 方術信和会）

生薬 ： 新古方薬嚢 （荒木性次）

漢方２９４処方生薬解説（根本幸夫 じほう）

臨床 ： 臨床応用漢方処方解説 （矢数道明）

図説東洋医学湯液編Ⅱ症候・疾患別治療解説(山田光胤 学研）

漢方学習ノートⅡ （日漢協）

辞書 ： 新字源 (角川書店）

処方集 ： 実用漢方処方集 （日漢協）

薬局製剤： 薬局製剤業務指針 （薬事日報社）
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『傷寒論』を２年かけて勉強
☆『傷寒論』は漢方の基本の書
・しっかり読んで、理解して、実践する事で自分の血
肉となる。

・すると、新しいものを発見し。
・ご自分の『傷寒論』が築ける。

日本漢方協会『康平傷寒論』、

木村博昭『傷寒論講義』、奥田謙蔵 『傷寒論講義』、

森田幸門『傷寒論入門』、大塚敬節『臨床応用傷寒論解説』、

荒木性次『方術説話』、

日本漢方協会『現代比較傷寒論』

☆私の体験
・「漢方油剤」の開発 (特許取得平成３１年１月）

・新エキス剤の製造方法 （特許出願中）
18
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傷寒論の特徴

今年は太陽病下より



植物に親しもう

☆植物は漢方の原点。

漢方生薬は動物・鉱物もあるが９割が植物。

☆植物はヒトや動物の命を守り助けている。

☆道ばたの植物に目を向けよう。

そこには、私たちの命を救う命がある。

☆日漢協には「薬草園青空研修会」・「薬用植物観察分科会」がある。

今年は予定を変更し、１０月４日に東京都立薬用植物園（小平市）で実施予定です。

☆植物を育てて親しもう。 「薬用植物栽培分科会」がある。

当帰、桔梗、蒼朮（オケラ）なでを育ててみましょう。

☆野草を食べてみよう 「漢方食養分科会」がある。

トウキ、ツクシ、スギナ、ツワブキ、ヨモギなど野草料理を作ってみてはいかがです
か。
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薬局製剤をつくってみよう

☆「薬局製剤」は薬局で薬剤師が漢方薬を製造できる国の制度です。

薬局製剤指針にある２１６方剤、五苓散、当帰芍薬散、八味丸、

桂枝茯苓丸など漢方薬のほとんどを自分でつくることができます。

手間と時間が必要ですが、低コストの、他にはない自分だけの

マイブランド漢方薬を作りましょう。

☆日漢協では「漢方薬局製剤実習講座」を毎年開催します。

今年も７月に予定していましたが，残念ながら中止せざるを得ませんでした。

☆薬局製剤を学ぶ「薬局製剤分科会」があります。

毎月昼休みに『薬局製剤指針』の輪読と煎じ液を試飲しています。

今年はコロナのために実施できておりません。

☆薬局製剤を研究する「薬局製剤学会」を設立しました（２０１４年）。

今年は８月に参苓白朮散の製剤化を実施計画しています。

多くの薬局製剤を作ってみましょう。



『漢方相談師』の資格を取ろう

☆一般社団法人日本漢方協会は

「漢方相談師」を認定します。

漢方総合講座を

☆４年間受講された方には「准漢方相談師」

☆８年間受講された方には「漢方相談師」

の資格を認定します。
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白馬大池



新型コロナウイルス感染症への対策

１．漢方薬

新型コロナウイルス感染症はウイルス感染症であり、
その治療法として約２０００年前に著された『傷寒論』という
医学書があります。

約１００年前に世界の人口の半数が罹患し、４０００万人、
日本でも４５万人の命を奪ったときは麻黄湯が貢献したの
に。

しかし，今回の新型コロナに対しては漢方薬は全く出て
きません。なぜでしょう。

２．免疫力を高める
24
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２．免疫力を高めましょう
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一般



免疫とは
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食べ物で
ＩｇＧ産生増強

抗原
異物、侵入者、食べ物、
花粉、ウイルス、寄生虫

マクロファージ

（大食細胞）

Ｔｈ２細胞Ｔｈ１細胞

Ｂ細胞

ＩｇＧ

二度なし反応

ＩｇＥ

アレルギー反応

免疫の仕組み

ＩｇＧ－異物の結合物は
マクロファージなどに取り込
まれ、アレルギーがでない。

ＩｇＥが肥満細胞・好塩基球に結
合し、ヒスタミン・ロイコトリエ
ンなどを出し、アレルギー症状。

現代の日本人

Th1細胞が働か
なくなっている

マクロファージ
を育てていない

Th2細胞に
依存しすぎ

清潔の
しすぎ

抑制 IL-2、IFN-?

IL-4,IL-10 抑制

IL-12 IL-1

食べ物で
ＩｇＥ産生抑制
ヒスタミン遊離抑制

食べ物でマクロ
ファージを増す

活性

食べ物で増強

食べ物で増強

瑞芝

ＩｇＧ

が少ない

ＩｇＥ

が多すぎ



免疫を高める三つの方法

１．血行をよくする

（１）体温を上げる

（２）運動

（３）血液をサラサラにする

２．食事

（１）漢方的バランスの良い食事

（２）免疫を高める食事

３．睡眠

質のよい睡眠とは
28



１．血行をよくする
（１）体温を上げる

体温を１℃上げると免疫は５～６倍上がる。

最も有効なのは入浴すること。

このほか、暖かい太陽、紫外線、岩盤浴、ホルミシス

（２）運動をする

運動して筋肉を動かすと体温が上がる。

散歩、ジョギング、ストレッチ、スクワット、気功、・・・

（３）血液をサラサラにする

漢方薬は気血水をめぐらす働き。

肉を食べると血液は固まり，血行を悪くする。
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トンカツ・ハンバーグがあなたを疲れさせる



２．食事

•バランスのよい食事と云われるが、バランスとは何か。

•現代栄養学が云う、タンパク質、脂肪、炭水化物、ビタミ

ン、ミネラルの五大栄養素ではない。

•漢方でのバランスは五行色を食べること。五行の五色、

則ち青(緑），赤、黄、白、黒色を毎食摂る。それにより五

臓六腑が養える。特に新型コロナには金肺を養う白色の

食べ物がお薦めです。
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３．食養生の基本
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免疫を高める食物としてファイト
ケミカルを食べましょう。

•ファイトケミカルは野菜や果物に含まれる栄養素以
外の成分をいいます。

例えばスイカやトマトに含まれる赤い色素リコピ
ン、大豆のイソフラボン、アロエのトリプトファン、
ブルーベリーやブドウのアントシアニン類などがあ
ります。

•白い野菜（ニンニク、キャベツ、生姜、タマネギ）
にはファイトケミカルが多く含まれます。
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ファイトケミカルの効果

①体を老化させる活性酸素の害を無毒化させる．

抗酸化作用

②免疫力を高め細菌やウイルスの侵入を防御する。

免疫力強化

③体の組織や血液の流れを阻害する過酸化脂質の生成

を抑える

過酸化脂質の抑制
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免疫を強める食べ物
４．食物の効能

白い野菜が白血球を活性化する

免疫力を鍛えるいちばんの要素はファイトケミカルです

野菜 エネルギー カルシウム ビタミンA 食物繊維 ファイトケミ
カル

ニンニク １３９ kcal １４ mg ０ μg ５．７ mg ○

キャベツ ２０ ４０ ５８ ２，０ ○

生姜 ３０ １２ ５ ２．１ ○

タマネギ １９ ２０ ９８ ２．１ ○

ほうれん草 ２５ ６９ ５４００ ３．６ －

かぶ ２２ ２８ ０ １，７ －

キュウリ １４ ２６ ３３０ １．１ －

なす １９ ２０ ９８ ２．１ －

ニンジン ３９ ３０ ８６００ ３．０ －

ピーマン ２２ ６９ ５４００ ３．６ －
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免疫・酵素で腸管免疫を高める
日頃、病気にならないようにするには、免疫を高める

ことが大切です。

• 免疫を高める食べ物として、バナナ、ニンニク、タマネ
ギ、キャベツ、ダイコン、カリフラワーなどがあります。

• 身体の酵素活性を高め、代謝を活性化する食べ物と
して、ビタミン、ミネラルを多く含んだ野菜類を多く食べる

ことも重要です。

• 味噌、醤油など発酵食品を食べることは善玉の腸内細菌
を育て、腸管免疫を高めます

• 生ものを食べることは腸内細菌を増やします。

４．食物の効能



３．睡眠
• 質の良い睡眠と云われます。質の良いとはどう言うことで
しょうか？

• 睡眠は交感神経と副交感神経とのバランスです。昼間に
身体を動かすことにより，交感神経が活発になり、夜に下
がり，代わりに副交感神経が活発になり、免疫のリンパ
球が増加，活性化し、抗体を産生するＢリンパ球、異物排
除のＴリンパ球が増加活性化します。（図）

• この副交感神経が１日のうちで最大になるのは夜中の２
時です。この時間に熟睡していないとリンパ球が増加して
免疫を高めることが出来ません。例えば６時間の睡眠で
は夜の１１時に入眠し，朝の５時には起床することです。

・ 夜遅くまで起きていて２時過ぎに寝ても免疫は上がらない
ことになります。

・何時でも６～７時間の睡眠をとれば良いというのではありません。
37



睡眠は交感神経と副交感神経とのバランス
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• 免疫のお話を簡単にしました。

•事態宣言が解除になり、再び感染者が増加す
ることは間違いありません。

•秋冬に向けての大規模感染を控え免疫力を高
める努力をお願いします。
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40
屋久杉

【学んで思わざれば即ち
くらし
思うて学ばざれば即ち危
し

【論語】

「外からいくら学んでも自分
で考えなければ、物事は本当
にわからない。
自分でいくら考えても外から
学ばなければ、独断的になっ
て誤る危険がある。」

訳 齋藤 孝

ご清聴
ありがとうございました。

一日でも早く皆様ととも
に漢方が学べますように


