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26　 リード  編集部

28　 概説 　 血の概念とその治療 丁元慶

34　 治療 　周仲瑛教授による求因 法を応用した疑難病の治療経験 韓旭ほか

41　 治療 　顔徳馨教授による気血病機学説を応用した難病治療の経験 李露露ほか

47　 臨床報告 　視覚異常・軽度の意識障害を伴う 
　　　　　　　　レイノー症状に漢方治療が奏効した 1例 

玉嶋貞宏・大谷知穂

51　 臨床報告 　 血の治療を組み合わせて応用した症例 吉澤和希

難病治療のもう一つのカギ「瘀血」とその治療

特　集

56　 新連載 　漢方医学と中医学の架け橋　現代漢方の源流 奈良和彦・田中耕一郎

62
　中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　清肝瀉火による肝経風火証の片頭痛治療 
丁元慶

72　興味深い論文　中医がん治療の基本的な考え方 周仲瑛ほか

79　興味深い論文　宋代の薬局方から―古代の中薬製薬技術とその智恵 王世民ほか

82　興味深い論文　苦寒薬の薬効と弊害〈後篇〉 李玉潔ほか

86　中医病証の源流考　第６回　水気病〈後篇〉 姜徳友ほか

　　 杏林春秋  
90　卵巣刺激周期に合わせた中医治療 張立也

93　経方医学臨床録〈13〉 江部洋一郎

中医学

編集後記　160     　投稿規定　98

鍼　灸

132　
座談会 　 「東京中医鍼灸センター」設立から 11 年 

　　 弁証論治の鍼の臨床力〈前篇〉 
浅川要・北川洋三・中田紅美・宮本繁

142　
INTERVIEW 　南京中医薬大学・徐斌教授に聞く 

　　 穴性論と鍼灸の弁証論治 
編集部

149　穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　　 第 14 穴　後渓 田辺義典・髙士将典・李昇昊

154　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 22　「梅核気」を検証する 

　　 イコール暗記の落とし穴（２）～「梅核気＝半夏厚朴湯≒痰気鬱結」～ 
北上貴史

158　鍼灸百話　第 25 話　逆子に対する至陰への温灸の無効例 篠原昭二

116　弁証論治トレーニング 86 　〈体温の調節がうまくできない〉 高橋楊子

123　回答へのコメント 高橋楊子・呉澤森

129　次回出題 呉澤森

弁証論治トレーニング

110　名医の養生道・後篇　張錫純と蒲松齢 楊璞

112　未病を治す智恵 23
　『中医薬健康サービス発展計画（2015 ～ 2020 年）』 

　　　　　　　　　　　　にみる中国の新たな政策 
藤田康介

115　読者の声  

 60　書籍紹介　『漢方学舎白熱教室　入門編』（大野修嗣著） 

 60　書籍紹介　『こども漢方』（草鹿砥宗隆・佐藤大輔著） 

 78　書籍紹介　『本草経集注訳注　第一巻』（家本誠一著） 

 85　論文撤回のお知らせ（栗林秀樹） 

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　岡田研吉先生に聞く 

編集部 2  　　　　　　宋以前傷寒論の世界に魅せられて 

　　 日中経方サロン  

10　 INTERVIEW
　南京中医薬大学・黄煌教授に聞く 

　　　　　　　   経方には方証相応があり，確実な効果がある 
編集部

18　 寄　稿 　 なぜ経方を普及させようとするのか 黄煌   

巻頭
インタビュー

巻頭企画

99
　 新連載 　乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」 

　　１ 自然の産物が，なぜ薬になったの？ 
石井尊子

106　古典に学ぶ　張錫純の石膏の「主産乳」について―『医学衷中参西録』から 岡部佐重
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12　 リード  編集部

14　 インタビュー
　南京中医薬大学　周仲瑛教授・周学平教授に聞く 

　　　　　　　　なぜ今，病機弁証なのか 
編集部

25　 基礎知識 　病機弁証ガイダンス 編集部

28　 理論と臨床 　瘀熱の病機理論と治療 唐蜀華

41　 臨床経験 　風湿病に対する病機弁証 劉天陽・周学平

病機弁証―病機を重視した新しい弁証の試み

特　集

48
　中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　清熱化痰・熄風通絡による痰熱生風証の片頭痛治療 
丁元慶

56　 新連載 　中気理論を探る①　「中土五行」 その理論と応用 任海燕

60　中医病証の源流考　第７回　癥積 姜徳友ほか

66　興味深い論文　「病皆与方相応」は方証対応とは関係がない 張効霞

70　 新連載 　『傷寒論』を読み直す①　桂枝湯における芍薬の効用は斂汗ではない 梁華龍

74
　 新連載 　医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用① 

　　基本処方とプラスαの加味方 
渡邊善一郎

83　 杏林春秋 　弁証と弁病でとらえた多囊胞性卵巣の 6症例 川又正之

88
　乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」 

　　２ 中薬の四気五味と昇降浮沈 
石井尊子

98　内経入門　第 14 回　心の系統ってなに？　 斉藤宗則

中医学

編集後記　164    　投稿規定　97

鍼　灸

122　
座談会 　 「東京中医鍼灸センター」設立から 11 年 

　　 弁証論治の鍼の臨床力〈後篇〉 
浅川要・北川洋三・中田紅美・宮本繁

128　 新連載 　鍼灸配穴法講座　第１回　配穴とはなんだろう 髙士将典

136
　 INTERVIEW 　南京中医薬大学・張建斌先生に聞く 

　　 承淡安と澄江鍼灸学派が現代中医鍼灸に与えた影響 
編集部

150
　穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　　 第 15 穴　太淵 田辺義典・髙士将典・李昇昊

155
　仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 23　「血虚」を検証する 

　　 見た目に騙されるな！ 血虚による形態異常は現状を反映しないこともある　 
金本貴行

159　近況雑感　鍼灸治療のスタイル①　お腹の治療 浅川要

162　鍼灸百話　第 26 話　歯槽膿漏による歯茎の痛み（その２） 篠原昭二

106　弁証論治トレーニング 87 　〈突発性潰瘍性大腸炎〉 呉澤森

114　回答へのコメント 呉澤森・高橋楊子

119　次回出題 高橋楊子

弁証論治トレーニング

 73　日中経方サロン　from letter　141 号の黄煌先生のインタビュー・寄稿文を読んで 加島雅之

102　未病を治す智恵 24　小児推拿　 藤田康介

127　 News 　―第 24 回日本刺絡学会学術大会―　刺絡で日中が事業提携 編集部

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　山口英明先生に聞く 

編集部 2  　　　　　　日本の小児漢方　その方法と現状 
巻頭

インタビュー

巻頭企画
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14　 リード  編集部

16　 インタビュー
　南京中医薬大学　楊進教授に聞く 

　　　　　　　　中国における温病学をめぐる動き 
編集部

24　 治法と方剤 　慢性病および婦人科疾患に応用する温病の治法と方剤 編集部

30　 臨床経験 　温病の治法を応用したアレルギー性紫斑病の治療 蒋文傑ほか

36　 理論応用 　雑病に対する「透熱転気」の応用 孫曉光ほか

41　 方証の応用 　温病方証による脾胃病の治療 呂文亮

温病学を慢性病に活かす

特　集

48　興味深い報告　伝統中国医学をガイドラインで取り上げた 
　　　　　　　　日本老年医学会の試み 

岩崎鋼・高山真

58　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　養血・柔肝・安神による産後の片頭痛（血虚肝旺証）治療 
丁元慶

66　中気理論を探る②　黄元御の中気理論とその臨床応用 陳聖華ほか

71　『傷寒論』を読み直す②　洪水を防ぎ浸水を排出する真武湯 梁華龍

74　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用② 

　　基本方剤を分解して生薬構成から理解する 
渡邊善一郎

84
　乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」 

　　３ 中薬の帰経と薬性理論の実践 
石井尊子

92　内経入門　第 15 回　肺の働きってなに？　 斉藤宗則

中医学

編集後記　168    　投稿規定　167

鍼　灸

126　
INTERVIEW 　南京中医薬大学・王啓才教授に聞く 

　　 針灸の弁証論治と中国における針灸の現状 
編集部

134　視点
　近代の経絡解釈の変遷 

　　  　　―援用による解釈，疑問と否定，そして回帰― 
張建斌

142　鍼灸配穴法講座　第２回　気虚証の配穴とその運用 髙士将典

148　
穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　　 第 16 穴　陰陵泉 田辺義典・髙士将典・李昇昊

154　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 24　「標治 ( 暗記 ) 的配穴」を検証する 

　　 イコール暗記の落とし穴（３）～顎関節症の病因病機の変化を考察してみて～ 
内山実

162　鍼灸百話　第 27 話　ド ･ケルバン病の痛みは肘から先の 
　　 　　　　　　　　肺経上の経穴刺激で鎮痛できる 

篠原昭二

164　近況雑感　両極対応配穴法 浅川要

110　弁証論治トレーニング 88 　〈更年期障害〉 高橋楊子

118　回答へのコメント 高橋楊子・呉澤森

123　次回出題 呉澤森

弁証論治トレーニング

 46　 NEWS 　屠呦呦教授 ノーベル生理医学賞受賞　～中国伝統医学の快挙～ 編集部

 96　 REPORT 　若手医師のための漢方医学セミナー 編集部

100　 REPORT 　第 5回日本中医学会学術総会　中医学の継承と発展 編集部

104　未病を治す智恵 25　寒従脚起（寒さは足元からやってくる） 藤田康介

106　追悼　伊藤良先生をしのぶ 神戸中医学研究会

160　 REPORT 　TCMN2015 編集部

141　書籍紹介　『体質改善のための薬膳』（辰巳洋監修・日本国際薬膳師会編著） 

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　木田正博医師に聞く 

編集部 2  　　　　　　複雑系に対応した伝統中国医学の真価 
巻頭

インタビュー

巻頭企画
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 14　 リード  編集部

 16　 インタビュー
　江蘇省中医院腎内科・孫偉教授に聞く 

 　　　　　　　　「益腎清利活血法」による慢性腎炎の治療 
［聞き手／構成］編集部

 26　 症　例 　慢性腎炎治療の５症例 孫偉

 32　 概　説 　中医腎臓病学の先駆者・鄒雲翔 ［整理］編集部

 39　 概　説 　慢性腎炎に対する名老中医の認識と治療方法 ［整理］編集部

慢性腎炎の中医治療

特　集

 50　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　 開鬱怡神・調和営衛による緊張型頭痛の治療 
丁元慶

 58　中気理論を探る③　楊志敏の「一気周流」理論の運用 羅翠文ほか

 64　『傷寒論』を読み直す③　真仮寒熱証と寒温表証 梁華龍

 66　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用③ 

　　 生薬構成が類似した処方同士を比較する〈1〉―桂枝湯関連方剤を中心に― 
渡邊善一郎

 75　
漢方医学と中医学の架け橋　第２回 　

　　 存廃の岐路に立たされた中医と日本 
奈良和彦・田中耕一郎

 82　 杏林春秋 　現代社会に特有の病因病機と対処法〈前篇〉 木田正博・矢田修

 90　「海派」探訪記　上海中医学派，その源流を訪ねる 静貴生

 98　乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」　４ 中薬七情と配伍 石井尊子

106　内経入門　第 16 回　肺の働きってなに？〈２〉　 斉藤宗則

中医学

編集後記　168    　投稿規定　145

鍼　灸

134　
穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　　 第 17 穴　大椎 田辺義典・髙士将典・李昇昊

140　鍼灸配穴法講座　第３回　気滞証の配穴とその運用 髙士将典

146　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 25　「衛気の分布範囲」を検証する 

　　 内腑に分布する衛気を考察する 
近江國宏

150　興味深い報告　鍼灸治療による不眠症状の検討 中村真理ほか

156　
第５回李式伝統鍼灸日本実践検討会優秀症例報告 

　　 虚証の耳鳴の治療経験 
高木由紀子

162　鍼灸百話　第 28 話　経脈病証と疏通経絡 篠原昭二

165　近況雑感　鍼灸治療のスタイル②　ビワの葉灸 浅川要

116　弁証論治トレーニング 89 　〈陰部の多汗・におい〉 呉澤森

124　回答へのコメント 呉澤森・高橋楊子

130　次回出題 高橋楊子

弁証論治トレーニング

110　未病を治す智恵 26　耳穴療法 藤田康介 

112　 REPORT 　日本東方医学会 学術大会 編集部

144　書籍紹介　『「傷寒・金匱」薬方大成　六味編』（中川良隆著） 

160　From Letter　『続・針師のお守り』（浅川要著）を読んで考えたこと 藤井正道

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　大野修嗣先生に聞く 

［聞き手］編集部 2  　　　　　　膠原病治療に漢方と中医学を共に活かす 
巻頭

インタビュー

巻頭企画
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 12　 リード  編集部

 14　 解　説 　火の認識と治療理論 ―表熱証・裏熱実証を中心に― 小金井信宏

 20　 解　説 　火証に用いる方剤と運用 加島雅之

 25　 症　例 　陰火の２症例 篠原明徳

 30　 症　例 　更年期障害として現れた火証の病機に応じた治療 別府正志

 34　 症　例 　火神派流の火証の治療 ～酒 の 1症例～ 伊賀文彦

 39　 症　例 　名老中医による内傷発熱治療 ［整理］編集部

「火」の認識とその治療

特　集

 50　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　 清熱・通絡・安神による緊張型頭痛治療 
丁元慶

 58　中気理論を探る④　脾胃中気からみた生理と病理 
　　　　　　　　　　～李東垣・黄元御・彭子益の比較～ 

張宏瑛

 64　中医病証の源流考　第８回　癃閉 李超然ほか

 68　『傷寒論』を読み直す④　表裏寒熱の離と合 梁華龍

 72　
漢方医学と中医学の架け橋　第３回 

　　 尾張藩医・浅井正封による『古今方彙』講習会（その 1） 
奈良和彦・田中耕一郎

 78　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用④ 

　　 生薬構成が類似した処方同士を比較する〈２〉―花粉症（鼻）の関連処方を中心に― 
渡邊善一郎

中医学

編集後記　156    　投稿規定　155

鍼　灸

130　
穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　   第 18 穴　委中 田辺義典・髙士将典・李昇昊

136　鍼灸配穴法講座　第４回　血虚証の配穴とその運用 髙士将典

142　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その26　「肝脾不和＝下痢」を検証する 

　　 肝脾不和は下痢だけか 
三旗塾臓腑経絡研究委員会

150　鍼灸百話　第 29 話　胃経の病証は何か？ 篠原昭二

152　近況雑感　鍼灸治療のスタイル③　肩の散鍼 浅川要

114　弁証論治トレーニング 90 　〈睡眠障害〉 高橋楊子

121　回答へのコメント 高橋楊子・呉澤森

127　次回出題 呉澤森

弁証論治トレーニング

112　未病を治す智恵 27　酒と中医学 藤田康介 

148　熊本鍼灸マッサージボランティア報告　個室と温灸の効用 藤井正道

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　田中実先生に聞く 

［聞き手］編集部 2  　　　　　　中医学から円通の 療へ 
巻頭

インタビュー

巻頭企画

 86　 杏林春秋 　不眠症の弁証と治療 ～老中医の不眠論文の分析～ 川又正之

 92　 杏林春秋 　『傅青主女科』から学ぶ中医不妊治療 張立也

 96　 杏林春秋 　現代社会に特有の病因病機と対処法〈後篇〉 木田正博・矢田修

102　乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」　５ 解毒と胃気 石井尊子
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 12　 リード  編集部

 14　 インタビュー
　安徽中医薬大学学長・王鍵教授に聞く 　

　　　　　　　　 中医学の発展に巨大な貢献を果たした新安医学 
［聞き手］編集部

 24　 文　化 　新安医家と徽州理学 王鍵ほか

 30　 人　物 　新安医学の名医たち 王鍵ほか

 40　 医　説 　新安医学の新学説 王鍵ほか

 52　 処　方 　新安医学の名方 王又聞ほか

新安医学―中医学の源流

特　集

 60　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　 頭骨内静脈奇形手術後の眩暈・てんかん発作治療 
丁元慶

 68　興味深い症例　六君子湯による異病同治の臨床経験 2例 河﨑文洋ほか

 72　 杏林春秋 　不眠症の弁証と治療　その２　入眠障害と断眠〈前篇〉 川又正之

 78　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑤ 

　　 生薬構成が類似した処方同士を比較する〈3〉―和解法篇― 
渡邊善一郎

 86　
漢方医学と中医学の架け橋　第４回 

　　 『古今方彙』講習会（その２）『古今方彙』を読む―中風（前篇） 
奈良和彦・田中耕一郎

100　
乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」 

　　 ６　加熱炮製と薬性  
石井尊子

中医学

編集後記　176    　投稿規定　113

鍼　灸

130　 新連載  
 漢方薬と鍼灸治療のコラボ　第１回 

　　 　　　　 鍼薬同効から考える漢方薬と鍼灸治療のコラボレーションの意義 
関口善太

136　 杏林春秋
　アトピー性皮膚炎（頭痛・肩こり・月経痛を伴う） 

　　　　　　　　異病同治，そして睡眠時間と症状の変化について 
矢田修

144　鍼灸配穴法講座　第 5回　血瘀証の配穴とその運用 髙士将典

150　
穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　   第 19 穴　風池 田辺義典・髙士将典・李昇昊

155　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その27　「経脈病証」を検証する 

　　 奇経の応用―正経だけではもの足りない 
大石知絵子

160　調査報告　わが国における中医鍼灸の実態調査〈前篇〉 編集部

168　鍼灸百話　第 30 話　肺経の病証は何か？ 篠原昭二

170　近況雑感　現代中医鍼灸はどのように日本に導入されたのか？ 浅川要

114　弁証論治トレーニング 91 〈抗うつ剤による肝機能障害〉 呉澤森

122　回答へのコメント 呉澤森・高橋楊子

127　次回出題 滝沢健司

弁証論治トレーニング

 
92　 REPORT 　

日本中医学会・成都視察「中医薬の故郷」で再び始まる学術交流 編集部

      参加者の声 加島雅之・清水雅行

 96　 REPORT 　中国の医師職称制度～外国人初の主治医師資格（中医内科学）合格体験記～ 藤田康介

110　未病を治す智恵 28　メディアを活用した中医学の普及～テレビ篇～ 藤田康介

134　書籍紹介　『鍼灸臨床能力』北辰会方式 理論篇（藤本蓮風監修・一般社団法人北辰会学術部編著） 

165　 REPORT
　関西中医鍼灸研究会「鍼灸の弁証論治の実際を公開」 

  ～浅川要先生の特別講演会～ 
編集部

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　吉冨誠先生に聞く 

［聞き手］編集部 2  　　　　　　八綱弁証の再考を 
巻頭

インタビュー

巻頭企画

ふるさと



104　
漢方薬と鍼灸治療のコラボ　第 2 回 

　　 腎虚に対するコラボレーション（その 1） 
関口善太
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  2　 リード  編集部

  4　 インタビュー
　石巻市雄勝診療所所長・岩崎鋼先生に聞く 　

　　　　　　　　 高齢者医療における漢方・中医学の役割 
［聞き手］編集部

 12　 総　論 　中医学ではフレイルをどうみるか 李方玲ほか

 16　 臨　床 　高齢者の慢性めまい症の治療経験 入江祥史

 21　 臨　床 　高齢者における尿失禁と頻尿の治療 田中耕一郎

 26　 臨　床 　国医大師・張琪教授の認知症治療 高尚社

老年症候群の中医治療

特　集

 34　 INTERVIEW
　安徽省中医医院・胡国俊教授に聞く 

　　 　　　　    新安名医の臨床に迫る 
［聞き手］木田正博

 46　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　 清熱・除湿・通絡による帯状疱疹後三叉神経痛の治療 
丁元慶

 54　 杏林春秋
　血熱に湿熱を挟む難治性の成人型アトピー性皮膚炎に 

　　　　　　　　黄連解毒湯加生地黄・牡丹皮が有効だった３症例 
長瀬千秋

 57　 杏林春秋 　不眠症の弁証と治療　その２　入眠障害と断眠〈後篇〉 川又正之

 62　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑥ 

　　 生薬構成が類似した処方同士を比較する〈4〉―瀉下法篇― 
渡邊善一郎

 68　
漢方医学と中医学の架け橋　第５回 

　　 『古今方彙』講習会（その２）『古今方彙』を読む―中風（後篇） 
奈良和彦ほか

 75　内経入門　第 17 回　脾の働きってなに？〈１〉 斉藤宗則

 82　取材シリーズ　日本分校を訪ねる①　上海中医薬大学附属日本校 ［聞き手］編集部

 88　
乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」 

　   ７　加熱と輔料と効能 
石井尊子

中医学

編集後記　164    　投稿規定　87

鍼　灸

124　 INTERVIEW
　安徽中医薬大学第二附属医院・張道宗教授に聞く 

［聞き手］編集部
　　　　　　　　 「通督調神」の鍼灸療法で難病・慢性病を治療する安徽名医 

134　鍼灸配穴法講座　第 6 回　津液不足・陰虚の配穴とその運用 髙士将典

140　 座談会
　「穴性論」を振り返って（前篇）

 金子朝彦・岩渕浩司・

田辺義典・髙士将典・李昇昊

146　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 28　「脾胃の気虚」を検証する 

　　 脾気虚と胃気虚 
北上貴史

152　調査報告　わが国における中医鍼灸の実態調査〈後篇〉 編集部

160　鍼灸百話　第 31 話　大腸経の病証は何か？　 篠原昭二

162　近況雑感　下の法 浅川要

110　弁証論治トレーニング 92 〈稀発月経〉 滝沢健司

117　回答へのコメント 高橋楊子・呉澤森

122　次回出題 呉澤森

弁証論治トレーニング

 67　書評　『臨床家のための中医腫瘍学』（鄒大同編著） 清水雅行

 80　 REPORT 　WHO ICD-11 に伝統医学分類収載　大詰め迎える 編集部

 98　 REPORT 　第６回日本中医学会学術総会　日本中医学の創造を目指して 編集部

102　未病を治す智恵 29　微信（WeChat）を活用した中医学 藤田康介

158　 REPORT 　WFAS  Tokyo ／ Tsukuba 2016 開催される 編集部

EXTRA
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 10　 リード  編集部

 12　 座談会 　漢方薬局では漢方・生薬製剤はどのように活かされているのか 
 　　　　　～婦人病・皮膚病を中心に～ 猪越英明・毛塚重行・今井太郎

 34　 処方解説 　婦人病と皮膚病で応用されるもの 深谷彰

薬局における漢方・生薬製剤の中医学的運用（前篇）

特　集

編集後記　172    　投稿規定　171

鍼　灸

132　 特別INTERVIEW
　日本に中医学を普及・啓蒙したパイオニア 

 　　　　　　　　 兵頭明 先生 に聞く〈前篇〉 
［聞き手］編集部

144　
穴性論　いま，穴性を問う　～日本の臨床に適合した穴性構築に向けて～ 金子朝彦・岩渕浩司・

　   第 20 穴　足三里　［最終回］ 田辺義典・髙士将典・李昇昊

150　 座談会
　「穴性論」を振り返って（後篇）

 金子朝彦・岩渕浩司・

田辺義典・髙士将典・李昇昊

156　鍼灸配穴法講座　第７回　［最終回］　痰飲の配穴とその運用 髙士将典

161　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その29　「更年期障害＝腎証」を検証する 

　　 追いかけ治療の落とし穴～更年期障害から腎精の衰退速度を考える～ 
内山実

166　鍼灸百話　第 32 話　脾経の病証は何か？ 篠原昭二

168　近況雑感　経絡の流れを学ぼう 浅川要

118　弁証論治トレーニング 93 〈無月経６年〉 呉澤森

125　回答へのコメント 呉澤森・高橋楊子

130　次回出題 滝沢健司

弁証論治トレーニング

107　中国リポート　2017 年 7 月 1 日から施行される『中華人民共和国中医薬法』  藤田康介

110　未病を治す智恵 30　中国の江南地方でよく食べられる肉類と養生 藤田康介

 60　書籍紹介　『漢方学舎 実践編１　臨床カンファレンス実体験』（大野修嗣編著） 

116　書籍紹介　『寝ころんで読む傷寒論・温熱論』（入江祥史著） 

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　西本隆先生に聞く 

［聞き手］編集部 2  　　　　　　伝統医学と西洋医学は両立に 謙虚さをもち，自己検証を 
巻頭

インタビュー

巻頭企画

 42　 INTERVIEW
　国医大師・徐経世教授に聞く 

　　 　　　　    視野は広く　内科を基礎にして他科に活かす 
［聞き手］編集部

 52　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　 滋陰・清熱・安神による陰虚の不眠治療 
丁元慶

 62　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑦ 

　　 生薬構成が類似した処方同士を比較する〈5〉―四君子湯篇：脾胃病①― 
渡邊善一郎

 68　 杏林春秋 　三焦と心包の中西医結合的観点からの理解の試み 田中実

 72　近代の名老中医に学ぶ　劉奉五の「熱入血室」について 小野正弘

 77　
漢方エキス製剤の中医学的運用 

　　 新薬による治療に抵抗性の慢性鼻炎の 1例 
尾形マリ

 78　
漢方医学と中医学の架け橋　第６回 

　　 『古今方彙』講習会（その２）『古今方彙』を読む―中風（第３回） 
奈良和彦ほか

 86　内経入門　第 18 回　脾の働きってなに？〈２〉 斉藤宗則

 92　
乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」 

　   ８　輔料で広がる加熱炮製の役割 
石井尊子

102　取材シリーズ　日本分校を訪ねる②　国立北京中医薬大学日本校 ［聞き手］編集部

中医学

112　
漢方薬と鍼灸治療のコラボ　第３回 

　　 腎虚に対するコラボレーション（その２） 
関口善太
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 14　 座談会 　漢方薬局では漢方・生薬製剤はどのように活かされているのか 

  　　～生活習慣病・アレルギー性疾患・

   自律神経系疾患などを中心に～ 猪越英明・毛塚重行・今井太郎

 28　 処方解説 　生活習慣病・アレルギー・自律神経系で応用されるもの 深谷彰

薬局における漢方・生薬製剤の中医学的運用（後篇）

特　集

編集後記　160    　投稿規定　104

鍼　灸

122　 特別INTERVIEW
　日本に中医学を普及・啓蒙したパイオニア 

 　　　　　　　　 兵頭明 先生 に聞く〈後篇〉 
［聞き手］編集部

131　興味深い鍼灸症例　心因性失声症の鍼灸治療 藤井正道

136　興味深い報告　女性の脱毛症に対する鍼灸治療の効果 中村真理ほか

142　 INTERVIEW
　安徽省針灸医院・蔡聖朝教授に聞く 

　　 　　　　    梅花鍼灸学派・周楣声先生の鍼灸を継承して 
［聞き手］編集部

150　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その30　「歯痕舌＝虚証」を検証する 

　　 歯痕舌に潜む裏の顔 
金本貴行

156　鍼灸百話　第 33 話　心経の病証は何か？ 篠原昭二

158　近況雑感　足の陽明胃経はどこで終わるのか？ 浅川要

106　弁証論治トレーニング 94 〈回帰性リウマチ〉 滝沢健司

114　回答へのコメント 高橋楊子・呉澤森

120　次回出題 呉澤森

弁証論治トレーニング

 76　リポート　第 1 回天津日中中医学シンポジウム　再び始まる日中学術交流の絆 編集部

 96　未病を治す智恵 31　香囊 藤田康介

154　中医鍼灸研修生奮闘記　臨床研修を経て感じられたこと 石山和美

 85　書籍紹介　『生活習慣病の漢方内科クリニック』（入江祥史著） 

103　書籍紹介　『早わかり薬膳素材　食薬の効能・性味・帰経』（辰巳洋主編） 

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　仙頭正四郎先生に聞く 

［聞き手］編集部 2  　　　　　　中医学は柱に過ぎない　基本概念を押さえて自分自身で思考する 
巻頭

インタビュー

巻頭企画

 36　 リポート
　髙山宏世先生講演会 

編集部
　　 　 　　     『金匱要略』をもっと読もう―『金匱』の魅力と処方の活かし方 

 47　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　 安神薬を用いない熱盛瘀熱・陰虚神浮の不眠治療 
丁元慶

 56　 杏林春秋 　宋以前『傷寒論』考：悪風の麻黄湯 岡田研吉ほか

 62　 杏林春秋 　三焦と間質液スペース 曺桂植

 68　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑧ 

　　 生薬構成が類似した処方同士を比較する〈６〉―四君子湯篇：脾胃病②― 
渡邊善一郎

 73　
漢方医学と中医学の架け橋　第 7 回 

　　 『古今方彙』講習会（その２）『古今方彙』を読む―中風（第４回） 
奈良和彦ほか

 82　内経入門　第 19 回　肝の働きってなに？ 斉藤宗則

 86　
乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」 

　   ９　中薬と産地の関係 
石井尊子

 98　
漢方薬と鍼灸治療のコラボ　第４回 

　　 腎虚に対するコラボレーション（その３） 
関口善太

中医学



  2　 リード 　 編集部

  4　 インタビュー
   日本中医学会会長・平馬直樹先生に聞く 

　　　　　　　　 中医皮膚科学の智恵を日本の臨床にどう活かすか 
［聞き手］編集部

 11　 総　論 　 中医皮膚科学の進め方 楊達

 20　 名老中医の経験   
補腎法を用いた難治性皮膚病の治療 

  　 ～ 国維教授の経験より～ 
欧陽衛権ほか

 27　 名老中医の経験
　紅斑鱗屑性皮膚病の治療 

     ～艾儒棣教授の経験より～ 
彭鑫ほか

皮膚疾患の中医治療
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特　集

 34　　　　　 新・方剤学～方剤分類と方意～　第１回　汎用性のある方剤分類とは 加島雅之

 42　 INTERVIEW
　新安医学流派・「張一帖」を継承する李梃先生に聞く 

　　 　　　　    山村に育まれ伝承される民間中医 
［聞き手］編集部

 50　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　 活血・散瘀・清熱・養陰による瘀熱傷陰の不眠治療 
丁元慶

 58　 杏林春秋 　宋以前『傷寒論』考：太陽と少陰の併病 岡田研吉

 68　 杏林春秋 　尋常性乾癬に黄連解毒湯加味方が有効だった１症例 長瀬千秋

 70　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑨ 

　　 生薬構成が類似した処方同士を比較する〈７〉―血の病篇― 
渡邊善一郎

 78　『金匱要略』の魅力〈前篇〉　同病異治と異病同治の世界 髙山宏世

 86　
漢方医学と中医学の架け橋　第 8 回 

　　 『古今方彙』講習会（その２）『古今方彙』を読む―中暑 
奈良和彦ほか

 92　            ニッポンの漢方薬局を訪ねる①　漢方マルヘイ薬局・丸山運平先生 
　　 

INTERVIEW  
 繁用される高貴薬とその使い方 

［聞き手］猪越英明

新連載

中医学

編集後記　160     　投稿規定　91

鍼　灸

140　 INTERVIEW
　衢州市中医医院・金瑛教授に聞く 

　　　　　　　　 楊継洲の故郷で息づく「楊継洲鍼灸」とその継承 
［聞き手］編集部

148　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 31　「安胎＝活血」を検証する 

　　 安胎に活血は必要か～血瘀由来の習慣性流産の予防を考える～ 
近江國宏

152　鍼灸百話　第 34 話　小腸経の病証は何か？ 篠原昭二

154　日本における中医鍼灸受容の歴史　耳鍼療法の受容について 早川敏弘

157　近況雑感　『針灸配穴』 浅川要

124　弁証論治トレーニング 95　〈産後の両下肢の浮腫〉 呉澤森

131　回答へのコメント 呉澤森・高橋楊子

137　次回出題 高橋楊子

弁証論治トレーニング

EXTRA

116　未病を治す智恵 32　朱丹渓の墓 藤田康介

122　書籍紹介　『高齢者のための漢方診療』（岩崎鋼・髙山真著，岩田健太郎監修）

100　
乾くんの中医学手帳「教えて！中薬学」 

　　　10　 最終回   生産技術の道地性 
石井尊子

112　内経入門　第 20 回　肝の系統ってなに？ 斉藤宗則

118　
漢方薬と鍼灸治療のコラボ　第 5 回 

　　 脾胃病証（後天）に対するコラボレーション（その 1） 関口善太
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 8　 リード  編集部

10　 インタビュー
　金沢大学附属病院 漢方診療科・小川恵子先生に聞く 

 　　　　 難聴に対する漢方治療　　 
小川恵子／［聞き手］編集部

20　 鍼　灸 　耳管開放症と耳管狭窄症の鍼灸治療 藤井正道

27　 中国の経験 　干祖望教授の耳鳴に対する臨床経験 黄倹儀ほか

33　　　　　　　 名老中医の難聴の治療経験 編集部

聴覚障害の中医治療

特　集

編集後記　160    　投稿規定　67

鍼　灸

130　
特別INTERVIEW 　筑波技術大学・形井秀一教授に聞く 

　　 鍼灸学校における経絡経穴の教育の現状と未来 
形井秀一／聞き手［編集部］

140　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 32「逆子＝至陰」を検証する 

　　 「逆子の至陰」だけではつまらない 
金子朝彦

146　鍼灸百話　第 35 話　膀胱経の病証は何か？ 篠原昭二

151　近況雑感　十二経の接続 浅川要

116　弁証論治トレーニング 96 〈2 カ月続く原因不明の発熱〉 高橋楊子

122　回答へのコメント 高橋楊子・呉澤森

127　次回出題 呉澤森

弁証論治トレーニング

 78　書籍紹介　『「傷寒・金匱」薬方大成 七味編』（中川良隆著） 

 90　書評　『乾くんの教えて！中薬学』（石井尊子著） 加島雅之

106　未病を治す智恵 33　道地薬材を求めて（1）～甘粛省定西市～ 藤田康介

145　『鍼灸大成』の著者はだれか？ 金瑛

148　 REPORT 　杭州　第 5回国際灸法大会からみえた中国の灸法界 藤井正道

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　村上元先生に聞く 

村上元／［聞き手］編集部 2  　　　　　　中薬の魅力を皮膚疾患に活かす 
巻頭

インタビュー

巻頭企画

38　 INTERVIEW 　
新安程氏医派の継承者・程剣峰先生に聞く 

 　　　　 新安程氏医派の系譜とその学術思想 
編集部

46　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　清熱活血・寧心安神による瘀熱擾心の不眠治療 
丁元慶

54　新・方剤学～方剤分類と方意～　第２回　解表剤〈1〉 加島雅之

60　 杏林春秋 　宋以前『傷寒論』考：三陽合病と少陽病篇 岡田研吉ほか

68　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑩ 

　　生薬構成が類似した処方同士を比較する〈8〉―津液の病篇①― 
渡邊善一郎

74　『金匱要略』の魅力〈後篇〉　竜骨・牡蛎の効用ならびに『金匱』の治療原則 髙山宏世

80　興味深い論文　痰証の診断基準 世界中医薬学会聯合会痰証学専業委員会

88　痰証スコアの検証 岩崎鋼

中医学

 94　
漢方医学と中医学の架け橋　第 9 回 

　　 『古今方彙』講習会（その 2）『古今方彙』を読む―中寒門 
奈良和彦ほか

 98　
ニッポンの漢方薬局を訪ねる②　堀江薬局・堀江昭佳先生 

　　 子宝相談で評判の漢方薬局　なにが人を引きつけるのか 
堀江昭佳／［聞き手］猪越英明

108　
漢方薬と鍼灸治療のコラボ　第 6 回 

　　 脾胃病証（後天）に対するコラボレーション（その 2） 
関口善太



Clinical Journal of Traditional Chinese Medicine第152号（第39巻1号）2018年3月20日発行

14　 リード  編集部

16　 インタビュー
　浙江中医薬大学 何若苹教授・范永升教授に聞く 

 　　　　 『金匱』研究の第一人者・何任教授 
何若苹・范永升／［聞き手］編集部

24　 中国の『金匱』　何任教授の説く『金匱要略』の世界 

34　 インタビュー
　髙山宏世先生に聞く 

 　　　　 『金匱要略』の魅力と学び方・活かし方 
髙山宏世／［聞き手］編集部

42　 日本の『金匱』　『金匱要略』の受容―江戸期の重要文献紹介― 小曽戸洋

『金匱要略』を読もう

特　集

編集後記　156    　投稿規定　73

鍼　灸

128　
特別INTERVIEW 　九州看護福祉大学 篠原昭二教授に聞く 

　　 経絡経穴の認識と臨床への応用（前篇） 
篠原昭二／［聞き手］編集部

136　
インタビュー 　阮氏鍼灸を継承する阮少南先生・阮歩青先生に聞く 

　　 阮氏鍼灸の学術思想の特徴とその継承 
編集部

144　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 33「感冒時の脈＝浮脈」を検証する 

　　 カゼの初期でも浮かないときもある 
臓腑経絡検討委員会

150　鍼灸百話　第 36 話　腎経の病証は何か？ 篠原昭二

152　近況雑感　十二経脈を流れているものは何か？ 浅川要

114　弁証論治トレーニング 97 〈10 年以上続く頻尿〉 呉澤森

120　回答へのコメント 呉澤森・高橋楊子

125　次回出題 滝沢健司

弁証論治トレーニング

 83　訃報　土方康世先生 

102　未病を治す智恵 34　道地薬材を求めて（2）～浙江省磐安～ 藤田康介

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　池尻研治先生に聞く 

池尻研治／［聞き手］編集部 2  　　　　　　『医学衷中参西録』を読む 
巻頭

インタビュー

巻頭企画

48　
銀座煎じ研究会　症例カンファレンス　第 1 回 

　　顔面皮膚炎および易感冒・易疲労 
田中耕一郎ほか

54　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　益気養陰・清熱化痰による難治性の誤嚥性肺炎治療 
丁元慶

64　 杏林春秋 　鴉胆子による疣贅の治療 岡田研吉ほか

68　 杏林春秋 　肝気虚によるうつ病と不安障害（前篇） 川又正之

74　
漢方エキス製剤の中医学的運用 

　　異病同治による牛車腎気丸の臨床応用経験 2例 
河﨑文洋ほか

78　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑪ 

　　生薬構成が類似した処方同士を比較する〈8〉―津液の病篇②― 
渡邊善一郎

84　
漢方医学と中医学の架け橋　第 10 回 

　　『古今方彙』講習会（その 2）『古今方彙』を読む―中湿門 
奈良和彦ほか

中医学

 88　
ニッポンの漢方薬局を訪ねる③　よいち漢方薬局 小林洋一先生 

　　 中西医結合のススメ
　　 ～中医学をベースに西洋医学の知見も加えていく～ 

小林洋一／［聞き手］猪越英明

 97　内経入門　第 21 回　腎の系統ってなに？ 斉藤宗則

104　
漢方薬と鍼灸治療のコラボ　第 7 回【最終回】 

　　 脾胃病証（後天）に対するコラボレーション（その３） 
関口善太

＊加島雅之先生の連載「新・方剤学～方剤分類と方意～」は都合により休載しました。
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10　 リード 	 編集部

12　 方剤解説 　補益剤における組み合わせの妙	 菅沼栄

21　 理論解説 　温補の理論展開	～薛己・張景岳・趙献可を中心に～	 小金井信宏

27　 臨床応用 　補法・補薬を用いる際の心得	 木田正博

32　 研究動向 　がん治療における補剤	～最近の研究動向～	 鄒大同

38　 生薬解説 　補薬	～植物薬と動物薬～	 陶惠寧

補剤を再考する

特　集

編集後記　164    　投稿規定　163

鍼　灸

140　
特別INTERVIEW 　九州看護福祉大学 篠原昭二教授に聞く	

　　	経絡経穴の認識と臨床への応用（後篇）	
篠原昭二／［聞き手］編集部

146　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 34「絡脈病証」を検証する	

　　	正経だけではもの足りない	～絡穴を中心に～	
大石知絵子

152　鍼灸百話　第 37 話　心包経の病証は何か？	 篠原昭二

154　近況雑感　禁灸穴	 浅川要

128　弁証論治トレーニング 98	〈三叉神経痛〉	 滝沢健司

134　回答へのコメント	 高橋楊子・呉澤森

138　次回出題	 呉澤森

弁証論治トレーニング

124　未病を治す智恵 35　小学生にも中医学の知識を	～中国浙江省での試み～	 藤田康介

150　書籍紹介　『鍼灸臨床能力	北辰会方式	実践篇』（藤本蓮風監修）

153　書籍紹介　『名医別録解説』（森由雄編著）	

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　峯尚志先生に聞く 

峯尚志／［聞き手］編集部	2		　　　　　　患者さんに寄り添う漢方　一味の生薬から治療を考える	
巻頭

インタビュー

巻頭企画

46　新・方剤学～方剤分類と方意～　第３回　解表剤〈2〉	 加島雅之

54　
銀座煎じ研究会　症例カンファレンス　第 2 回	

　　片頭痛・子宮内膜症および関節リウマチの諸症状	
田中耕一郎ほか

60　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治	

　　補益元気・化痰清熱による中風後の肺炎治療	
丁元慶

70　 杏林春秋 　肝気虚によるうつ病と不安障害（後篇）	 川又正之

74　 杏林春秋 　生薬および処方証の可視化	～見える漢方薬～	 曺桂植

78　 杏林春秋 　肝の養生法	 張立也

82　 杏林春秋 　丹参の伝説	 ［翻訳］小野正弘

86　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑫	

　　生薬構成が類似した処方同士を比較する〈9〉―滋陰剤篇①―	
渡邊善一郎

中医学

	92　
漢方エキス製剤の中医学的運用	

　　	アトピー性皮膚炎が補陽還五湯＋猪苓湯でコントロールできている1例	 榊原哲

	94　
漢方医学と中医学の架け橋　第 11 回	

　　	『古今方彙』講習会（その 2）『古今方彙』を読む―中湿門（2）・火証門（1）	
奈良和彦ほか

	98　
ニッポンの漢方薬局を訪ねる④　大慶堂漢方薬局・岡理絵先生	

　　	漢方・子宝相談のすすめ方	
岡理絵／［聞き手］猪越英明

108　内経入門　第 22 回　腎の系統ってなに？〈2〉	 斉藤宗則

114　　　　　  乾くんの教えて！望・聞・問・切診　第 1 話　ご先祖様登場！	 	 石井尊子新連載
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 8　 リード  編集部

10　 　　　　 『通俗傷寒論』六経方薬一覧 

14　 インタビュー
　紹興市中医院 沈元良教授に聞く 

 　　　　 紹派傷寒とは何か 
沈元良／［聞き手］編集部

26　 インタビュー
　紹興市中医院 沈欽栄教授に聞く 

 　　　　 越医文化―名医を育んだ紹興の地域文化 
沈欽栄／［聞き手］編集部

38　 症例 　紹派傷寒の医案に学ぶ 

傷寒と温病の統一 ～紹派傷寒～

特　集

編集後記　160    　投稿規定　71

鍼　灸

140　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 35「舌下静脈怒脹＝血瘀証」を検証する 

　　 舌下静脈怒脹は血瘀証の十分条件だが，血瘀証は舌下静脈怒脹の必要条件ではない 
北上貴史

144　 杏林春秋 　李杲の脾胃論と鍼灸法への応用 張国霞ほか

150　鍼灸百話　第 38 話　三焦経の病証は何か？ 篠原昭二

152　近況雑感　禁鍼穴 浅川要

124　弁証論治トレーニング 99 〈高齢不妊〉 呉澤森

132　回答へのコメント 呉澤森・高橋楊子

138　次回出題 滝沢健司

弁証論治トレーニング

 92　書評　『図解・表解　方剤学』（滝沢健司著） 大野修嗣

102　リポート　学校法人兵庫医科大学 中医薬孔子学院 編集部

110　未病を治す智恵 36　秋凍 藤田康介

109　書籍紹介　『漢方学舎　実践編 2　臨床カンファレンス実体験』（大野修嗣編著）

143　書籍紹介　『医療にみる伝統と近代　生きている伝統医学』（津谷喜一郎ほか著） 

EXTRA

 2　時流を読む　ＩＣＤ-11（国際疾病分類第 11版）と伝統医学の病証 東郷俊宏

巻頭企画

48　新・方剤学～方剤分類と方意～　第４回　解表剤〈3〉 加島雅之

56　
銀座煎じ研究会　症例カンファレンス　第 3 回 

　　不整脈と不妊の 2症例 
田中耕一郎ほか

62　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治 

　　益気養陰・和中安神による虚労の多汗症治療 
丁元慶

72　 杏林春秋
　『中国医学源流論』本当の著者は誰か？ 

祖述憲
 　　　　―史学家・呂思勉の『医籍知津』が真相を明らかにする― 

78　 杏林春秋 　補腎活血法の臨床応用 張立也

82　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑬ 

　　生薬構成が類似した処方同士を比較する〈9〉―滋陰剤篇②― 
渡邊善一郎

中医学

 87　
漢方医学と中医学の架け橋　第 12 回 

　　 『古今方彙』講習会（その 2）『古今方彙』を読む―火証門（2） 
奈良和彦ほか

 94　
ニッポンの漢方薬局を訪ねる⑤　漢方専門 ノムラ薬局・野村卓也先生 

　　 困っている方の悩みの解決を考えて人生を変えていく 
野村卓也／［聞き手］猪越英明

105　内経入門　第 23 回　六腑ってなに？〈1〉 斉藤宗則

112　乾くんの教えて！望・聞・問・切診　第 2 話　望診ってなあに？  石井尊子
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12　 リード 	 編集部

14　 インタビュー
　浙江省中医薬研究院 盛増秀教授に聞く	

	 　　　　	丹渓医学とは何か～学術と系譜～	
盛増秀／［聞き手］編集部

23　 インタビュー
　義烏市中医医院 朱鋭明教授に聞く	

	 　　　　	朱丹渓の故郷で継承される丹渓の医学と文化	
朱鋭明／［聞き手］編集部

30　 症例 　盛増秀教授による丹渓方の応用	 盛増秀

34　 寄稿 　丹渓医学の日本への影響～曲直瀬流医学とその伝承～	 町泉寿郎

丹渓医学

特　集

編集後記　164    　投稿規定　163

鍼　灸

128　
特別INTERVIEW 　浙江中医薬大学学長 方剣喬教授に聞く	

　　	浙江の鍼灸と中国の鍼灸教育	
方剣喬／［聞き手］編集部

136　回顧　針麻酔　針麻酔による鎮痛効果の研究〈前篇〉	 韓済生

145　
仮免鍼灸臨床からの脱皮　その 36「穴性」を検証する	

　　	「清」という文字からみる穴性のあいまいさ	
金子朝彦

152　鍼灸百話　第 39 話　胆経の病証は何か？	 篠原昭二

154　近況雑感　七情の驚は何臓と関連するのか？	
浅川要

	 　　　―『新版	東洋医学概論』教科書検討小委員会への質問状―	

114　弁証論治トレーニング 100	〈耳鳴り〉	 滝沢健司

121　回答へのコメント	 高橋楊子・呉澤森

126　次回出題	 呉澤森

弁証論治トレーニング

	56　書籍紹介　『中医小児科学』（辰巳洋主編）

	99
　

リポート
　第 8回日本中医学会学術総会	 	

　　　　　　　中医学国際交流の更なる展開と推進～中医心身医学を端緒として～	
編集部

110　未病を治す智恵 37　四川料理と花椒	 藤田康介

150　印象記　鍼の聖地・茨木で　日本伝統鍼灸学会	 編集部

EXTRA

　
　　　　　　　ニッポンの中医臨床　牧⻆和宏先生に聞く 

牧⻆和宏／［聞き手］編集部	2		　　　　　　良質の基礎資料を比較検討して『傷寒論』の旧態を蘇らせる	
巻頭

インタビュー

巻頭企画

40　新・方剤学～方剤分類と方意～　第 5 回　解表剤〈4〉	 加島雅之

48　
中医診察ナビゲーション◇難治性疾患の弁証論治	

　　益気養陰・補虚安中による脾腎気陰虧虚の虚労肌極治療	
丁元慶

58　
銀座煎じ研究会　症例カンファレンス　第 4 回	

　　気分の落ち込みと不眠の一症例	
田中耕一郎ほか

64　 杏林春秋
　甘麦大棗湯と百合地黄湯が有効であった	

川又正之
　　　　　　　	解離性同一性障害と過食症の一症例	

68　
医療用漢方エキス剤の中医学的理解とその運用⑭	

　　生薬構成が類似した処方同士を比較する〈10〉―清熱剤篇①―	
渡邊善一郎

76　
漢方医学と中医学の架け橋　第 13 回	

　　『古今方彙』講習会（その 2）『古今方彙』を読む―内傷門（1）	
奈良和彦ほか

82　困っている症例　夜間発熱・クローン病	 アドバイザー	高橋楊子

中医学

	86　
ニッポンの漢方薬局を訪ねる⑥　ウエマツ薬局・植松光子先生	

　　	中医学によるアトピー改善で評判の薬局	
植松光子／［聞き手］猪越英明

	94　
内経入門　第 24 回　六腑ってなに？〈2〉胆と三焦のはたらき	 斉藤宗則

102　乾くんの教えて！望・聞・問・切診　第 3 話　顔色をみてみよう（前編）	 	 石井尊子


