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漢方薬教育導入に伴う生薬学教育のあり方
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　はじめに

　生薬学教育のあり方を考えるうえで参考になる
一文がある。それは，幕末から明治時代の漢方医
である尾台榕堂（1799 ～ 1870）著『方伎雑誌』
にみることができる 1）。尾台は漢方薬の使い方を
理解するためには，生薬の薬能を詳しく学ぶこと
であると述べている。
　今から時代を遡ること，明治新政府は徳川幕藩
体制下で日本の医療を担ってきた医師たちに対し
て「漢方医」という呼称を創出してその絶滅を図っ
た。1874（明治 7）年に医制を発布し，西洋医学
に基づく医学教育を整備し，そのうえに医師開業
免許制度に舵を切った 2）。1883（明治 16）年医師
免許規則の公布により，国で養成する医師の教育
から漢方が除外されて以来，100 年以上にわたり
医学部における漢方医学教育は抹殺されたといえ
る。医学部においては 2001（平成 13）年に医学
教育モデル・コア・カリキュラムが改正され，「基
礎的診療知識」にかかわる SBOs に「和漢薬（漢

方薬）の特徴や使用の現状について概説できる」
という一文が組み込まれ，一世紀を経て漢方教育
が復活した。その後，2016（平成 28）年には「漢
方医学の特徴や，主な和漢薬（漢方薬）の適応，
薬理作用を概説できる」と改訂された。医学部で
は多く場合，臨床で漢方薬をどのように使うかと
いう実践的な教育に重点が置かれており，まして
や漢方薬のエキス製剤が中心となる臨床現場にお
いて，大学によっても温度差はあると思うが，医
学生へ生薬学の教育を行う重要性は低いあるいは
無いと推察される。
　一方，薬学部における漢方教育に目を向けると，
2002（平成 14）年に薬学部 6 年制移行に際して
導入された薬学教育モデル・コア・カリキュラム
において，漢方教育は「自然が生み出す薬物」に
分類され，「現代医療の中の生薬・漢方薬」とし
て学習指針や SBOs が示された。しかし，それ以
前の薬学部における漢方教育は，一部の薬学部を
除き，ほとんどの大学が生薬学のなかで紹介する
か，触れることもなかったと考える。しかしなが
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ら，この薬学教育モデル・コア・カリキュラムで
は漢方は本来，臨床医学であるにも関わらず，化
学系薬学に分類されていたところに大きな疑問が
残されていた。その後，2013（平成 25）年に改訂
された薬学教育モデル・コア・カリキュラムでは

「漢方の基礎と応用」が医療薬学に移項された。
これは漢方が本来の臨床医学であることを明確に
したもので，先に尾台榕堂が述べた漢方処方の方
意や意味がある程度理解できる「生薬学」の臨床
を指向した教育に針路をとることを意味していた
ともいえる。

　1．生薬学の博物学的教育

　薬学部では生薬学の教育内容は，長きにわたっ
て漢方薬の「素材」という観点から，日本薬局方
に基づいた生薬の品質管理や商品学的な教育と，
関連科目である有機化学，天然物化学，薬理学な
どを基盤とした天然物創薬のための教育に重点が
おかれてきたといえる。
　ここで，本学名誉教授であり，戦後まもなく正
倉院薬物第一次調査にも参加された清水藤太郎先
生の名著 ｢ 薬局の漢方 ｣ の序を 3），一部を引用し
て紹介したい。清水はその序で ｢ 明治政府の医療
政策によって，漢方医学は絶滅しかけた。この漢
方のブランク時代において，漢方薬使用の絶滅を
救ったのは，薬業家，ことに家庭薬製造業者であっ
た。近来漢方医学復興とともに，多数の漢方医学
書が発行されている。その薬物に関するものも少
なくないが，多くはこれを博物学的に論じたもの
で，本来の薬学的即ち臨床的に論じた書はまこと
に少ない ｣ と述べている。
　薬学教育モデル・コア・カリキュラムにおける
｢ 自然が生み出す薬物 ｣ には，60 年前に清水が述
べたような博物学的な知識の修得が到達目標に設
定されている。そこには尾台がいう薬能や清水の
懸念した臨床を論じた項目は設定されていない。
ここで，生薬という言葉の定義をしておきたい。

｢ 生 ｣ は手を加えていない，そのままという意味
もある。生薬とは「薬用にする目的で天然に産す
る植物，動物，鉱物の全体または一部を採取し，
乾燥あるいは簡単な処理を行い，必要に応じて使
用できるように調製した薬物」のことをいう。
　生薬は医薬品であり，医薬品には薬効が期待さ
れるとともに副作用を伴うことから，それらを安
全かつ有効に使用するためには，薬学教育モデル・
コア・カリキュラムに記載されているような専門
的な知識が必要である。しかし，生薬を原材料と
する漢方エキス製剤についていえば，臨床では製
品化された後の博物学的な知識はそれほど役に立
たないといえる。

　2．	東邦大学薬学部の生薬学系の
	 カリキュラム

　本学は医学部，薬学部，理学部，看護学部，健
康科学部の 5 学部で構成され，2015 年に創立 90
周年を迎えた。まず本学の付属病院の一つである
医療センター佐倉病院（千葉県佐倉市，病床数
451）の外来患者の推移（図 1）をみると，全診
療科の外来患者数はそれほど変化がないが，漢方
外来が設置された 2008 年から年々増加している。
この 2008 年という年は，医学部で漢方卒然教育
を受けた学生が病院で医師として研修をしている
年でもある。そして，図には示していないが，全
科から処方される漢方薬も漢方外来の患者数に呼
応して増加している。漢方卒前教育を受けた若い
医師は，漢方薬の使用に際して比較的抵抗がなく，
むしろ積極的に臨床応用しているといえる。した
がって，医学部における漢方卒前教育は，診療に
貢献していることは明確である。
　一方，本学薬学部では 1974 年から漢方教育を
開始している。当時の科目名は，まさに ｢ 漢方 ｣
で 4 年次に開講し，千葉大学医学部の藤平 健先生
が講師として，日本漢方の正統的な講義をされた。
藤平先生に啓発された学生のなかには，千葉大学
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で今でも続いている東洋医学自由講座に参加する
ものが多かった。その後，1998 年には東洋医学概
論という中医学系の科目をこれも4年次に開講し，
当初は谷美智士先生が講義を担当された。日本漢
方と中医学の両方の教学環境を整えたことは，今
振り返って考えると，本学の漢方教育の進むべき
道を示したといえる。その後，薬学部 6 年制移行
から現在に至る二度のカリキュラム再編を通し
て，他の臨床系科目と整合性を図る意味から，科
目名称を漢方→漢方薬物学→漢方薬学，東洋医学
概論→臨床漢方治療学と名称を変更した。
　本学は 1 年次から 4 年次に至る生薬学・漢方関
連科目を通して，現代医学と漢方医学を統合した
医療に貢献できるような生薬・漢方の卒然教育を
到達目標とした（図2,	3）。4 年次は医学部で漢方
教育を担当している講師が臨床に重点をおいた授
業を行っている（表 1）。そこで 1 年次の生薬学
と 3 年次の漢方薬学と生薬学実習の内容は，薬学
教育モデル・コア・カリキュラムを尊重しつつも，

1 年次の生薬学では臨床をイメージした生薬の
個々の働き，3 年次の漢方薬学は，漢方薬を構成
する生薬配合の役割を学び，4 年次の臨床漢方治
療学へ続く架け橋とした内容で組み立てている

（表1）。

　1）生薬学の講義について
　尾台の述べた ｢ 薬能 ｣ とは何かということにな
るが，寺澤は『完訳 方伎雑誌』で，尾台の薬能
を ｢ 薬効 ｣ と訳している 4）。薬能は漢方薬を理解
するうえで重要な ｢ 漢方の経験的な薬効 ｣ という
ことができるが，何しろ現代薬理学的な検証が不
足あるいは解明されていない生薬が多い。した
がって薬能という漢方の経験的な概念が，生薬学
を博物学的教育から臨床的教育への抵抗ともなっ
ていると考える。でも，難しいことではなく，生
薬学を学ぶと漢方薬が好きになります，わかりま
す，と話してなるべく臨床からの話題を含めて授
業進めていくと生薬学を学ぶ意義がわかってもら

図1　外来患者数の推移
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えると考える。
　しかしながら，生薬学は 1 年次春学期（前期）
に配当されているので，高等学校における物理学，
化学，生物を修得した段階では，複雑な天然有機
化合物の構造や薬理作用の理解は難しい。した

がって，この部分は思い切って 3 年次の天然物化
学，漢方薬学，そして生薬学実習の履修すべき内
容として割り振り，生薬学では日本薬局方の基原，
性状，指標成分，それに加えて臨床で役立つよう
な薬効に焦点を絞って授業を行っている。

図2　生薬学・漢方教育のロードマップ
図3　現代医学と漢方医学の最終目標

表1　生薬学・漢方薬学・臨床治療学の講義項目
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　第一には，問題解決型の授業を意識して，薬能
に分類される生薬に関連する症例を使って生薬の
薬効を説明している。その理由の一つとして，薬剤
師になる夢を抱いて入ってきた 1 年生の多くは，症
例に接することで学習意欲が高まると考えてのこ
とである。
　では，実際に授業でカンファレンスに使ってい
る，｢ 五苓散 ｣ を例にとると，この漢方薬（漢方
方剤）は，浮腫，腎炎・ネフローゼ症候群，急性
胃腸炎，頭痛，めまいなど，様々な症状・疾患に
用いられる例が多く，目にする機会の多い漢方薬
である。この五苓散が有効な症例をもとに，利水
剤に分類される生薬の解説を行っている（図4）。
　この ｢ 五苓散 ｣ は，約 1,800 年前の中国・漢の

時代に著されたとされる書物『傷寒論・金匱要略』
にそのルーツを求めることができる処方である。
この五苓散は古典的には ｢ 表に邪があり裏に水の
停滞するものを治する方剤で，口渇と尿利減少を
目標として諸種の疾患 ｣ に応用されるものであ
る。最近注目されているのが脳外科領域の慢性硬
膜下血腫への適用であり，その作用機序としてア
クアポリン 4 を介した水分代謝メカニズムがク
ローズアップされている漢方薬でもある。この構
成生薬として，桂皮，沢瀉，猪苓，茯苓，白朮（蒼
朮）が挙げられる（図 5）。これら一つ一つの薬
味（生薬）にはそれぞれの薬効や性質がある。西
洋医学の薬剤が基本的に単一の化学物質であるの
に対し，生薬は様々な成分が複雑に組成されてい
る。さらにそれらが配合され漢方薬となることで，
それぞれの生薬を単独で用いた時の作用がただ合
わされるだけでなく，組み合わされたものとして
薬効を示すということがわかる。また，漢方エキ
ス製剤によっては白朮あるいは蒼朮の使い分けを
しており，作用に差がでることを理解しておくこ
とは必要である。ただし 1 年生では生薬の指標成
分の名称と化学構造の分類くらいでとどめてい
る。そこでは生薬同士で作用を強め合うことや，
副作用を抑え合うことなどが起こっている。生薬
を組み合わせることにより，それらが持つ性質を
最大限に活かすために組み合わされた漢方薬と捉

図4　カンファレンスの症例

図5　五苓散の構成
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えることができる。生薬単独の場合，複数の生薬
が組み合わされた場合，そして一つの漢方薬と
なった際に持つ作用，それらが鑑みられているの
である。生薬が単一の作用のみを有するものでは
なく多面的な薬効を持つということは，古典的に
も西洋医学的にも認められているところである。
　では，この症例を通して，なぜ五苓散には諸薬
を調和する甘草が含まれていないのかを学生に考
えてもらう必要がある。甘草は漢方製剤の 7 割に
配合されているほど，漢方薬の中では重要な位置
を占める生薬であるが，甘草に含まれるグリチル
リチン酸の代謝物グリチルレチン酸あるいは 3- モ
ノグルクロニルグリチルレチン酸はカリウムを排
泄し，ナトリウムを体内に貯留させる。そのため
循環血漿量を増加させ，浮腫や体重増加，血圧上
昇といった副作用を持っている（偽アルドステロ
ン症）。このため，ループ利尿薬やサイアザイド
系利尿薬との併用には注意を要する。
　甘草が含まれていない五苓散などの漢方薬の多
くは体内の水分代謝に関わるものである。ここで
は「不要なものは体外へ出し，必要なものは体内

に留める」ように漢方薬が働いている。水分を体
内に貯留させる働きのある甘草が配合されない意
味が，そこにはあるといえる。このように，高学
年で薬理学や薬物代謝学などで学ぶ内容ではある
が，低学年のうちで生薬学の授業において，生薬
のいわゆる薬能について知ることは，副作用を未
然に防ぎ，漢方薬が持つ力をより良く発揮させる
うえでも有意義である。
　これまで五苓散が適応する症例をもとに，利水
剤に分類される生薬の修得について簡単に述べた
が，生薬はそれ自体が医薬品であり，漢方薬の素
材であることから，臨床でどのように応用される
かについて，副作用を含めて漢方薬の適正使用を
イメージすることはとても大切だと考える。

　2）生薬学実習について
　生薬学実習は 3 年次に配当され，漢方医学や統
合医療を指向した実習項目（表2）に焦点を絞り
全 10 回で組み立てている。漢方薬を理解するに
は，その素材である生薬を知ることから始まると
考える。実際の生薬原形の観察，鑑別，刻み生薬

表2　生薬学実習の項目
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と漢方薬の鑑定，HPLC を用いた漢方製剤の指標
成分の定量を行っている。まず，大学の設置基準
にもあるように薬草園は薬学部に必須な施設であ
り，生きた標本に触れることができる。教員が引
率して薬草園をめぐりながら，薬用植物の形態的
な特徴や効能を説明して，形態や色やにおいを肌
で感じてもらっている。その後，数種の薬用植物
をスケッチブックに描いてレポートするものであ
る。全形生薬の外部形態についても同様で，観察
しレポートさせている。臨床ではエキス製剤が主
流であるが，漢方薬を構成する生薬の原形を観察
し，大きさ，色・味・においなどの性状知ることは，
漢方を学ぶ上で基本であり不変であると考える。
漢方薬の刻み未知検体と鑑別と同定は，混合され
ている刻み生薬を分別・鑑定し，日本薬局方に記
載にしたがって確認試験を行い，総合的に漢方薬
名を同定するものである。人のもつ五感を駆使し
て思考を巡らせることは，漢方教育の原点だとと
らえている。今日の医療用漢方製剤は，紫雲膏を
除きその現代的な剤形は名称がどうあれ主流はエ
キス製剤である。そこで，漢方薬の基本的な剤形
である湯剤，丸剤，散剤，軟膏剤の調製を行うこ
とで，現代的な剤形と古典的な剤形の違いや用い
方を理解できると考える。さらに統合医療で用い
られる植物療法を実習に組み入れて，学外の専門
家を招いて植物精油製剤の調製法とハンドマッ
サージの手技を学んでいる。今日キュアからケア
へ移行した緩和医療や介護の現場では，植物精油
がたくさん使用されるようになった。薬草園に精
油原料植物やメディカルハーブが多数植栽されて
いることの意義からも，薬剤師が薬の専門家とし
て学ぶべき知識と技術の修得として組み入れた。
最後に，漢方治療の症例を題材にしたスモールグ
ループディスカッションとプレゼンテーションを
取り入れ，能動的な学習を通して知識，技術，態
度の定着を意図した。座学ではあるが外部講師の
漢方専門医と薬剤師による漢方医学の講義を通し

て，医師と薬剤師による漢方医学に対する考え方
の違いや漢方の有用性と適正使用について学ぶ機
会を設けている。

　おわりに

　本学の例をもとに漢方薬教育導入に伴う生薬学
教育のあり方を述べてきた。本学の漢方教育の内
容にふれることはできなかったが，薬の専門家と
して薬剤師に求められる漢方の知識は，臨床とい
う実学での漢方薬の適正使用だと考える。医師の
ように漢方薬が小さな漢方医のような薬剤師の育
成が到達目標ではない。薬学教育モデル・コア・
カリキュラムにより，生薬学は ｢ 化学系薬学 ｣ に
分類され，漢方は ｢ 臨床薬学 ｣ に分類された。基
礎系の教員にとって，かつて尾台や清水の指し示
した生薬学に臨床的な薬能含めて講義するのは難
しい，一方，漢方をあたかも現代医薬品のように
生薬の薬能を熟知して漢方を講義できる実務系教
員は少ない。一人でも多くの学生が漢方に関心を
持ち，漢方薬を適正に使用できる薬剤師として育
むような生薬学から漢方への一貫性を持たせた薬
学教育を普通に行えるためにも，漢方教育に専念
できる教員の養成が重要だと考える。
　本稿は，｢ 漢方は薬剤師のアイデンティティー ｣
を原点として，漢方教育における生薬学教育のあ
り方を記載させていただいた。雑駁な内容で本誌
の企画にマッチしていないかもしれないが一考に
なれば幸甚である。
　最後に，このような執筆の機会を賜りましたこ
とを編集委員長ならびに関係各位に深謝申し上げ
る。
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