
タイトル 著者 （頁数）総頁数 発行年・巻数・号数

2021(令和3)年・第68巻・第1号 2021(令和3年)年・第68巻・第1号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（389）
　　陽旦湯の図

小曽戸洋ほか (2)2
2021(令和3年)年・第68巻・第1号

令和3年（2021年）　新年のことば (9)9 2021(令和3年)年・第68巻・第1号

成城漢方雑話（18）　桂枝茯苓丸が著効した3症例 盛岡頼子 (86)86 2021(令和3年)年・第68巻・第1号

｢脾約｣としての便秘に対して漢方治療が有効であった1症例 福嶋裕造 (91)91 2021(令和3年)年・第68巻・第1号

北里東医研診療録から（200）
非定型歯痛に立効散料が有効であった1例

及川哲郎ほか (95)95
2021(令和3年)年・第68巻・第1号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算108)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(93)
成人パルボウイルスＢ19感染症の入院症例

矢野博美ほか (101)101

2021(令和3年)年・第68巻・第1号

医師・薬剤師リレー治験録（191）
「母と娘」　生理前の高血圧とおねしょ

飯田敏雄ほか (109)109
2021(令和3年)年・第68巻・第1号

東洋堂経験余話(331)　▽声が出づらい人に、百合固金湯加桔梗薏苡仁▽夏
季の感冒に柴胡桂枝乾姜湯加五味子

松本一男 (113)113
2021(令和3年)年・第68巻・第1号

漢方牛歩録(384)　▽生理前の体調不良に当帰芍薬散▽肥満・高血圧に防風
通聖散兼八味丸

中村謙介 (116)116
2021(令和3年)年・第68巻・第1号

漢方研究室(52)　2020年11号出題　第52問（再掲） 及川哲郎 (118)118 2021(令和3年)年・第68巻・第1号

中国名医解説（8） 小曽戸洋 (126)126 2021(令和3年)年・第68巻・第1号

〈編集長の目〉旧稿再見 秋葉哲生 (137)137 2021(令和3年)年・第68巻・第1号

韓国韓医学通信（第86報） 金成俊 (139)139 2021(令和3年)年・第68巻・第1号

漢方関係学会・研究会予定（2月) (141)141 2021(令和3年)年・第68巻・第1号

2021(令和3)年・第68巻・第2号 2021(令和3年)年・第68巻・第2号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（390）
　　下山順一郎と生薬学

小曽戸洋ほか (2)146
2021(令和3年)年・第68巻・第2号

巻頭言／コロナ後の更なる日・中の相補の進展に期待して 笛木司 (11)155 2021(令和3年)年・第68巻・第2号

補中益気湯との併用療法が有効であった治療経験 福嶋裕造 (13)157 2021(令和3年)年・第68巻・第2号

重度の慢性疲労に、2種類の漢方薬の隔日交互服用が効果を示した症例 山崎由佳里 (25)169 2021(令和3年)年・第68巻・第2号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算109)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(94)
COVID-19に対する不安と不眠に加味帰脾湯が有効であった2症例

井上博喜ほか (33)177

2021(令和3年)年・第68巻・第2号

東洋堂経験余話(332)　▽40℃の夏風邪に小柴胡湯▽夏アレルギー性鼻炎
後による咳嗽に麦門冬湯加五味子桑白皮

松本一男 (39)183
2021(令和3年)年・第68巻・第2号

漢方牛歩録(385)　▽関節リウマチに桂枝加朮附湯▽変形性脊椎症兼膝関節
症▽萎縮性胃炎患者の坐骨神経痛に小建中湯

中村謙介 (42)186
2021(令和3年)年・第68巻・第2号

一般論文／『傷寒論』と『金匱要略』に基づく「凡病若発汗、若吐、若下、若亡
血、亡津液、陰陽自和者、必自愈」の意義に関する検討

陳暁明 (45)189
2021(令和3年)年・第68巻・第2号

漢方研究室(53)　2021年2号出題　第53問 安井廣迪 (54)198 2021(令和3年)年・第68巻・第2号

〈編集長の目〉旧稿再見 秋葉哲生 (56)200 2021(令和3年)年・第68巻・第2号

修琴堂・大塚医院での思い出（1） 吉本悟 (57)201 2021(令和3年)年・第68巻・第2号

中国名医解説（9） 小曽戸洋 (63)207 2021(令和3年)年・第68巻・第2号

編集長（秋葉哲生）の撰ぶ〝重要記事ふたたび〟（70）／秋田魁新報記事に
見る1918年から1919年にかけてのスペイン風邪流行状況

秋葉哲生ほか (73)217
2021(令和3年)年・第68巻・第2号

漢方関係学会・研究会予定（3月) (85)229 2021(令和3年)年・第68巻・第2号

2021(令和3)年・第68巻・第3号 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（391）
　　和田啓十郎の一族の顕彰碑

町泉寿郎 (2)234
2021(令和3年)年・第68巻・第3号

巻頭言／「ＧＰＳ」よりも「北極星」を 田中耕一郎 (11)243 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

特別座談会／精神科領域における漢方（上）－うつ状態・不眠ー 杵渕　彰・天野雅夫・佐藤田實・
井口博登・矢数芳英・山田和男
〔司会〕

(13)245

2021(令和3年)年・第68巻・第3号

アンケート／東亜医学協会会員における新型コロナウイルス感染対応の現
況と未来に対する意識調査

東亜医学協会 編集企画委員会 (35)267
2021(令和3年)年・第68巻・第3号

顕著な小腹急結を認めた桃核承気湯証の1例 上野裕美ほか (47)279 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

台湾のRespire Aid（清冠一号・NRICM101）加減、板藍根を使った症例につい
て

内藤雪ほか (51)283
2021(令和3年)年・第68巻・第3号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算110)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(95)
桂枝加竜骨牡蛎湯の4例（不眠・尿漏れ・目の疲れ・性的逸脱行動）.

田原英一ほか (57)289

2021(令和3年)年・第68巻・第3号

一般論文／二陳湯加減の症例から考察する左胸脇の機能 宮澤裕治 (63)295 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

異常発汗に対して柴胡加竜骨牡蛎湯が有効であった1例 福嶋裕造 (71)303 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

東洋堂経験余話(333)　▽両腓腹筋のつりに呉茱萸湯加木瓜▽疲労が原因
か、フラツキに真武湯

松本一男 (78)310
2021(令和3年)年・第68巻・第3号

漢方牛歩録(386)　▽緊張傾向の老人の腰背痛▽掌蹠膿疱症に温清飲 中村謙介 (81)313 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

中国名医解説（10） 小曽戸洋 (83)315 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

眠り姫は蚊帳の枕カバーを使っていたって本当？ 山本馨 (90)322 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

修琴堂・大塚医院での思い出（2） 吉本悟 (91)323 2021(令和3年)年・第68巻・第3号
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〈編集長の目〉旧稿再見 秋葉哲生 (99)331 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

漢方関係学会・研究会予定（4月) (101)333 2021(令和3年)年・第68巻・第3号

2021(令和3)年・第68巻・第4号 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（392）
　　矢数有道の『中国医学初桄』

小曽戸洋 (2)338
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（393）
　　布施美術館蔵の『俗解難経』越前版と古活字版

宮川浩也 (6)342
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

巻頭言／『漢方の臨床』創刊八〇〇号記念号発刊に際して 秋葉哲生 (13)349 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

誌上対談／創刊800号記念『漢方の臨床』誌を振り返る 秋葉哲生・花輪壽彦・小曽戸
洋・土屋伊磋雄・坂田幸治〔司
会〕

(15)351

2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／漢方の臨床、創刊八〇〇号出版を祝う 山田光胤 (28)364 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／植物園を歩いて 小根山隆祥 (29)365 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／『漢方の臨床』八〇〇号の発刊を祝す 寺澤捷年 (32)368 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／漢方の臨床800号記念に寄せて 中田敬吾 (35)371 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／遠田裕政先生の論考について 中村謙介 (38)374 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／『漢方の臨床』創刊800号記念号の発刊を祝す 原桃介 (40)376 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／『漢方の臨床』創刊八〇〇号記念に寄せて 山崎正寿 (42)378 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／本誌創刊八〇〇号記念に寄せて 真柳誠 (45)381 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／漢方を学び続けて30年～松田邦夫『症例による漢方
治療の実際』を読む～

新井信 (46)382
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／この書を薦める！ 山本巌著『東医雑録』全3巻（燎原） 中島正光 (50)386
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／私の漢方の成長ごとに、支えてくれた図書群─私の漢
方医学の推薦図書

並木隆雄 (53)389
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／この書を薦める！ 細野史郎先生著『漢方医学十講』 三谷和男 (56)392 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／『傷寒論』に付き添われて 三潴忠道 (60)396 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／日本漢方の課題と夢 今井淳 (63)399 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／志合えば胡越も昆弟たり　『漢書』鄒陽伝 小池加能 (65)401 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／昭和・平成・令和の時代に漢方に携わって思うこと 嶋田豊 (68)404 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／『漢方の臨床』に育てていただいている 盛岡頼子 (71)407 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

創刊800号記念企画／創刊八〇〇号記念に寄せて 小曽戸明子 (72)408 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

アンケート　私の愛用処方ベスト5 （1） 編集企画委員会 (73)409 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

統合医療から見た漢方医学の形 安井廣迪 (89)425 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

東京医大漢方医学センターだより （1）　最近のカルテから　漢方医学センター
へ紹介された筋肉のぴくつき・しびれの2症例

及川哲郎ほか (103)439
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算111)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(96)
冷えに伴う諸症状に四逆輩を使用した2症例

後藤雄輔ほか (107)443

2021(令和3年)年・第68巻・第4号

医師・薬剤師リレー治験録（192）
高齢者の低栄養状態に対する漢方処方とＭＣＴオイルの併用

蓮村幸兌ほか (113)449
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

東洋堂経験余話(334)　▽老人の腰痛に八味丸料は無効で、補陰湯が効果
があった症例▽体調不良のための腹痛と下痢に甘草瀉心湯

松本一男 (118)454
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

漢方牛歩録(387)　▽首下がり病の項部痛に葛根湯▽顔面のむくみに桂枝加
黄耆湯▽石灰沈着性腱板炎に越婢加朮湯.

中村謙介 (121)457
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

漢方研究室（53）　2021年2月号出題　第53問（再掲） 安井廣迪 (123)459 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

特別座談会／精神科領域における漢方（下）－うつ状態・不眠ー 杵渕　彰・天野雅夫・佐藤田實・
井口博登・矢数芳英・山田和男
〔司会〕

(136)472

2021(令和3年)年・第68巻・第4号

韓国韓医学通信（第87報） 金成俊 (149)485 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

3月号巻頭言を読みて 親米老人 (152)488 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

修琴堂・大塚医院での思い出（3） 吉本悟 (153)489 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

図書紹介／ウンシュルト英訳注『本草綱目』シリーズ 真柳誠 (161)497 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

編集長の選ぶ〝旧稿拝見〟シリーズ／『京都木屋町での、七時間に及ぶ座
談会』ＷＥＢ版

秋葉哲生 (163)499
2021(令和3年)年・第68巻・第4号

漢方関係学会・研究会予定（5月) (164)500 2021(令和3年)年・第68巻・第4号

2021(令和3)年・第68巻・第5号 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（394）
　　香川修庵の書簡

町泉寿郎 (2)506
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（395）
　　赤松金芳と『和漢薬』

小曽戸洋ほか (6)510
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

巻頭言／理事長・編集長就任あいさつ 花輪壽彦 (13)517 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

『漢方の臨床』創刊及び東亜医学協会創立記念号　目次一覧 編集局 (15)519 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／800号に寄せて 及川哲郎 (43)547 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／「チバニアン」と伝統医学の病態論 勝野達郎 (46)550 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／漢方における今後の医史学研究に向けて 鈴木達彦 (49)553 2021(令和3年)年・第68巻・第5号
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創刊800号記念企画／『漢方の臨床』誌は私の灯台 千田五月 (51)555 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／現代刺絡療法の普及を願う 友部和弘 (54)558 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／〈湯液、鍼灸、薬膳、気功、手技療法〉統合医療の行方 根本幸夫 (56)560
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／これからの漢方に期待すること　─多層性を保持した
科学的把握─

笛木司 (61)565
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／今後の漢方薬の研究について 牧野利明 (63)567 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／漢方と漢学─学問の断絶・再編・変容について思うこ
と

町泉寿郎 (66)570
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／『漢方の臨床』誌への期待 村松慎一 (69)573 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／『漢方の臨床』は「多彩であれ！」 宮川浩也 (71)575 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／エキス漢方には、エキス漢方の道がある 松田知雄 (74)578 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／『漢方の臨床』誌と漢方に思うこと 澁谷惠子 (75)579 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／創刊800号記念に寄せて 伊藤康雄 (76)580 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／『漢方の臨床』創刊八〇〇号記念に寄せて 吉田和裕 (76)580 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／官民を挙げて日本文化遺産の漢方医学を守って欲し
い

片桐平智 (78)582
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／新生存学の構築を！─『漢方の臨床』誌創刊八〇〇
号を祝す

王瑞雲 (79)583
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

創刊800号記念企画／かかりつけ医としての漢方の役割 渡辺賢治 (80)584 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

アンケート　私の愛用処方ベスト5 （2） 編集企画委員会 (82)586 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

一般論文／現代医学の中での漢方治療　はじめに（上） 井上淳子ほか (101)605 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

肺虚万病論 柿田秀明ほか (113)617 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

新型コロナウイルス感染後嗅覚消失に麗沢通気湯加味が有効であった1例 陳暁明 (123)627 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

不安神経症の諸症状に苓桂甘棗湯加紅花が有効であった1症例 中尾桂子ほか (128)632 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

左・後鼻漏に半夏白朮天麻湯 松橋俊夫 (133)637 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算112)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(97)
慢性陰嚢痛・鼠径部痛に桂枝茯苓丸加薏苡仁が有効であった1 症例

牧俊允ほか (135)639

2021(令和3年)年・第68巻・第5号

医師・薬剤師リレー治験録（193）
漢方の役割「人と時間の方程式」

山下耕司ほか (141)645
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

東洋堂経験余話(335)　▽多病の人の頭のふらつきに白虎加桂枝湯▽新薬
の副作用か、胃の不調に旋覆花代赭石湯

松本一男 (145)649
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

漢方牛歩録(388)　▽抜歯後の歯齦回復の遅延に当帰建中湯▽肩背痛に葛
根湯兼芍薬甘草湯▽臀部痛に駆瘀血丸▽変形性脊椎症の腰痛・肩凝り

中村謙介 (148)652
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

成城漢方雑話（19）　半夏厚朴湯により身体症状が劇的に改善した若年男性
の3 症例

盛岡頼子 (151)655
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

漢方研究室（54）　2021年5月号出題　第54問 加島雅之 (156)660 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

準公定書における漢方処方調剤の最初の記載─千葉大学医学部附属病院
の処方集について

寺澤捷年 (159)663
2021(令和3年)年・第68巻・第5号

〝腹診〟の漢方入門セミナーが大人気‼ 蔭山充 (163)667 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

先人は語る 親米老人 (169)673 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

漢方関係学会・研究会予定（6月) (172)676 2021(令和3年)年・第68巻・第5号

2021(令和3)年・第68巻・第6号 2021(令和3年)年・第68巻・第6号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（396）
　　三医聖（神農・董奉・陶弘景）林鵞峰賛

小曽戸洋ほか (2)682
2021(令和3年)年・第68巻・第6号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（397）
　　間中喜雄先生の絵

小曽戸洋 (6)686
2021(令和3年)年・第68巻・第6号

巻頭言／開催延期の陰と陽　第71回日本東洋医学会学術総会の延期 三潴忠道 (13)693 2021(令和3年)年・第68巻・第6号

一般論文／江戸時代のブレインフォグ 安井廣迪ほか (15)695 2021(令和3年)年・第68巻・第6号

一般論文／新型コロナウイルス感染後の後遺症（Long COVID）に人参養栄
湯が奏効した1症例

矢数芳英ほか (29)709
2021(令和3年)年・第68巻・第6号

論説／気的毉学（形と意識） 柿田秀明 (43)723 2021(令和3年)年・第68巻・第6号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算113)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(98)
不登校の思春期女児に柴胡剤が有効であった2症例

吉永亮ほか (51)731

2021(令和3年)年・第68巻・第6号

医師・薬剤師リレー治験録（194）
四物湯との合方薬

千田五月ほか (57)737
2021(令和3年)年・第68巻・第6号

東京医大漢方医学センターだより（ 2 ）
最近のカルテから
コロナ禍における呼吸困難感に柴胡桂枝乾姜湯が奏効した3症例─いわゆる
コロナ疲れ・PTSD様症状に対する漢方治療

矢数芳英ほか (63)743

2021(令和3年)年・第68巻・第6号

漢方牛歩録(389)　▽不食症に伴う便秘に小建中湯▽変形性脊椎症の項頸
部痛と尾骨部痛▽ガングリオンに五苓散加枳実梔子

中村謙介 (70)750
2021(令和3年)年・第68巻・第6号

東洋堂経験余話(336)　▽子供の頑固な便秘に桂枝麻黄各半湯▽両下肢の
浮腫と右膝痛に防已黄耆湯加麻黄

松本一男 (73)753
2021(令和3年)年・第68巻・第6号

一般論文／現代医学の中での漢方治療　はじめに（下） 井上淳子ほか (77)757 2021(令和3年)年・第68巻・第6号

随想／巨魁栗園浅田先生の世評 親米老人 (87)767 2021(令和3年)年・第68巻・第6号
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中国出土医学文献与文物研究院学術委員会が成都で開催 小曽戸洋 (92)772 2021(令和3年)年・第68巻・第6号

図書紹介／『明治維新・漢方撲滅の実相』―告発の史書 真柳誠 (93)773 2021(令和3年)年・第68巻・第6号

漢方関係学会・研究会予定（7月) (96)776 2021(令和3年)年・第68巻・第6号

2021(令和3)年・第68巻・第7号 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（398）
　　丹波緑川画の神農像

小曽戸洋 (2)786
2021(令和3年)年・第68巻・第7号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（399）
　　華岡流『治術図識』絵巻

小曽戸洋 (5)789
2021(令和3年)年・第68巻・第7号

巻頭言／第38回和漢医薬学会学術大会 元雄良治 (13)797 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

陽虚の感冒に対する麻黄附子細辛湯の治療経験 福嶋裕造 (15)799 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

昇陽益胃湯加味がCOVID-19感染後に倦怠感が続く症状に有効と考えられ
た1例

陳暁明 (25)809
2021(令和3年)年・第68巻・第7号

釣藤鈎のセロトニン作用が有効であった不登校の3例 藤原二郎 (29)813 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

東京医大漢方医学センターだより（ 3 ）
最近のカルテから
六君子湯と半夏厚朴湯の併用が有効であった機能性ディスペプシアの1例

及川哲郎ほか (33)817

2021(令和3年)年・第68巻・第7号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算114)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(99)
漢方研修2カ月で印象に残った2症例

中尾真一郎ほか (39)823

2021(令和3年)年・第68巻・第7号

医師・薬剤師リレー治験録（195）
柴胡について

熊井啓子ほか (45)829
2021(令和3年)年・第68巻・第7号

漢方牛歩録(390)　▽下垂足に八味丸兼桂枝茯苓丸▽膝部滑液包炎に越婢
加朮湯▽乳房痛に葛根湯

中村謙介 (52)836
2021(令和3年)年・第68巻・第7号

東洋堂経験余話(337)　▽左腎結石に防風通聖散料▽舌痛症に凉膈散料 松本一男 (54)838 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

漢方研究室（54）　2021年5月号出題　第54問（再掲） 加島雅之 (57)841 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

論説／アナトミー･トレイン（筋筋膜経線）と経脈─似て非なるもの─ 上桝次郎 (67)851 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

随想／「鶏子いかがでしょう」 松田知雄 (75)859 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

図書紹介／『和田啓十郎・漢方復興不屈の魂』『明治維新・漢方撲滅の実相』 花輪壽彦 (78)862
2021(令和3年)年・第68巻・第7号

韓国韓医学通信（第88報） 金成俊 (82)866 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

漢方関係学会・研究会予定（8月) (86)870 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

第71回 日本東洋医学会学術総会 主要プログラム (87)871 2021(令和3年)年・第68巻・第7号

2021(令和3)年・第68巻・第8号 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（400）
　　扁鵲画像─吉田意庵宗愉賛

小曽戸洋ほか (2)878
2021(令和3年)年・第68巻・第8号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（401）
　　張仲景画賛─狩野常信画・姥柳有莘賛

町泉寿郎ほか (5)881
2021(令和3年)年・第68巻・第8号

巻頭言／コロナ禍での「第31回漢方治療研究会」開催にあたって 新井信 (11)887 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

臨床経験 当帰四逆加呉茱萸生姜湯の向精神作用について 幾嶋泰郎 (13)889 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

Comirnaty接種後のベル麻痺に鍼治療が有効であった1例 陳暁明 (19)895 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

知覚異常性大腿痛に対して漢方治療が有効であった1例 福嶋裕造 (25)901 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

東京医大漢方医学センターだより（ 4 ）
最近のカルテから
片頭痛の予防薬としての呉茱萸湯を考える
～呉茱萸湯のレスポンダー：臨床研究の再検討

矢数芳英ほか (31)907

2021(令和3年)年・第68巻・第8号

医師・薬剤師リレー治験録（196）
食欲不振・倦怠感を伴う下痢には人参湯、
ワクチン接種後には茯苓四逆湯が奏功した症例

斉藤明美ほか (39)915

2021(令和3年)年・第68巻・第8号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算115)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(100)
水毒患者に対する小豆スープの取り組み

井上博喜ほか (45)921

2021(令和3年)年・第68巻・第8号

東洋堂経験余話(338)　▽異常発汗と悪寒に芍薬甘草附子湯▽家庭内の重
圧に桂枝甘草竜骨牡蛎湯

松本一男 (50)926
2021(令和3年)年・第68巻・第8号

漢方牛歩録(391)　治療に失敗した骨粗鬆症 中村謙介 (53)929 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

漢方研究室（55）　2021年8月号出題　第55問 矢数芳英 (56)932 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

論説／夏目漱石の俳句　「桃咲くやいまだに流行る漢方医」をめぐって 寺澤捷年 (59)935 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

連載400回記念　「目でみる漢方史料館」掲載タイトル一覧 編集局 (64)940 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

第31回漢方治療研究会　プログラム (77)953 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

漢方関係学会・研究会予定（9月) (81)957 2021(令和3年)年・第68巻・第8号

2021(令和3)年・第68巻・第9号 2021(令和3年)年・第68巻・第9号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（402）
　　張仲景画像賛─半井成美賛

小曽戸洋ほか (2)966
2021(令和3年)年・第68巻・第9号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（403）
　　孫思邈像（その2）

小曽戸洋 (5)969
2021(令和3年)年・第68巻・第9号

巻頭言／「漢方テキスト複合検索データベース」の序に 星野卓之 (11)975 2021(令和3年)年・第68巻・第9号

軽症COVID-19に伴ってアトピー性皮膚炎様皮膚病変の見られた1例
　─ COVID-19 の病態における陰病の重要性─

宮澤裕治 (13)977
2021(令和3年)年・第68巻・第9号

鍼治療で軽快した帯状疱疹後神経痛 藤井まゆみ (17)981 2021(令和3年)年・第68巻・第9号
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飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算116)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(101)
漢方治療が奏功した交通事故後のパニック障害・フラッシュバックの症例

矢口綾子ほか (21)985

2021(令和3年)年・第68巻・第9号

東京医大漢方医学センターだより（ 5 ）
最近のカルテから
機能性高体温症と思われる微熱に苓桂朮甘湯が有効であった2症例

及川哲郎ほか (27)991

2021(令和3年)年・第68巻・第9号

漢方牛歩録(392)　▽ギブスの痒みに桂枝二越婢一湯▽肥満者の腰痛に防
風通聖散▽便失禁に真武湯

中村謙介 (33)997
2021(令和3年)年・第68巻・第9号

東洋堂経験余話(339)　▽血の道症に甲字湯▽首と肩の凝りと腰痛に桃核承
気湯加附子

松本一男 (36)1000
2021(令和3年)年・第68巻・第9号

論説／肺胆相関理論の発掘と検討 陳暁明 (39)1003 2021(令和3年)年・第68巻・第9号

一般論文／白虎湯、白虎加人参湯証における鬱熱の考察
　白虎湯合小柴胡湯、白虎加人参湯による三陽合病の治験を礎に

福田佳弘ほか (47)1011
2021(令和3年)年・第68巻・第9号

一般論文／現代医学の中での漢方治療　─いわゆる自律神経失調症に対し
て─

井上淳子ほか (73)1037
2021(令和3年)年・第68巻・第9号

新刊図書紹介／『福島県立医科大学　会津医療センター　漢方処方集　運用
の実際』

並木隆雄 (86)1050
2021(令和3年)年・第68巻・第9号

新刊図書紹介／『本草和名─影印・翻刻と研究─』 小曽戸洋 (88)1052 2021(令和3年)年・第68巻・第9号

新刊図書紹介／『漢方で感染症からカラダを守る！』 編集局 (90)1054 2021(令和3年)年・第68巻・第9号

第71回日本東洋医学会学術総会報告 篠原宣 (92)1056 2021(令和3年)年・第68巻・第9号

漢方関係学会・研究会予定（10月) (97)1061 2021(令和3年)年・第68巻・第9号

2021(令和3)年・第68巻・第10号 2021(令和3年)年・第68巻・第10号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（404）
　　岑少翁賛の神農画像

小曽戸洋 (2)1070
2021(令和3年)年・第68巻・第10号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（405）
　　孫思邈像（その3 ）富岡鉄斎か

小曽戸洋 (4)1072
2021(令和3年)年・第68巻・第10号

巻頭言／RawDataとしての症例報告を 矢数芳英 (11)1079 2021(令和3年)年・第68巻・第10号

一般論文／漢方医学からみたファクターX 安井廣迪 (15)1083 2021(令和3年)年・第68巻・第10号

一貫堂荊芥連翹湯加味が奏効した帯状疱疹の2症例と考察 陳暁明 (25)1093 2021(令和3年)年・第68巻・第10号

医師・薬剤師リレー治験録（197）
高温多湿時にむくみやすい女性の症例

蓮村幸兌ほか (33)1101
2021(令和3年)年・第68巻・第10号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算117)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(102)
入院高齢患者の精神疾患に漢方薬が有効だった3症例

後藤雄輔ほか (37)1105

2021(令和3年)年・第68巻・第10号

漢方牛歩録(393)　▽頻尿に当帰芍薬散▽胸焼けに大建中湯▽石灰沈着性
手関節炎に越婢加朮湯▽咽喉に貼りついた痰に梔子豉湯

中村謙介 (42)1110
2021(令和3年)年・第68巻・第10号

東京医大漢方医学センターだより（ 6 ）
研究のご紹介　男性不妊症と漢方

伊藤正裕ほか (45)1113
2021(令和3年)年・第68巻・第10号

東洋堂経験余話(340)　▽夜尿症に柴胡桂枝湯加芍薬▽激しい頭痛に清上
蠲痛湯

松本一男 (50)1118
2021(令和3年)年・第68巻・第10号

総説／中国医学における流行性感染症に関する史料の紹介 町泉寿郎 (53)1121 2021(令和3年)年・第68巻・第10号

総説／10カ月間の不明熱に　白虎加人参湯合大承気湯の著効例から見る証
の診断

許志泉 (61)1129
2021(令和3年)年・第68巻・第10号

論説／張仲景以前の中国医療（ 1 ） 真柳誠 (69)1137 2021(令和3年)年・第68巻・第10号

漢方研究室（55）　2021年8月号出題　第55問（再掲） 矢数芳英 (75)1143 2021(令和3年)年・第68巻・第10号

漢方関係学会・研究会予定（11月) (87)1155 2021(令和3年)年・第68巻・第10号

2021(令和3)年・第68巻・第11号 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（406）
　　森共之述『老子経国語解』

宮川浩也 (2)1162
2021(令和3年)年・第68巻・第11号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（407）
　　曲直瀬道三自筆の養生和歌

小曽戸洋ほか (5)1165
2021(令和3年)年・第68巻・第11号

巻頭言／漢方を伝える、医療が伝わる 大野修嗣 (11)1171 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

慢性外陰部痛の2症例の検討─足厥陰肝経と衝任虚損について─ 山崎由佳里 (13)1173 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

釣藤鈎にはセロトニン作用の他にノルアドレナリン作用も併存するのではない
かと思わせる症例

藤原二郎 (21)1181
2021(令和3年)年・第68巻・第11号

ドセタキセルで治療中に生じた下腿浮腫と体のピリピリした痛みに苓姜朮甘
湯加附子が有効であった症例

中田佳延 (25)1185
2021(令和3年)年・第68巻・第11号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算118)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(103)
入院治療を要した腹痛の2例

原田直之ほか (31)1191

2021(令和3年)年・第68巻・第11号

東京医大漢方医学センターだより（ 7 ）
最近のカルテから　骨盤内の慢性炎症に腸癰湯が奏効した3症例
～慢性前立腺炎、鼠径ヘルニア術後、急性虫垂炎後

矢数芳英ほか (39)1199

2021(令和3年)年・第68巻・第11号

医師・薬剤師リレー治験録（198）
桂枝五物湯と黄耆桂枝五物湯

千田五月ほか (49)1209
2021(令和3年)年・第68巻・第11号

東洋堂経験余話(341)　▽気管支が弱い人の、感冒からの痰のからむ咳嗽に
麦門冬湯加桔梗玄参紫苑▽涙腺の異常に苓桂朮甘湯加車前子

松本一男 (54)1214
2021(令和3年)年・第68巻・第11号

漢方牛歩録(394)　▽腰部脊柱管狭窄症に牛車腎気丸▽外傷性の手根管症
候群に越婢加朮湯▽アレルギー性鼻炎に小青竜湯合越婢加朮湯

中村謙介 (57)1217
2021(令和3年)年・第68巻・第11号

一般論文／吉益東洞「万病一毒論」─エントロピー的意義─ 岩崎勲 (61)1221 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

論説／張仲景以前の中国医療（ 2 ） 真柳誠 (73)1233 2021(令和3年)年・第68巻・第11号
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図書紹介／『千葉漢方の伝統を紡ぐ ～私の傷寒論～』を読んで 三瀦忠道 (80)1240 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

追悼／わが師、山田光胤先生 森由雄 (82)1242 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

追悼／山田光胤先生の訃音に接して 中村謙介 (83)1243 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

韓国韓医学通信（第89報） 金成俊 (85)1245 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

杏雨書屋特別展示会｢医聖たちの姿｣開催 小曽戸洋 (88)1248 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

第31回漢方治療研究会、オンラインで開催 篠原宣 (90)1250 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

第31回漢方治療研究会雑記 事務局 (96)1256 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

漢方関係学会・研究会予定（12月) (97)1257 2021(令和3年)年・第68巻・第11号

2021(令和3)年・第68巻・第12号 2021(令和3年)年・第68巻・第12号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（408）
　　神農─曲直瀬元勲賛・小川破笠画

小曽戸洋 (2)1266
2021(令和3年)年・第68巻・第12号

〔口絵〕目でみる漢方史料館（409）
　　新妻荘五郎と新妻家蔵書

小曽戸洋 (4)1268
2021(令和3年)年・第68巻・第12号

巻頭言／健康法、食養生、そして漢方 山内浩 (11)1275 2021(令和3年)年・第68巻・第12号

座談会／細野流を語る（その１） 中田敬吾・山崎正寿・中島正光
〔司会〕

(15)1279
2021(令和3年)年・第68巻・第12号

特別報告／日本東洋医学会主導新型コロナウイルス感染症の臨床研究、背
景と進捗について

高山真 (27)1291
2021(令和3年)年・第68巻・第12号

一般論文／Comirnaty（復必泰）ワクチン接種後の副反応に漢方薬治療が有
効であった症例と考察

陳暁明 (31)1295
2021(令和3年)年・第68巻・第12号

石灰沈着性頚長筋炎に対して漢方治療が有効であった1例 福嶋裕造 (49)1313 2021(令和3年)年・第68巻・第12号

慢性咽喉頭炎に対し駆風解毒散料加桔梗石膏を投与し著効した1例 三橋成輝ほか (55)1319 2021(令和3年)年・第68巻・第12号

医師・薬剤師リレー治験録（199）
当帰四逆加呉茱萸生姜湯の症例報告

田中まち子ほか (61)1325
2021(令和3年)年・第68巻・第12号

飯塚病院月曜カンファレンス臨床経験報告会より／(通算119)
『最近の治験・知見・事件!?』パートⅡ(104)
2型糖尿病患者に対する八味地黄丸の減量効果

牧俊允ほか (65)1329

2021(令和3年)年・第68巻・第12号

東洋堂経験余話(342)　▽咳嗽がなかなか止まらない感冒に、小柴胡湯去人
参・生姜・大棗加五味子・乾姜▽舌先の痛みに清熱補気湯

松本一男 (72)1336
2021(令和3年)年・第68巻・第12号

東京医大漢方医学センターだより（ 8 ）
東京医大漢方道場　東京医科大学臨床漢方セミナーから
消化器疾患に対する漢方治療～下部消化管領域を中心に～

及川哲郎ほか (75)1339

2021(令和3年)年・第68巻・第12号

漢方牛歩録(395)　▽胸部痛に大柴胡湯去大黄▽中途覚醒に加味帰脾湯▽
ふくらはぎのムズムズに麻杏薏甘湯

中村謙介 (85)1349
2021(令和3年)年・第68巻・第12号

漢方研究室（56）　2021年12月号出題　第56問 田中耕一郎 (87)1351 2021(令和3年)年・第68巻・第12号

論説／張仲景以前の中国医療（ 3 ） 真柳誠 (89)1353 2021(令和3年)年・第68巻・第12号

追悼／山田光胤先生を偲ぶ 大友一夫 (95)1359 2021(令和3年)年・第68巻・第12号

追悼／師恩 松田知雄 (99)1363 2021(令和3年)年・第68巻・第12号

漢方関係学会・研究会予定（1月) (101)1365 2021(令和3年)年・第68巻・第12号
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