
 

 

【ご注意ください】 

１．ライブ配信の申し込み締め切り 

令和 3年 10月 28日（金）18時 

 

２．当学会の会員は、後日オンデマンドで視聴できます。 

 

３．12時からの会頭講演が、日本小児科学会専門医の小児科領域講習として承認

されました。 

12時～会頭講演終了まで視聴された方のみ、点数を取得できます。 

確認テストを講演終了後に受けていただきます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第 48回日本小児東洋医学会学術集会ホームページ 

https://infoshonitoyo2021.wixsite.com/website 

決済システム＆オンデマンド配信システム（委託）： メネルジア株式会社 

配信会場： 木村小児科クリニック（東京都足立区梅島 3－32－24－2階） 
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第 48回 日本小児東洋医学会学術集会 プログラム 

 

10:00 開会挨拶 会頭 木村康子   

挨拶 代表理事 山口英明先生 

 

10:10～11:20  一般演題 

 座長：  山口英明  森 蘭子 

 

1.  コロナ禍における小児医療の変化に関するアンケート調査 

森 蘭子 （森こどもクリニック） 

 

2. 小児はりによるカンムシ症状の効果検討-26症例-  

西山由梨香 （まり鍼灸院） 

 

3. 中建中湯が有効だった反復性イレウスの症例 

矢数芳英 （温知院 矢数医院、東京医科大学病院麻酔科） 

 

4. 思春期の女性における人間関係の複雑化と「メイデン・ガルテン症候群」の概念 

池野一秀 （長野松代総合病院小児科） 

 

5. 当院における小児滲出性中耳炎に対する漢方治療の試み 

松本恭子 （神尾記念病院耳鼻咽喉科） 

 

6. 漢方療法が奏功したと思われる反復性クループの 1例 

山口英明 （K こどもクリニック、公立陶生病院小児科） 

 

1１:20～12:00  休憩 

 

 

12:00～13:10  会頭講演 

小児科外来で使う漢方の実際～耳鼻咽喉科との領域疾患を中心に～ 

座長： 島根大学医学部小児科 教授 竹谷 健   

演者： 木村小児科クリニック 院長  木村康子 

 

 
 ※小児科専門医の小児科領域講習に指定されています。 

視聴の確認およびテストを受けていただき、後日、受講証明書を発行いたします。 

 

 

 



13:25～14:35  招待講演 

困ったときこそ漢方で！ ～咳とめまい～ 

座長： さかざきこどもクリニック 院長 坂﨑弘美 

演者： 竹越耳鼻咽喉科医院 院長 竹越哲男 

 

14:45～15:45 特別講演 

思春期の漢方治療について 

座長：木村小児科クリニック 院長 木村康子  

演者：東京女子医科大学東洋医学研究所 所長・教授 木村容子 

 

15:50  

次回学術講演案内    

次期会頭 竹谷 健 

島根大学医学部小児科学教室 教授 

 

16:00 閉会 

 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

なお、閉会後に会員総会が行われます。 

ZOOMウェビナーを一度退出していただき、改めて招待される会員総会用の

別の ZOOMウェビナーにご参加いただきます。 

会員のみの会です。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

  



 

開会のご挨拶 

 会頭 木村康子 

木村小児科クリニック 

 

このたびは第 48 回日本小児東洋医学会学術集会に、御参加くださいまして誠にありがとう   

ございます。前回の第 47 回学術集会は、令和元年 9 月 29 日にウィリング横浜（神奈川県）にて 

会頭の豊川達記（豊川小児科内科医院）先生のもと盛大に開催されました。会の最後に、次期  

会頭として私が挨拶させていただいたときには、令和 2 年 11 月 22 日に東京都の主婦会館プラザ

エフ（千代田区六番町）での開催を予定しておりました。しかし、令和 2年 1月より始まった新型コロ

ナウイルスの感染者急増で、密になる集会を避けなければならないなどの理由から、他の学会や

研究会が次々と中止や延期となり、当会におきましても、延期させていただきました。約 1年の延期

と決めたものの、学会の形式をオンライン配信にするか、現地参集とのハイブリット形式にするか、

等を迷いました。オンライン配信の場合は、その後のオンデマンド視聴できるようにするのかを迷い、

色々と試行錯誤しながら準備して参りました。結果として、①完全オンライン開催、②会員のみオン

デマンドで視聴可能、③小児科専門医の小児科領域講習はライブ配信を視聴した方にだけ受講

証明が取得できる、という形になりました。 

オンラインでの開催は、パソコンなどの機械を相手に奮闘の連続でした。専門の知識を持つ  

仲間の助言が必要でした。また、当会の宣伝のために、YouTube やインスタグラムなどの SNS の 

利用にも挑戦いたしました。こちらも、SNS の知識のある人の助言が不可欠でした。わからないこと

や困ったことが起きたときに、質問に答えてくれたり、励ましてくれたりする仲間がいることの大切さ

を、しみじみ感じた一年でした。お世話になった先生方、企業の方々、そして当院のスタッフ、本当

にありがとうございました。 

今回、小児の水毒～耳鼻科疾患を中心に～というテーマで学術集会を企画いたしました。特別

講演の講師には、私の恩師でもある東京女子医科大学東洋医学研究所所長の木村容子教授に

お願いいたしました。コロナ禍で医療機関の患者数が減少していた当時も、東洋医学研究所では

患者さんが増えたとのことです。「思春期の漢方治療について」と題してご講演いただきます。また、

招待講演として、耳鼻科漢方案内人と自己紹介される竹越哲男先生にご講演いただきます。「困っ

たときこそ漢方で！～咳とめまい～」というご講演です。一般演題にも、御高名な先生方に発表して

いただけます。皆様の明日からの診療で、漢方の処方や勉強が楽しくなることが祈っています。そ

の結果として、患者さんの笑顔が少しでも増えますように、お祈りしています。  



 

一般演題 

 

１． 「コロナ禍における小児医療の変化に関するアンケート調査」 

●森 蘭子 

森こどもクリニック  

 

新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の流行は、医療に大きな変化をもたらした。   

コロナ禍での、小児医療における、診療内容及び医療ニーズの変化を把握し、漢方治療の 

有用性について検討するため、2021年 5月に開催された日本小児東洋医学会 web セミナ

ーに参加した医師に対してアンケート調査を実施した。アンケートの内容を反映するような、 

当院で経験した症例を交えて報告する。 

 

２．「 小児はりによるカンムシ症状の効果検討-26症例-  」 

●西山由梨香、 中村 真理  

まり鍼灸院 

 

「カンムシ症状」を持つ 26 名と「カンムシ症状」と「睡眠症状」を併せ持つ 18 名が小児鍼

で改善するか否かを比較検討した。対象者は 2018年 10月～2021年 5月の間に当院に

来院した 77名のうちカンムシ症状を持つ 26名と「カンムシ症状」と「睡眠症状」を併せ持つ

18 名を対象とした。調査時期は初診時と 5 診目で比較検討を行った結果改善傾向がみら

れたので報告する。 

 

３．「中建中湯が有効だった反復性イレウスの症例」 

●矢数 芳英 

温知堂矢数医院，東京医科大学病院 麻酔科 

 

現在，術後クリニカルパスで大建中湯は標準治療となりつつある。今回、同方内服中に

腸閉塞となった 13 歳・女子例に対し、中建中湯加減が有用であった症例を経験した。   

7 年前の虫垂切除術後に腹膜炎となり以降、癒着性腸閉塞を繰り返す。次第に頻度が高く

なり、この 1 年で 5 回腸閉塞を起こし入院加療を受けていた。中建中湯加減を投与後、  

腸閉塞を起こすことなく、身長、体重も順調に増加、高校〜大学受験を乗り越え治療終了。 

 
 



 

４．「思春期の女性における人間関係の複雑化と「メイデン・ガルテン症候群」の概念」 

●池野一秀  

長野松代総合病院小児科   

 

女子友達が小学校高学年になると突然の不和を生じ、それが原因と考えられる不定愁訴、

不登校が発生する。こうした人間関係の犠牲になった平凡な少女たちをメイデン・ガルテン症

候群（独逸語で「乙女の園」）と名付けた。演者は、自分の境遇を嘆く少女たちへの慰めの言葉

として、この病名を利用している。また、その原因にオキシトシンが関係すると推察され、オキシ

トシンに影響を与える加味帰脾湯が治療に応用できる可能性がある。 

 

 

５． 「当院における小児滲出性中耳炎に対する漢方治療の試み」 

●松本恭子 

神尾記念病院耳鼻咽喉科   

 

滲出性中耳炎は耳鼻咽喉科を受診する小児によくみられる疾患のひとつである。急性

中耳炎にみられるような耳痛、耳漏、発熱などの自覚症状がないこと、幼い患児自身が症

状訴えられない事などから保護者や周囲が気付きにくく発見が遅れ、言葉の遅れ、難聴な

どが契機になって見つかることも少なくない。多くは自然軽快、保存的治療で改善するが、

保存的治療にて改善乏しい例では鼓膜チューブ留置術などの外科的治療等も考慮する。

また、再発を繰り返す例や治療に難渋する例も少なくない。今回、遷延化、難治化した小児

滲出性中耳炎に対し、当院にて五苓散、黄耆建中湯などの漢方治療を行い長期経過を診

る事ができた 1９例の症例を検討したので症例提示とともに報告する。 

 

 

６．「漢方療法が奏功したと思われる反復性クループの 1例」 

●山口英明１）２）３）、 笠井啓子１） 

K こどもクリニック１） 公立陶生病院２）、愛知医科大学３） 

 

クループは犬吠様咳嗽、嗄声。吸気性喘鳴、呼吸困難などを呈す気道の急性炎症である。

多くはウイルス性で単発性であるが、再発例も散見される。今回、生後 8 ヵ月から頻回に本症

を反復する 5 才・男子例に対して、小柴胡湯エキス、黄耆建中湯エキスを予防的に連用して

発症頻度が著減した症例を経験した。頻回反復例は稀であり、調べ得た範囲では漢方療法の

報告例もないので、反復炎症の文脈から若干の漢方的考案も含め報告する。 

 
 

  



会頭講演 

「小児科外来で使う漢方の実際」 
～耳鼻咽喉科との領域疾患を中心に～ 

木村康子 

木村小児科クリニック   

小児科の一般診療では、鼻汁、鼻閉の訴えで来院する患者さんは少なくありません。耳鼻咽喉

科ではなくて小児科を受診する理由は、発熱、咳嗽など他の症状もあるから小児科へ、という方

や、鼻の症状があれば耳鼻咽喉科を受診、という方もあり、保護者の考え方に左右されることが

多いようです。小児科と耳鼻咽喉科の良好な連携が必要だと考えます。さて、私ごとですが、地域

医療を行う小児科の町医者に憧れて医師になりました。自分自身が副鼻腔炎や中耳炎を繰り返

し、耳鼻咽喉科の父に治療されていたことから、医学部卒業の時には、小児科と耳鼻咽喉科の両

方の診療を行うことを目標に修行しました。父の診療所に勤務し、いざ地域医療を始めると、西洋

医学だけでは解決しない訴えの相談が多く寄せられ、漢方を処方することを父から教わりました。

父の実家が漢方薬局（木村薬局）であったことにも強く影響を受けました。私のしてきた勉強方法

は系統だったものではなく、行き当たりばったりで遠回りが多かったと思います。今ではすっかり

漢方の魅力にハマり、現在に至ります。日常の診療風景を紹介し、漢方の勉強方法についてお話

しします。これから漢方を勉強したいと思っていらっしゃる先生方の、お役に立てれば幸いです。 

1. 漢方を勉強するきっかけ 

2. 小児科と耳鼻咽喉科の境界領域と漢方 

3. 外来で行う処方の実際 

4. 小児の漢方薬の飲ませ方 

5. 漢方の勉強方法おすすめ 

 

プロフィール 木村康子 
＜略歴＞ 

昭和 57年 東洋英和女学院高等部卒業 

昭和 63年 東京女子医科大学医学部卒業 

昭和 63年 東京慈恵会医科大学小児科にて研修、入局 

平成 10年 退局。 木村耳鼻咽喉科小児科医院に勤務 

令和元年 12月 木村小児科クリニック（東京都足立区）を開院 院長 

＜勤務歴＞ 

東京慈恵会医科大学付属病院小児科 

東京慈恵会医科大学青戸病院小児科 

都立母子保健院小児科 

国立小児病院二宮分院 

木村耳鼻咽喉科小児科医院 

＜研究・研修歴＞ 

国立小児病院耳鼻咽喉科研究員 

成育医療センター耳鼻咽喉科研究員 

東京女子医科大学東洋医学研究所研修 

＜資格＞ 

医学博士 

日本小児科学会専門医 

日本アレルギー学会専門医 

日本東洋医学学会漢方専門医 

＜その他役職＞ 

足立区医師会理事 

足立区医師会小児科医会会長 

日本小児漢方懇話会幹事 



招待講演 

「困ったときこそ漢方で！」 ～咳とめまい～ 

竹越哲男先生 

竹越耳鼻咽喉科医院 

 

Ⅰ.自己紹介：漢方を使い始めたきっかけ 

私の夢は「病気を治せて患者さんに喜んでもらえる医師になること」でした。耳鼻咽

喉科は副鼻腔炎、扁桃炎、中耳炎など手術で治せる疾患も多いのですが、感覚器も

扱っており、めまい、耳鳴・感音性難聴などの聴覚異常、咽喉頭異常感症など手術の

対象にならない疾患も多数あります。しかしこれらは西洋医学では難治です。安定剤

でお茶を濁すような西洋医学に限界を感じ、「西洋医学とは異なる治療」を探してい

たところ、2003年から漢方を勉強する機会を得ました。 

当初の数年は「漢方は西洋医学の補助」と考えていました。が、疾患の西洋医学的

病態から必要な生薬構成を考えることで、面白いように方剤を活用できるようになり

ました。「漢方でなくては治せない疾患、西洋医学より漢方治療が向いている疾患が

こんなにある」と気が付きました。現在は漢方無くして診療は出来ません。 

この有用な治療法である漢方を西洋医に理解・活用していただき、医師・患者さん

共に幸せになってほしいのが当方の願いです。しかし、漢方は西洋医には異文化で、

まるで外国語です。如何にすれば西洋医に無理なく理解・活用してもらえるか？これ

が耳鼻科漢方の案内人の私の課題です。 

日本人は異文化を柔軟に取り込む能力に長けています。地道な伝道が実を結ぶこと

を夢見ています。 

「西洋医学的病態を考えて漢方を使う」と解りやすい「咳とめまいの漢方」を中心にお

話したいと思います。追記：YouTube チャンネル「明解！西洋医学で耳鼻科漢方」

で耳鼻科漢方の解説を配信しています。難解な漢方理論は使わずに解説します。 

今回の咳・めまいの解説も配信いたします。再度ご覧いただければ幸いです。 

 

Ⅱ.抄録 

1.咳の漢方治療 

咳を主訴に耳鼻科を受診する患者さんは意外に多い。ただ耳鼻科医は対応できる

咳は、鼻閉による口呼吸の乾燥や、後鼻漏・GERD による咳嗽であり、これらの要因

の無い咳にはお役に立てない。そのうえ西洋薬の鎮咳剤は使い分けする為の特徴が

解らない。実際、筆者も咳の治療は苦手であった。 

その点漢方は生薬構成を見れば、使用すべき意図が判るので使いやすい。 

 

 



 

咳の漢方治療において、生薬構成のポイントは以下の 7つと考えている。 

① 麻黄：エフェドリンによる気管支拡張。石膏が加わると分泌物・粘膜浮腫の減少に

働く。 但し高血圧、虚血性心疾患、前立腺などある高齢者は要注意。 

②柴胡：消炎に働くとともに、胸苦しさ（胸脇苦満）を和らげるので咳の苦しさが軽減

する。 

③半夏：咳は「静かに呼出されるべき呼気」が勢いよく呼出される「気の逆流」である。

半夏は「気の逆流」を治し、痰を除去し咳を止める。 

④消炎する生薬：柴胡、黄連、黄芩など 

⑤潤す生薬：麦門冬、天門冬、知母、石膏など 

⑥乾かす生薬：柴胡、半夏、黄連、黄芩など 

⑦精神安定の生薬：通常咳は反射であるが、経過が長くなると「咳が出たらどうしよう」

などの気持ちの問題で咳が出るようになる：柴胡、半夏、蘇葉、陳皮など 例を挙げる。 

 半夏厚朴湯（③⑥⑦に該当）は咽喉頭異常感症の薬と認識されているが、実は咳の

薬でもある。半夏・厚朴・茯苓・生姜・蘇葉に 5 味からなり、半夏が痰を除いて咳を止

め、厚朴が平滑筋鎮痙作用で痙攣性咳嗽を抑える。またすべての構成生薬が水をさ

ばく効能があり痰の絡む咳によく効く。「痰の絡む感じはするが、実際はほとんど痰が

出ない」状態の咳の症例は咽喉頭異常感症と同様な病態であり、半夏厚朴湯の適応

である。 

 小柴胡湯（②③⑥⑦に該当）は柴胡があり、咳で胸苦しいのが適応病態である。 

柴胡・黄芩が消炎に、半夏が咳止め・去痰として働き、生姜・大棗・甘草・人参は胃薬

である。柴胡・黄芩・半夏が湿性咳嗽を乾かすように働く。 

小柴胡湯加桔梗石膏は扁桃炎の漢方とされているが桔梗石膏が消炎・抗化膿、去痰、

排膿に働くので小柴胡湯の強化版として気管支炎、肺炎にも使える。 

 小柴胡湯＋半夏厚朴湯は柴朴湯であり、咽喉頭異常感症のみならず咳にも有用で

ある。 

 五虎湯（①④⑥に相当）は麻黄・杏仁・甘草・石膏・桑白皮の5味よりなり、麻黄が気

管支の鎮痙作用、麻黄+石膏・杏仁で粘膜下・皮下の浮腫をとるので喘息にも有用

である。また麻黄＋石膏は清熱作用もあり、膿性痰にも対応する。 

 麦門冬湯（③⑤に相当）は有名であるが、半夏・麦門冬が咳を鎮め、他の生薬は潤

す働きをしている単純な構成である。気道が乾燥して出る咳に有効であるが、鎮咳剤

としての能力は高くない。 

漢方単剤でも効果はあるが、具合により併用する。麦門冬湯は半夏厚朴湯もしくは

柴朴湯と併用が勧められる。麦門冬湯と柴朴湯の併用は②③④⑤⑥⑦に相当し、 

麻黄が入っていないので、高齢者でも安心して使用できる。柴朴湯と五虎湯の併用

は①②③④⑥⑦に相当する構成になり強力に咳を止める。 

以上を心得て頂くだけで、咳に対して対応しやすくなる。 

 



 

 

2.めまいの漢方治療 

反復性めまいは診断・治療とも現在の西洋医学では難しい。診断に関しては、メニ

エール病、VBI、BPPV 症例は半数で、残りは「めまい症（原因不明）」とされるが、

OD、H-VBI、肩こり関連めまい（仮称）のいずれかである。BPPV 以外のめまいは

体と心の不調が原因で、心身共に対応できる漢方無くては治療困難である。西洋医

学的病態も考慮した病名処方を開示する。ODには頭部血流を増す補中益気湯を使

用し、具合で昇圧効果を持つ桂枝加苓朮附湯を併用する。VBI,H-VBI には脳血流

改善作用を持つ釣藤散がよく効く。肩こり関連めまいは肩こり・低血圧・H-VBI の３

者が合併している。肩こりとめまいに有効な桂枝加苓朮附湯に釣藤散もしくは補中

益気湯を併用する。メニエール病は心身症的要因があり難治で、精神安定作用と抗

眩暈作用のある抑肝散加陳皮半夏をベースに西洋薬も併用するカクテル療法になる。

BPPVはリハビリが有効で、薬物治療は漢方を用いても困難と考えている。 

 

プロフィール 竹越哲男先生 
1964年群馬県前橋生まれ 

1990年群馬大学卒 

群馬大学耳鼻咽喉科学教室入局 

1994年群馬大学大学院卒 

めまいの眼振誘発手法である頭振り眼振の臨床研究で学位 

2012年両親の営む医療法人竹越耳鼻咽喉科医院を継承 

漢方診療は 

2003年より小暮敏明先生に師事 

2016年年末より「大宮耳鼻科漢方の会」を開催するも、コロナ禍で対面講演不可となり、 

2020年 YouTubeチャンネル「明解！西洋医学で耳鼻科漢方」を配信開始 

 

資 格 

日本耳鼻咽喉科学会専門医 

日本東洋医学会漢方専門医 

日本東洋医学会群馬県部会理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

特別講演 

「思春期の漢方治療について」 

木村容子先生 

東京女子医科大学附属東洋医学研究所 

 

思春期は、子どもが大人へと成長するための移行期間であり、一般的には 8 歳頃から 17、18

歳頃までを指す。女性においては、第 2 次性徴出現から初経を経て月経周期がほぼ順調になる

までの期間である。 

『黄帝内経』には男性は 8 年、女性は 7 年周期で成長の節目があると記載され、腎気の働きを

あらわす体や性機能の成熟は男性で 32 歳、女性で 28 歳とされる。この観点からは、思春期は

腎気の発達途上の状態であると考えられる。「腎」は「先天の気」を貯え、気血水における「水」の

働きにも関与する。さらに、女性は月経の発来とともに、内分泌、特に女性ホルモンとの関わりから、

「血」の働きも重要となる。 

本学会の今年のテーマは「水毒」であり、思春期の水毒に対する治療として、真武湯や防已黄

耆湯を中心に取り上げたいと思う。 

 

プロフィール 木村容子先生 
【略 歴】 

医学博士 

英国オックスフォード大学大学院 修士課程修了 

東海大学医学部に学士入学 

平成 14年から東京女子医科大学附属東洋医学研究所に勤務 

平成 20年より東京女子医科大学 東洋研究所 副所長 

平成 22年より同研究所 准教授 

令和元年より東京女子医科大学附属東洋医学研究所 所長・教授 

【賞 罰】 

平成 22年 6月   日本東洋医学会 学術奨励賞 受賞 

平成 23年 2月   「漢方研究」イスクラ奨励賞 受賞 

平成 29年 6月   日本東洋医学会 学術賞 受賞 

 

【学会および社会における活動】 

日本内科学会認定内科医 

日本東洋医学会専門医、指導医、理事、関東甲信越支部長、代議員 

『日本東洋医学雑誌』 編集委員幹事 

東亜医学協会 評議員   

『漢方と最新治療』 編集委員 

日本漢方医学教育振興財団 理事 

 

【著 書】 

『太りやすく、痩せにくくなったら読む本』（大和書房） 

『女 40歳からの｢不調｣を感じたら読む本』・『女 50歳からの｢変調｣を感じたら読む本』（静山社） 

『ストレス不調を自分でスッキリ解消する本』（さくら舎）他 

 

 



 

謝 辞 

 
このたびは第４８回日本小児東洋医学会学術集会の開催にあたり、多くの企業・

団体から、ご協賛、ご協力をいただきました。深く感謝し、御礼を申し上げます。 
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株式会社ツムラ 

小太郎漢方製薬株式会社 

 

＜広 告＞ 

クラシエ薬品株式会社 

ジェーピーエス製薬株式会社 

日本小児漢方懇話会 

木村小児科クリニック 
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代表理事   山口英明 

 

事務局長  竹谷 健 
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電 話    0853-20-2220 
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