
今回の鈴木先生のお話をお聞きして、生薬についてより理解を深めることができました。もともと私は鼻炎で小青竜湯を病院から処方さ
れています。症状がひどい時にいつも飲んでいますが、味は苦く、どうしても飲む時に気が進みません。しかし、飲むとどの薬よりもよく効いて
いつもすごく助かってます。メカニズムもよくわからず飲んでいましたが、今回のお話で漢方の歴史などについても知ることができ、少し漢方
の魅力を知ることができました。そして、漢方は女性にとても寄り添っているものだな、と感じます。私も生理痛がひどい時がありました。正
直、生理痛がどのように起こっているのか理解していませんでした。しかし、血流を良くすることにより治る、ということを今回聞き、これからは
痛み止めではなくそのような効果がある漢方を飲んでみる選択肢も考えてみようかな、と思いました。自分の中で漢方は莫大な量を覚え
なくてはいけない、と思っていましたが、今回色々なことについて知ることができたので身近なことに置き換えることで楽しく勉強できるんだな
と感じました。私も鈴木先生のような地域の人に慕われる心温まる薬剤師になれるようあと4年、国家試験まで勉強を頑張りたいと思い
ます。

最初に、漢方薬を飲んだことでがんが治った患者の話を聞いた時、少し本当かなと疑ってしまったところはあったのだが、漢方には、医学の
常識では考えられないような効果を発揮することがある、不思議な力を持っているんだなとわかって、少し興味が湧いてきた。中国から伝
わった治療法は、地形や風土によってそれぞれ特徴があって、上の地域は砂漠地帯で草も生えないため針灸治療が発達し、真ん中の
黄河と揚子江に挟まれた地域は草がよく育つので漢方が発達、というように、治療法発達の由来を聞いたらますます興味が湧いてきた。
家族や友人を助けたいという思いが漢方の始まりということを聞いた時も、やはり人の原動力は人を思う気持ちなのだな、と再認識でき
た。

今回の講義を聞いて、漢方が⾧い歴史のなかで発見され、多くの人々を助けてきた薬学のひとつなのだということがわかった。また、先生
が実際に現場でどのように四診を行い、患者の症状を判断するのかについて、実際に自分の体で確認してみることでより分かりやすく理
解を深めることが出来た。今回、証を合わせるという言葉を初めて知ったが、医学や薬学において大切なことを漢方では昔から言い伝え
てきていたんだなと思った。毒を体から出し自己治癒能力を引き出す漢方は、証を合わせて処方すれば、通常の薬では強すぎて⾧期投
与が難しいものの代わりになったり、その人個人にそれぞれ最適な治療を施すことができる利用しやすい薬であることを知ることが出来、漢
方にさらに興味がわいた。

漢方の作用機序が、毒を排出して健康にするということ、漢方にも人によって合う合わないがあって、人によっては効くものも人によっては
聞かなかったりがあること、を初めて知ったのでとても勉強になりました。実際に漢方薬局でお仕事をしている方のお話を聞く機会はなかな
か無いと思うのでとても貴重な時間になりました。今まで東洋医学よりも西洋医学の方に興味が強かったのですが、東洋医学の漢方薬
局では患者さんに合わせて薬剤師が判断して薬を処方、調剤できることや、漢方は主に体質から改善するため、身体のいろいろな不調
が整うことに惹かれました。自分はどう言ったタイプなのかを知るのもおもしろそうだと感じたので、漢方を飲む際には自分の体質を知ってき
ちんと飲んで効果を見てみたいと興味が湧きました。

鈴木先生の講義は、具体的な症例を踏まえ、何をもとに漢方を処方したかなどをわかりやすく問いかけながら話をしていたのでわかりやす
かった。日本と中国の歴史から医学と漢方の発達を追って行ったのは興味深かった。漢方に、漢の処方という意味があることを知って驚
いたのと、3つも異なる流派が、それぞれの地形に基づいて、特有のものになっていることにも驚いた。昔から、人の助けたいという気持ちに
よってできた療法が気血水を通し、現代の療法としても確立したものになっていることがすごいと感じた。

2年、3年に進級してからというもの、西洋医学関連の事を中心に勉強していたので、この実習で久々東洋医学に触れることができ、とて
も新鮮に感じました。今回の講義では、中国から世界へと視野を広げた漢方の歴史の振り返りや、日本で成立した漢方の３つの流派
の成り立ち、さらには現代の様々な患者さんの具体的な症例の話も聞けて、とても興味深かったです。特に私が興味を持ったのは、漢
方の力でいつのまにかガンが消えた患者さんの症例です。以前私の母がガンを発症した際、⾧期に渡る抗ガン剤治療を受けていたの
で、その副作用の辛さは見ている側でも伝わりました。今の時代、最早西洋医学が世界中で主流になっていますが、漢方などの東洋医
学の発展も切に願っています。

鈴木先生の講義を聞いて、今まであまり漢方について興味を持っていなかったが、漢方で様々な症状が改善できることを知り、興味深い
と思った。そう思った理由は2つある。1つは鈴木先生の講義の中で、血液のがんである患者さんを対応した話が出ていたが、ほとんどのが
んは西洋医学でしか治らないと思っていたので、漢方でもがんが治せることが意外だった。2つめは、鈴木先生が扱っている漢方は約40
種類くらいであったことだ。膨大な数の漢方を取り扱う事が出来ないといけないのかと思ってたが、約40種類を組み合わせることで様々な
用途に使えることが面白いと思った。最後にもお話していたが、漢方だけにも関わらず医療で全ての症状、病気が完全に治療することは
難しいので、少しでも快方に向かうように患者さんとしっかり向き合い、寄り添うことが大事だと思った。



今回の漢方概説の講義を受けて、今までサプリメントのような感覚で気休めに飲むものという漢方薬に対する考え方が大きく変わりまし
た。普段授業では西洋医学の考え方を基盤として生体や医薬品について学ぶことがほとんどで、体調不良や病気になったときには医薬
品だけが効果的だと思っており、普段の生活でも漢方薬を手に取ったことがありませんでした。そのため漢方について自ら精力的に学ぶこ
ともなかったので、今回の講義で漢方が効くメカニズムやその歴史、実際に患者を前にしたときにどのように診断し漢方薬を処方するのか
というお話を聞くことが出来たことは自分にとってとても貴重な経験だと思います。薬剤師が漢方の伝統を守り受け継いできたことを心に
留め、これからは医薬品だけではなく漢方薬という選択肢も積極的に取り入れていきたいです。

 漢方は体の中の毒を排出することによって、病気を治しているときいた。汗、尿、便、生理、涙を通して、中に溜まったものが外に出れば
病気が治るときいて、そこに生理や涙も含まれているとは思わなかった。漢方が草根木皮で出来ていることを忘れないようにしたい。漢方
を飲んで、血液中の悪性リンパ腫が全て消えたという話を聞いて驚いた。本当に、その人と薬が合えば治すことができるんだと知って、証を
合わせることは本当に大切なことなんだなと思った。そして、西洋医療では難しいと言われた病気を治すほど、漢方にそこまでの力があるこ
とに驚いた。生理は子宮の内膜が月に1回剥がれて、生命を宿す大切な場所だから、出血させてでも綺麗に保つことで、その内膜を剥
がすときに子宮を収縮させるのが生理痛で、痛み止めでは瘀血が溜まってしまって後々病気に繋がるため、これからは漢方を飲んでいき
たい。車の止め方や話し方までひとつひとつをヒントとしてよく観察することで、その患者さんにどんな漢方が必要かなど、望診が証を合わせ
るための大事な段階だと知った。漢方の大切さを知り、よりあった治療法を見つけるためにも、少しづつでも覚えていきたい。

お忙しい中、大変貴重なお話をありがとうございました。

私が小さい頃、補中益気湯や小青竜湯を服用したり高校・大学に入学したら柴胡剤や当芍を服用していたので実体験を振り返りなが
らお話が聞けてとても勉強になりました。進学してから生活環境が変わり自分が成⾧したことで漢方薬が変わったり婦人科系の漢方薬の
バリエーションが増えたり、自分はこういう時期に浮腫みやすい、イライラしやすい、小さなストレスで体の調子が崩れだすなど漢方薬を通
じて自分自身の心と体の性質が理解出来て面白いです。今は薬学生として薬物の化学的な性質や物性を中心に少しずつ具体的な
症例や臨床的なことも学んでいますが、それとはまったく異なる考え方・治療法であるとのお話を伺い今までよりも漢方薬に興味がわきま
した。

また、診断の基礎についても教科書を読むだけだとなかなか理解しづらかったのですがお話を聞いて基本的な理解が出来ました。応用的
なことも知りたいですが、いったん生薬について立ち返って勉強し直そうと思います。

温冷の食物の表を参考に自分の食生活をしっかり見直して体を冷やさないように心がけたいと思います。冷えは万病の元であるのにも関
わらず、私は体を冷やすものばかり食べているなと心が痛かったです。自分の体のサインに自分で気づけるように体調管理をしていこうと思
います。

私は、今回鈴木先生の漢方薬についての講義を受けて、漢方薬に対しての理解を深められました。講義の中で1番印象に残っている
話は、温清飲という漢方薬を1年間飲み続けたことで悪性リンパ腫が消え、血液のがんを治したという話です。私は今まで、漢方薬は⾧
く飲み続けなくてはいけないし、あまり効果がないという勝手なイメージを持っていましたが、この話を聞いて、漢方薬の効果の大きさに驚
きました。このことから、証を合わせれば様々な病気を治すことができるということを学びました。私も将来薬剤師として、一人一人の患者
さんに合わせた薬をきちんと処方できるように頑張りたいと思います。

実際の患者さんの奇跡的な治療の例を交えて漢方の話を聞くことが出来、貴重な経験となった。大人になると苦いものが食べられる理
由に関して、今までは舌が慣れていくだけだと思っていた。先生の講義を聞いて、着色料などの溜まった｢毒｣を排出したいために食べられ
るようになるというのを知ることが出来た。また、鈴木先生が教員の方を見るだけで胃腸が弱いこと、甘いものが好きなこと、身⾧や体重
など様々な体質について言い当てられているのを見て、非常に不思議で印象深く思った。1年次、生薬学の教科書を見て適応患者の
特徴の欄に何行も書いてあるのを見て少しうんざりしていたが、先生の今日の話を聞いてその理由が分かった。今行っている生薬学実習
や秋から始まる漢方薬学の授業への意欲が高まったと思う。



授業の最後の方には、写真を通して実際の甘草の製造方法などを見ることが出来て生薬がどのような過程を通して、私たちが使用する
医薬品までの形になっていくのかがよくわかりました。

私の祖父は大塚敬節先生の弟子として、漢方薬剤師として働いていて、漢方を通して患者様を治したりしていますが、漢方はやはり歴
史が⾧いなと改めて思いましたし、西洋医学が発達する中、東洋医学を廃れさせないように、先人達が頑張ってくれたからこそ、今の漢
方があり受け継がれているのだなと思いました。また、婦人系の疾患の患者さんのお話もよく出てきていて、確かに悩みを抱えた患者さん
が漢方でなおられたりする姿はよくみるなと思いました。

私の家は、先祖代々家伝薬を受け継いでいて私の代で19代目になるのですが、しっかりと、受け継いでいけるよう東邦大学での勉強を
頑張りたいと思います。

私は今日の鈴木先生の講義を聞いて漢方薬は自分が思っていたよりも有用だということがわかりました。１年生の生薬学のときに「漢方
とは対症療法ではなく体全体の悪いところなどを良くしていくことで症状を治す」と教わったので、なんとなく全体的に聞くということは効果が
薄くなってしまうのではないかと考えていました。これは普段西洋医学の薬を使用していることもあると思います。しかし、漢方は西洋医学
以上に患者さんの状態を確かめ、適切な漢方を処方することで本来の効果を最大限発揮することができるのだと言うことに気が付きまし
た。そのため、薬剤師がプロ意識を高く持ち、積極的に取り組むことでしかなりたたないすごい医学なのだととても感心しました。これからも
生薬学実習を将来の仕事に繋げられるよう意識して知識を取り込んでいきたいです。

私は漢方について正直なところあまり良い印象を持っていませんでした。というのも生薬や漢方薬がどうして体に良い作用をもたらすのかあ
まり理解していなかったからです。（気・血・水など）実際のところ今もハッキリと理解できたわけではありません。しかし、鈴木先生の実際
の体験に基づいた話や講義を聞いて生薬や漢方の可能性や凄さといったことは理解することができました。とても有意義な講義だったと
思います。ありがとうございました。

大学の講義や日常生活で漢方に触れる機会があまりないので、貴重なお話を聞かせていただきました。気血水や四診、陰陽や虚実の
話など、聞きなれない言葉がたくさん出てきて、1度では理解しきれなかったのが非常に残念です。西洋医学とは違った視点の学問だと
思いました。ですが、漢方がとても深い学問だということが分かったので、この学問をもっともっと深くまで知りたいと思いました。私は将来、
漢方をメインに扱う薬剤師になりたいと思っているので、今日のお話やメモ、実習書を参考により漢方の理解を深め、先生が今日お話し
てくださった内容を120%自分の知識、経験としてこれから活かして行けるように努力していきたいと思いました。

漢方が証に合わせて気・血・水を循環させ汗や尿などで体から排出することで効果が出ると聞いて、すごく奥深いなと感じました。患者さ
んを視覚、聴覚、嗅覚など様々な感覚で診てその患者に合った漢方を処方するからこそ⾧年治らなかったものが治るのかなと感じまし
た。私は、生理が来ると生理痛もひどく、すぐに薬を飲んでしまいますが、今日の講義を聞いて、先々のことを考えると、血を循環させるこ
とが大切なのだと学びました。

生薬学の講義を聞いているときはとても難しいなと思っていましたが、今日の講義を聞いて漢方に少し興味を持ちました。

これからの生薬学実習で多くの知識を身につけたいなと思いました。

漢方はもちろん薬として認識していたが、今までの人生で飲む経験も少なく、錠剤に見なれた自分にとってあまり意識してこないものだっ
た。しかし、1年の生薬学を通して植物それぞれに効能があって、治せる症状の得意不得意があって、なおかつほかの生薬との組み合わ
せでまた違う働きになる等、想像以上に奥が深い学問分野だったことを知った。気血水といきなり言われてもよく分からないが、確かに自
分の身体がだるい時には体内で何かが上手く回っていない感じがある。それを治すための漢方は生薬の組み合わせで幅が出るという性
質に魅力を感じる。各々の働きを上手く組み合わせて証を合わせる技術に薬剤師の力が現れるのだろうなと強く思った。それには知識と
患者を見る洞察力も必要不可欠なんだなと強く思った。



あまり漢方に馴染みが無かったが、実際に患者さんと接する時のお話を詳しく聞き、今までより興味を持てるようになった。

西洋医学ではどうにもならなかった疾患が漢方ですぐに治ってしまうといった奇跡のような話で驚いたが、その裏ではうまく証が合わず⾧く
苦しんでいる患者さんもたくさんいるのだと感じた。医療ドラマなどでは面白いくらいすんなり治療が進む話が多く、素直に受け入れられな
いときもあった。だからこそ、患者さんの話をゆっくり聞き、よく観察をして向き合うことが大切だと改めて感じることができた。このことは、東洋
西洋医学、またどこで働くにしても心に留めておきたいとおもう。

　漢方については1年生の春で勉強した生薬学以来だったので、忘れてしまっていることが多かった。それでも漢方の基本的な考え方や
実際の臨床の場でどのように生かされるのかがよくわかった。漢方と西洋医学の異なる点や漢方ならではの利点などなかなかじっくりと聞く
ことができない話を聞くことができてとても貴重だった。漢方の考え方は自分が主に学んできた西洋医学とは大きく異なるため、難しく感じ
た部分も多かったが、今回の実習や秋学期に開講される漢方薬学で理解を深められるようにしたいと思った。また、今回の実習では代
表的な生薬をスケッチする機会があるので、漢方の元になる重要な生薬をしっかりと観察してみたいと感じた。漢方による治療で治せる
病気もあれば、治せない病気もあるが、その部分は西洋医学と上手に両立していくことでより効果的な方法として利用できるのだと改め
て感じた。

　漢方について勉強したのが一年生の秋でした。そこから時間が経っていたので知識や理解度が随分と落ちていましたが初めの概説の話
で漢方について改めて理解ができました。

　西洋医学は病名に対して薬や治療方法を提案するのに対し、漢方は個人に合わせた処方をする、証を合わせる。これはとても興味
深いことでただ覚えた知識のみでは対応ができず、豊富な知識、患者さんをよく知る能力、臨機応変的な考え方全てを持ち合わせてい
ないとよい漢方を処方できません。今三年生てただテストで点を取るため、国家試験合格のためを目標に暗記するような勉強方法をとっ
ています。しかし将来西洋医学だけでなく東洋医学も提案できるような薬剤師になるためにはそのような勉強方法ではなく、実践的、本
質的なことも身につけていくべきだと思いました。

今日の講義を受けて漢方についての理解がより深まり、興味を持てるようになりました。
まず、漢方とは簡単に言うと体の中の毒を外に排出することで効果を発揮するものだと簡単に説明することができるため、とても難しい物
だと思っていたイメージが変わりました。漢方薬は血圧を下げる働きと上げる働きを同時に持つというような真逆の働きを持つものや、患
者の体質によって効果、働きが変わるといったことがありとても興味深いものだと感じました。漢方薬は証を合わせることにより治せないと思
われたものも治せることがあるため、患者さんの情報を正確に得て整理することがとても重要な事が分かりました。生薬学実習を通して、
生薬一つ一つの特徴をしり、チーム分けを出来るようになりたいと思います。

　前線で漢方薬局に働いている人の話を実際に聴くことができて、より具体的に漢方のありかたについて学ぶことができた。1年生のときの
生薬学で学んだ生薬名がたくさん出てきて、実際に漢方として処方されているのだ、嬉しくなった。また、さまざまな人の例を挙げて具体
的な治療法を話していて、全て網羅するのにどれだけの時間を学びに当てたのだろうかと感動した。とくに、漢方でがんが治ったという話を
きいて「証を合わせる」ことがどれだけ大事な事なのかわかった。今回の講義で、どこか遠い場所に感じた漢方がとても身近に感じられた。
現代の西洋医療とは違うアプローチで治療することが、とても魅力的で面白く感じた。今日のことを、今後薬剤師として働くときに役立て
ていきたいと思う。

漢方が苦いのは体の毒を排出するためで、毒を排出することで病気などを治す効果があると分かった。漢方薬は、単純に草根木皮から
出来ているが、患者さんの体質、病態等に証を合わせることが出来れば、癌のような重い病気でも治せるという事に驚いた。また、その人
の見た目、振る舞いなどを見るだけで、その人の症状などを予測することができる事に驚いた。腹診で、お腹を触る、押すだけで悪い所や
病態が分かる。これは自分にも当てはまるところが多くあった。漢方は人によって異なる作用が出ることが多く、その人にしっかりと証を合わ
せて処方していくことが大切だと感じた。最後は、患者さんに寄り添い処方をしていくべきだと考えた。

今回鈴木先生の講義を聞いて、漢方についてもっと知りたいと思いました。私は今まで漢方は西洋医学に比べると劣るものであると思っ
ていました。科学的にしっかりと証明されたものの方が安心感があるため、漢方医学についてはあまり興味がありませんでした。しかし、先
生の話を聞いて、西洋医学だけでは見えない部分を漢方医学では見ることが出来るのだと気づきました。病気を見るのではなく、人を見
ることで治せるものがあると知り、漢方医学もしっかりと学びたいと感じました。これから薬学を学ぶにあたって、西洋医学で薬理をしっかり
学ぶことに加え、漢方医学でできることも学び、多くの人の助けになれる薬剤師になりたいと思います。



今までは生薬の勉強と言えば教科書に載っている生薬の名前を覚え、その効能や有効成分をなんとなく覚えるだけだった。しかし、今日
の講義で証を合わせるための四診やなんとなくで勉強した気、血、水の毒の話などを聞いて実際に本気で生薬を勉強してみたいと思っ
た。以前から生薬の診断をどのような基準で行っているのかという疑問はあったが色々な論理に基づいた診断方法があり、それに対応す
る生薬も複数あるなど生薬での治療の魅力をたくさん知ることができてよかった。これからの生薬実習では生薬学教室に入ったらどんなこ
とが勉強できそうなのかを考えながら実習に取り組んでいきたい。

今日鈴木先生のお話を聞いて、今まで得体の知れないものという漢方のイメージが変わりました。まず漢方で大切なのは証を合わせるこ
とで証を合わせるためには四診がとても重要です。この四診はAIやロボットではなく薬剤師だからこそできる診断方法と処方だと思いまし
た。また、中国の漢方の歴史、川を挟んだ地域ごとの医療の特色などとても興味深い話を聞けて良かったです。漢方に関係する仕事に
も魅力を感じさせるお話でした。

私も3ヶ月ほど前から漢方薬を使っています。それまでは市販の痛み止めなどを使っていましたが抑えきれず、倒れたりすることもありまし
た。しかし漢方を服用し始めてから一切症状が出なくなりました。

今でも体の細かいところまで把握した上で行われている現代の治療法、西洋医学に対して漢方が遅れているようには感じられませんでし
た。鈴木先生が仰っていたようにがんや不妊の治療にも大きな効果を示しているからです。

漢方が発生した時代の人々は自分の体について今ほど知らず、手探りでの研究だったと思います。その中で時間をかけて、血、気、水の
考え方を生み、今でもその思想をもとに多くの漢方薬が利用されていることは、漢方の⾧い研究の歴史の成果だと思います。

人によって効果がないことがあったりと現代ならではの発展があればさらに多くの人を救えるのではないかと考えました。

生薬の歴史やどのように生薬が人の体に効いてるのかいろんな生徒に聞きながら説明をしていたので楽しく聞けて勉強になりました。

漢方とは何かという根源の観点からの話を聞かせて頂いた。個人的には西洋医学は根拠があり、東洋医学改め漢方療法には根拠が
ないものだと感じていた。例えば薬はこの受容体に効くからこの効能が出ると医学的に分かっている。漢方薬というと機序は分かっていると
ころもあるがどこか濁った印象があって胡散臭い印象がある。今回その自分の中での固定概念を持って話を聞いたが先生の患者さんの
救われた話、肋骨を押して痛いのは肝臓が膨張しているからなどなるほどと思うような事を聞けた。以前はプラシーボ効果とかじゃないのか
と漢方を疑っていたが、通常の薬治療ではどうにもならない病気の最後の砦として漢方があるのかと感じた。

漢方についての講義は1年生の春学期の生薬学以来受けていなかったので、鈴木先生のお話を聞けて良かったです。先生の講義の中
で漢方や生薬の名前が出てきたとき、すぐに思い出すことができず、少し悔しかったので生薬学の勉強をやり直したいと思います。

先生のお話の中で、患者さんに寄り添ってお話を聞き、どんな問題・病気を抱えているのかを知り、処方すると仰っていました。私はただ
淡々と講義を受けているだけだったな、将来、患者さんと接するときのことを考えたりしないで、与えられた知識を頭に詰め込んでいるだけ
だったなと思いました。これを機に改めて、私は何をしたくて薬学部に進学したのかを考えたいと思います。

今まで漢方については漠然とした認識しかなかった。しかし、今回の鈴木先生の講義によって少しずつではあるが、漢方についてのイメー
ジが自分の中で出来き始めるようになった。特に、四診についての話と、毒が現れる場所とその力と状況についての話はとても興味深かっ
た。現代医療でも問診はするが、四診全てを行なっている印象はない。しかし、漢方は患者の話や状態で適切な薬方を選び治療して
いくというのは、これまでの漢方の持つ歴史や漢方に関わってきた人達の経験を感じれて話を聞くだけでも楽しかった。また、毒については
毒の出る場所として表現される表・裏の考えは無駄がなく完成されていて、美しさすらかんじた。今後も生薬実習や生薬の講義を通して
漢方についての理解を深めていきたいと思う。



漢方薬の歴史から始まり、⾧い講義時間でしたが、生徒に質問をしたり、普段の生活の中で起こるようなことなどのわかりやすい具体例
を織り交ぜながらのお話だったので、とても理解しやすく、最後まで飽きずに講義を受けられました。

講義中、低気圧による偏頭痛の話がありましたが、「偏頭痛持ち」ということだけで、菊地先生が甘いものが好き・むくみやすい・冷え性と
いうことや、身⾧・体重までも当てていて、私も偏頭痛持ちなのでほとんどの項目が当てはまり、とても驚きました。

考えてみれば当たり前のことですが、どんな症状にも必ず原因（気・血・水の毒）があり、その原因を的確に突き止めていくことで、各症
状に適切な薬を処方する、つまり、証を合わせることができるのだなと、鈴木先生の講義を聞いて改めて実感しました。一つの症状から
他の様々な症状を紐づけられるよう、学んでいきたいと思いました。

 

漢方学の講義は一年生の春学期以来であり、それから全くといい程触れておらず、ほとんど忘れていたら。しかし、今日の講義を受けて
ると、忘れていた用語や生薬の作用が次第に思い出されてきた。特に、漢方の成り立ちや歴史については、日本における漢方は覚えて
いたが、中国での歴史や分類については初耳、あるいはほとんど覚えていないため、とても印象的であった。

　また、生薬学や薬学入門などの講義においても漢方薬剤師の現場の声を聞ける機会はあまりなかったので、今後の薬局実習でのイ
メージが今までよりも固まり安くなった。

今回の鈴木先生の講義では、これまで1年生の生薬学や現在学んでいる天然物化学などのテストに向けた勉強ではなく、漢方の歴史
から実際に漢方が臨床現場ではどのように使用されているのかといった漢方に関する様々な話を聴くことができた。その中で印象的な話
が大きく2点あった。1つ目は漢方についての考え方である。これは1年生の生薬学で学んだことではあったが、3年生になり改めて漢方に
ついての考え方を学ぶことで漢方への理解が深まった。2つ目は実際漢方をどう捉えるのが良いのかということである。西洋医学とは違うと
いうこと以外は漠然としていた事であったが、生薬と生体防御反応に注目するという視点は今後に役立つだろう。

漢方は西洋医学とは違っていて難しく感じた。病気や人体の捉え方で違っている点を意識しながら勉強しなければいけないのかと、勉強
法の計画を立てることができた。人をみる医学であることや成分が明確でなく多様であることから、プラセボや統計などを使った臨床試験
ができないのかと納得した。西洋医学と比較して精神や生殖機能の不調や⾧期的な治療に強く、言葉も治療の一環となっているような
点が特徴としてあるように感じた。漢方医学での「毒」「気」「血」「水」「証」などの概念が抽象的で難しく感じた。西洋医学で用いられて
いる鎮痛薬は鎮痙薬でないものなら知覚神経にのみはたらくので古血が溜まることにはならないのではないかと思った。

日本で成立した漢方に３つの流派があるのは初耳だった。昔から各流派ごとに病に対する独特な考え方（傷寒雑病論、陰陽五行
説）が存在していたのは中々面白いと思った。もし東洋医学よりも西洋医学が日本に浸透していたら、東洋医学はここまで発展できて
いたのか疑問に思う。漢方にはなぜ男性向けというよりも女性向けのものが多めなのかが気になった。温清飲を服用したのち、V感染症
（血液の癌）が治ったという話があったが、漢方で癌が治るのだろうかととても疑問に思った。自分は、何か他の理由があるのではないか
と考えた。漢方には、虫などといった変わったものを原料としているものもあるが、本当に有効なものなのか自分はとても疑問に思っている。
このことについて、ぜひ先生にご意見を聞いてみたかった。

私はまず、大学一年生の頃に生薬学を小池一夫先生から教わった際に「なんて曖昧な科目なんだろう」と感じました。理由として薬理
学などには、作用機序などがはっきりしているものがほとんどであるのに対して、生薬学は効能などしか書かれていなかったからです。今日
鈴木先生のお話を聞き、西洋医学では治らない難病が解決することもあるというお話や、病気ではなく、その人の性格や、症状、体のこ
となどを四診に沿ってみてそれに合わせた漢方を出す「証」という話、そして漢方は生薬を一つの物質やピースとしてその組み合わせで考
えていく事が大切だと教えていただき、漢方学や生薬学に対する考え方が変わり、今まで以上に興味を持つ事ができました。ただ医者に
言われた薬を処方するだけの薬剤師ではなく、漢方に携わる事で患者さんとより親身になり、さらに患者さんをみる力も養われるとおっ
しゃっていたので私自身もそのような薬剤師になってみたいと感じるようにもなりました。大変貴重な時間となりました。



鈴木先生の講義を聞いて、漢方薬は、草、根、木、皮であること、四診を使って証を合わせることが大切であること、漢方には三大古典
があり歴史が⾧いこと分かった。望診、聞診、問診、切診の四診を行うことで、患者にあった薬を選ぶことができるのは凄いと思った。漢方
は中国から伝わっていることは知っていたが、日本と中国で漢方が違うということを学ぶことができた。また、漢方には３つの毒があり、循環
させ、毒を排出することで健康になるということを理解した。

これまで薬学部では、様々な種類の業種があることを教えて頂いた。薬剤師という一つの資格でも社会に貢献する手段は、たくさんある
のだということである。しかし、本日講義していただいた先生のお仕事は今までのどの業種とも異なる、「患者さんを救う」ことにより焦点が
あてられたものであった。医師の処方に誤りがないかをチェックすることが主たる役割である薬剤師の業務と比較してより主導的である先
生のお仕事は、先生のまじめで、温かいお人柄と相まって非常に魅力的に見えた。自分は将来の道が入学前から決まっているため変更
はないが、まだ決めかねている同級生の方の中には、理想の将来像に据える人もいるのではないかと思うほど、先生の活躍され、人の役
に立ちながらそれでいて謙虚でいらっしゃる様は非常に格好良かった。

漢方は複雑で難解なものだというイメージがあったが、「身体の中に溜まった毒素を体外に排出する」というメカニズムを理解すればさほど
難しいものでは無いと分かった。鍵と鍵穴、証を合わせることで、時には血中の悪性リンパ腫が消えるという奇跡に近いことが起きると分
かった。砂漠地帯では鍼灸、肥沃な土地では薬草を用いた医学が発展したという事実を知り、とても興味深く感じた。また、医学のルー
ツを知ることでより理解が深まると思った。駐車の仕方や話し方、前のめりな姿勢などから患者さんの病態を知る「望診」はとても興味深
く、参考になると感じた。現在は病態検査学などで検査方法について詳しく学んでいるが、検査以外にも病態を知ることができるのだと実
感した。1つ1つの生薬に関する知識や人間に備わっている生体防御システムについて理解し、根本的な治療を行うことができる薬剤師
になりたいと感じた。

漢方は西洋医学と違って捉えづらいように感じるが、様々な興味深い話を聞けて少し理解が深まった。漢方は患者さんの体質に合わせ
て処方されるから日本人と中国人では違うものを使うというのは、普段病院に行って出してもらったり市販のものを買って飲むような薬とは
違うと感じ、特に興味深いと思った。生薬学の授業の味見以外で漢方を飲んだことがないので馴染みがなく、本当に効くの?と思ってい
る部分があったが、鈴木先生の実際に良くなったり、予想以上の回復をした患者さんがいたというエピソードを聞き、漢方への認識が改
まった。

私は1年のときに学んだ生薬学が興味があって楽しいと感じました。漢方についてまだ詳しいことが分からないけど、生理前のPMSや生理
痛がひどいので命の母のホワイトを買って飲んでます。だから今日鈴木先生が話してくださったことにとても興味がありました。漢方だけでは
どうにもならなくて鎮痛剤を服用したりもしているけどお話にあったようにその場しのぎにしてしまっているなと思いました。いま飲んでいるのが
自分の証にはあまり合っていなかったのかなと思ったので、漢方を扱っている薬局などで自分に合うのを見つけたいと思いました。

また将来、どんな職に就いたいか考えた時に漢方を取り扱ってるところで働きたいなと思ったこともありました。実際に今日お話していただい
たのを聞いていても漢方は奥が深そうだし、将来そういうところで働きたいなと思いました。実習も楽しみだし、4年で漢方について学べるこ
とも楽しみになりました。もっと漢方について学びたいと思いました。

１年の時に漢方を学習したが漢方薬が効くメカニズムやどのように診断しているのかを全く覚えておらず学習したことが身についていない
事がこの機会に気づけてよかったです。これから漢方の学習する時には生薬単体でなく生薬の組み合わせでどのような効果が出るのかを
気にして学習していこうと思いました。漢方は患者にあった漢方を飲むと西洋医学では難しいものも奇跡のように治ることがあると聞いて、
先天性の機能障害や発達障害に漢方が効くのか気になりました。今回は講義をしてくださり有り難うございました。

生薬のことについては一年生の春に生薬学を学んで以来、触れてこなかったので今日の講義で歴史からまた学ぶことができてよかった。
漢方の歴史はその時代背景がすごく反映されていて、その時代の人はすごい勉強したり、実践したりしていたんだなと感じた。日本におい
て漢方が発展していく上で、中国に習うだけではなく、日本の風土に合わせた発展をしていることは知らなかったので、勉強になった。ま
た、同じ漢方薬でも色々な治療ができるのは不思議だなと思った。今回の講義は実際の症例なども交えながら話をしてくださったので、よ
り身近に感じることができ、漢方について興味を持った。今日の講義で学んだことを少しでも今後に活かせるようにしたい。



1年次に行った漢方の授業ではラテン語名や植物名、使用部位や主生成分などを暗記して覚えていたので具体的に体にどのように働い
て効果を示していたのかを知りませんでした。初めの方で鈴木先生が述べていた「漢方とは毒を出す働きだ」という言葉には驚き、それと
同時に西洋医学とは相反する治療の仕方に面白さを感じました。僕は患者と深く関われる薬剤師になりたいと思っており、漢方を処方
する際に患者の相談に1対1で応じ、患者と共に処方するものを決めていく、｢証を合わせる｣ということに憧れました。漢方の歴史や診断
の基礎まで学ぶことが出来てとても有意義な時間でした。

今回講義を受けて、漢方薬には思っていたよりもずっと可能性がたくさんあるんだなと感じました。また、実際にあった患者さんの話をたくさ
ん聞けて漢方薬に興味を持ちました。漢方薬の処方には、証に合うのかどうなのかが大事なことも分かりました。証に合わせるためには患
者さんの一つ一つの行動や性格の見極めを正確にしなくはならないことに東洋医学との違いを感じました。そして、その見極めのために車
の止め方なども見ていることには驚きました。たくさんの可能性があるということは、それだけの選択肢もあるということなので処方、調剤する
のは難しそうだとも思いました。また、証に合わなかったときの苦しさも伝わり、大変な仕事だとも思いましたが、興味を持ちました。

望・聞・問・切の四診を使って証を合わせることが大切だと知った。証とは漢方と人とをマッチさせることであり、証を合わせれば時に余命い
くばくの人の癌がなくなるという奇跡とも言えるようなことが起こるのだと聞いて感銘を受けた。また私は今まで漢方の成り立ちを知らなかっ
た。しかし、今回の講義で漢方には歴史的な背景があり、さまざまな事柄によって成り立っているのだと知った。唐の真似事を行った丹波
康頼、それを理解した田代三喜、日本の漢方へと仕上げた吉益東洞など、様々な人の手によって今の漢方があるのだとわかった。また、
今回の講義で、改めて、現場に出た時に患者さんに寄り添えるような薬剤師になりたいと思った。

東邦は漢方で有名である事に驚きました。証を合わせればガンでも治る事がある。このことを僕は信じる事ができないけれど、毒の状況、
力が偶然漢方によって抑えられる程度であったことと、そのタイミングで適切な処置が行われてことでこんなことも起きるのかなと思いまし
た。外見で体の不調を予測する事ができるのは凄い。プロはそんなことまでできるのかと圧巻でした。

⾧期的に摂取することで漢方の効果を実感、高める事ができるが、どんなに使っても病気が治ることがない場合もあるそうです。鈴木先
生は役に立てなくて苦しいとおっしゃっていたが、患者さんは真摯になって対応してくれる、元気や勇気を与えてくれた振る舞いに感謝して
いると思います。

西洋医学を中心に学ぶ私たちにとって、漢方は決して身近なものでなく、概要が捉えにくいものでした。今回の講義を受けて漢方の歴史
や成り立ちなどについて深く知ることができました。そして、漢方が現代の医療においても大きく貢献しており、薬剤師として学ばなければな
らない分野であると改めて認識しました。講義の中で、特に印象に残っている内容は、薬局訪問した患者の話です。漢方を通じて奇跡
的に完治した人もいれば、救えなかった人もいる。実際の医療の現場は私の想像より激しいものでした。患者と向き合うことの大切さと辛
さは常に心がけていなければなりません。今回の講義をこれからの学習に活用して、理想の薬剤師像を突き詰めていきたいです。

漢方の授業は2年ぶりで、覚えていないことや、初めて知ったことなど様々なことを学べました。まず、漢方とは、体内の毒を汗、尿、便、
生理、涙で排出させることというのを学びました。薬と人を合わせる、つまりしょうを合わせるとがんまで治せることもあるということには驚きま
した。中国から伝わった漢方には宗派があり、砂漠地帯では草や水がないため鍼灸での治療（黄帝内径）、川の近くでは植物がよく
育つため植物を使う治療（神農本草経）、南では急性熱生疾患が多く早く治すことを目的とする傷寒論があるということを初めて知り
ました。正直、漢方は草根木皮からできていて、信用ならないと思っていましたが、各地域の特性から生まれていて、しっかり効果もあると
いうことがわかりました。気圧で体調が悪くなる菊池先生は足が冷えやすかったり、胃腸があまり良くないというお話があり、私も当てはまり
ました。漢方を学ぶことでそこまでわかるということには驚きました。あまり興味はなく、漢方の効果は信じていませんでしたが今回のお話を
たくさん聞き、効果がしっかりあって時には命を救えることもあることをしり、興味が湧きました。この実習を通してたくさん学びたいと思いま
す。



今回の鈴木さんの講義を聞いて、とても漢方についてよく知れたと思いました。月経不順なので当帰を毎日飲んでいるのですごく身近な
もので為になりました。私が飲んでいる漢方は効いているのかよく分からないのですが体に合っていないのかとふと思いました。

四診というものを初めて知りましたが、薬剤師でもそのような診断するスキルが必要なことに驚きました。薬剤師は医師に言われた薬を患
者さんに処方する架け橋のような存在かと思っていましたが、直接的に患者さんを診て漢方を選び患者さんに寄り添える事ができる事に
少し嬉しさを感じました。この講義で今まで適当に受けてきた授業をきちんと理解するまで聞き、薬剤師として患者さんを救い患者さんに
寄り添えるような知識を身につけていきたいと改めて思いました。

鈴木先生によるお話を聞いて、漢方による治療の仕方が鮮明に想像できるようになりました。私は、1年時の生薬学で勉強をする際い
ろいろな生薬の効能や基原を覚えることに気持ちが偏ってしまい、自分の中で漢方による治療がどのように行われていくのかあまりわから
ずに生薬学実習を迎えていました。そういったこともあり、今回の講義で漢方による治療について知ることができ、とてもよかったです。特に
今回のお話で興味深かったことが、四診によって証を合わせるを合わせるということです。病院で問診をする際も体の状態をお医者さんに
診られますが、それに追加して何か検査をしたり測定をしたりということが一般的だと思います。ですがこの四診では患者さんの身体に触
れたり見たりして体の状態や合う薬方を選んでいくということで、自分の知識や感覚で診断を下していくことがすごいなと思いました。まだま
だ薬剤師までの道のりは⾧いですが、その間に西洋医学だけでなく漢方医学の知識をたくさんつけて、より多面的に患者さんのことが考え
られるような薬剤師になりたいです。

 

実体験(お客さんなど)の話を加えて講義してくださったので、わかりやすかったです。

1年生の春学期以降、生薬、漢方についての勉強がなかったため、久しぶりに生薬や漢方についての話が聞けて、もっと漢方のことを勉
強したいなと思いました。

私は毎日紅参茶を飲んでいるので、普段自分が何気なく飲んでいるものにもっと気を使って興味をもっていけたらいいなと思いました。

梅雨の時期で気が重くなっていますが、漢方を飲んで元気に勉強したいと思います。

生薬について勉強するのは1年時以来でした。1年時の時に教わった先生に腎臓と耳は深い関係があるとおっしゃっていて、実際友達に
腎臓が1つの人がいて補聴器をつけていたのをよく覚えています。今日の講義で胃腸が弱いと大きな悩みを抱えていたり、イライラしがちだ
と目が疲れやすかったりなど、体はいろんなところで繋がっているのだなと改めて感じ、興味深く思いました。生薬の概念について学ぶことが
できてとても面白い分野だと感じてこれからの生薬実習が楽しみになりました。患者さんの薬局に入ってくる姿から観察したり、駐車場の
止め方が処方のヒントに繋がるとおっしゃっていて生薬薬剤師には観察眼も必要だなと感じました。患者さんと⾧い時間話して処方を決
めていく漢方薬局のやり方が私にあっているのではないかと思い、これから生薬薬剤師について勉強してみようと思います。今日は貴重な
お話ありがとうございました。

　普段、西洋医学を学んでいる私にとって、漢方のメカニズムである「身体の中の毒素を外に出す」というのは新鮮であった。薬学の勉強
をしていなければ特に疑問を抱かないと思われるほど単純に聞こえるが、西洋医学との違いに驚かされた。子供の頃は体内に毒がほとん
ど無いため苦みが苦手だったが、大人になってからは着色料や保存料などの毒を体内に溜め込んでいるため、苦手意識が無くなったり、
好むという話が身近な例だったため面白かった。漢方の毒の場所・抵抗力・進行状況からは、中国の歴史や文化が感じられてとても面
白いと思った。想像もつかないほどの犠牲や努力の結果、現代に生きているのだと考えさせられた。漢方はあまり注目してこなかったが、
西洋医学と異なる「自然治癒力を助ける」という働きがとても気に入ったので、私も漢方について詳しく勉強し、使ってみたいと思った。

今回の鈴木先生の講義により、漢方薬について多くのことを学ぶことができました。漢方薬の構成成分である生薬の学名や科名、簡単
な効果などについては一年次に学びました。そして、病名から漢方薬を処方しないことは知っていました。しかし、実際にどのようなことを見
て考えて患者に薬を渡すかを学んだことがありませんでしたため、漢方薬の考え方が理解できてとても良かったです。例えば、四診で何を
見るのか、気血水とは何かをしれました。また、漢方薬の歴史を知ることができました。漢方薬は科学的な根拠で説明できるものではな
いため、信頼をしていませんでした。しかし、⾧年の歴史、経験則により裏付けされているものだと知り、驚きました。



今回鈴木先生の講義を聞いて思ったことは、漢方療法は薬剤治療の中でも1番患者さんに寄り添った形で行われるんだなということで
す。病は気からとも言われるように、漢方は患者さんの気をよく改善するのに用いられるということが今一度わかりました。患者さんの様子
を見て、すぐこの患者さんにはこの処方が合うと判断できるのはすごいことだなと思いました。漢方は何で出来ているという問いに対して草
根木皮であり、漢方での治療は証を合わせることが大事であると学びました。母親が椎間板ヘルニアで、椎間板ヘルニアには桂枝加芍
薬湯が効いたと聞いたので、おすすめしたいと思います。貴重な講義ありがとうございました。

今までの先生がたの授業をきていいて漢方を飲み続けてガンがすべてきれいさっぱりなくなったとか赤ちゃんができたとか迷信めいたことしか
聞いていなくて漢方とは詐欺とかよくわからないものだとずっと考えていましたが、今回の話で漢方は体の免疫力を高めたり、免疫力を調
整したり、消化吸収力を高めたり、新陳代謝を、高めたりという間接的に病気を治す力を持っていてそれが化学的に証明されたわけでは
ないが人類の経験的に現代に受け継がれてきたものだと今やっと理解できました。今までの先生たちの話は漢方を飲んだおかげで良く
なった例だけを話していてそうでないこともあるそう考えると少し勉強しても面白いものではないかと思いました。

私は蕁麻疹がひどかった時、アレルギー薬が効かず、小青竜湯を飲んだことがあります。しかし、効果を感じられなかったので、漢方はよい
イメージがありませんでした。でも、血液の癌が治った話や、子供ができない方のカウンセリングの話を聞いて、漢方のすごい面もあるのだと
思いました。漢方は患者さんとの相性が大切なことがよく分かりました。古くからの歴史があり、それが今も受け継がれて現代人の生活に
関わっていることがすごいと思いました。一年生の時に漢方の概念が分からず、抵抗がありましたが、今日話を聞いて、理解することができ
ました。患者さんの話を聞いたり、五感を通して患者さんの様子をみたりなどして、診断しそれにあった漢方を選ぶことに少し興味を持ちま
した。今日学んだことを思い出しながら、これから実習をしていきたいと思います。

　中国医学古典はその地域の環境によって出来上がった学問と聞き、納得しました。砂漠地帯で周りに何もないので手当て、植物が生
育できる肥沃な地域で生薬、南の高温多湿の地域は感染症などに対しての医学など、その場で出来ること、起きることに対応して発展
したんだなと感じました。

　また、漢方は先人の経験に基づく医学だと思い、難しいです。違う症状や病気なのに同じ処方をしたり、同じ症状や病気なのに違う処
方をしたりと、混乱してしまいそうです。西洋医学は根拠をもとに治療していくものだと思っており、こちらの方が学んだり考えたりする際はや
りやすいのかなと思いました。

今回の講義を通して、いままで深く考えたことのなかった漢方は毒を汗・尿・便・生理・涙から排出することで効いているということが分かっ
た。特に印象に残っているのは、不妊症だったCAさんが薬局に訪れて話をして涙を流すことで精神が安定して、結果的に子供を授かる
ことができたという話である。薬で直接病気だけにアプローチするのではなく精神面など漢方薬や話を聞くことで治療することができることに
とても驚いた。病は気からという言葉もあるように、患者さんの不安な気持ちに薬剤師として寄り添うことで、薬では解決できなかったことも
漢方薬を通して解決に導けることを学び、漢方薬に興味を持つことができた。生薬学実習では、この講義で聞いたことを生かしながら、
興味を持って理解できるように取り組んでいき、薬剤師になった際に活用できるような知識をつけたいと思う。

私は、漢方についてあまり考えたことがなく、知らないことばかりであったものの、今回の鈴木先生の講義で、漢方に対する興味がわきまし
た。

正直、私は漢方なんて、軽い風邪や痛みにきく程度の物であると考えていたため、今回の講義の中で、ヘルニアや癌などにも決して
100％ではないものの、効果を示すと聞いた時には素直に驚きました。

今回で、漢方がなぜここまでの効能を示すかについては、推測のみでわかっていないものも多いと聞き、それらがなぜ、どのようにして効果
を示すかについて調べるのも、これから先、治したい人の治療の時に、たとえ漢方を使わなかったとしてもそれらについての知識は大いに役
立つのではないかと改めて感じ、研究してみるのも面白いのではないかと思いました。



私は1年生の時学んだ生薬学ではとにかく生薬の名前、主要な作用などをを覚えることを重視し、漢方の歴史的背景や、同じ作用の
生薬はどのように使い分けるべきかなどはあまり考えてこなかったので、漢方って現代ではあまり役に立たないのではないかと考えていまし
た。

しかし、今回の鈴木先生の講義で、漢方はどのようにして生まれたのか、どのような考え方があるのか、などのお話を聞くことができて、漢
方が時には西洋医学から発展した現代の医学でも解決が難しい健康問題でも漢方には解決できることもあるという神秘性が私にはとて
も魅力的だなと感じました。また、鈴木先生の実体験のお話もとても素敵で漢方を通じて患者に寄り添い最善の薬を処方するというの
は、私の目指すべき薬剤師としての姿でした

今回はこのような機会を設けていただき感謝で一杯です。

この実習を通して実体験に基づいた漢方の知識を身につけていきたいなと思います。
漢方と普段私たちが服用する薬の違いはなにか疑問に思いながら今回の講義を受けました。メカニズムの違いとして漢方は毒を汗、涙、
尿、便、月経として発散することがわかりました。また、お話を聞いて漢方では四診を重要視していると感じました。行動や話し方、食
欲、睡眠、家族歴などからどのような漢方が良いか判断できることから、患者さんのと関係を大事にしないといけないと改めて感じました。
また、私は歯痕と舌に白いのがよく目立つので水の毒、胃の調子が悪いんだとわかり、舌診だけでもたくさんの情報を得られるのがすごいと
興味を持ちました。ドラッグストアで漢方を見かけたら手に取って見てみようと思いました。

一応1年生の時、生薬について覚えさせられたが、具体的に漢方がどのようなものなのか、今日の講義でたくさん知ることが出来て良かっ
た。まず、漢方は体内の毒に直接作用して毒を殺す、という仕組みではなく、汗、尿や便、涙などを通して体外に排出させることによって
間接的に作用している、ということに驚いた。また、2000年も前に中国でそこら辺に生えている草や花がどのように体に作用していくのかど
うやって分かったんだろう、と思っていたが、まさか、草や花の形から女性によく効く、腎臓にいい、など推測していったのではないかと言う話
を聞き、またそのような学問もある、と聞いて、とても西洋の医学との違いを感じた。西洋のように論理的に突き詰めて考え抜くのではな
く、なんだか精神的なものが漢方にはより関係しているような気がして、東洋らしい?な、と少し思った。どちらが上や下ではなく、講義で
漢方で癌細胞が消えた、という話があったように、どちらもフルに活用していくことがこの先の治療技術で必要なことだと思った。

漢方薬のメカニズムが「体の中の毒素を排出すること」であり、毒素というものは汗、尿、便、涙、生理などがある。漢方薬は気・血・水の
それぞれの毒素に対して有効である。その上で漢方薬をより患者さんに対して効かせるためには、的確な「証」を選ぶことであると学んだ。
的確な証を選ぶには望、聞、問、切の四診が重要であり、これを通して適切な漢方薬を処方していると学んだ。私は一年の生薬学を
学び、それぞれの漢方の効果を学べたが、どのように患者と接して漢方薬を処方するのか分からなかった。しかし、今回の鈴木先生の講
義を聴き、これらを理解できた。漢方薬の可能性を感じることができるとても良い機会だった。

今回の講義を通して改めて漢方薬の魅力を実感することができ、漢方薬が日本にどのように伝わったのかを理解することができました。

先生の講義の中で私が驚いたことは、血液の癌を患っていた患者さんが温清飲で治ったということです。漢方では四診を使って証を合わ
せれば時に病を治すことができるということを知ることができました。

また、中国での地形によって針や灸、傷寒論など、生まれるものが違ったことが昔の人の知恵と苦労を感じました。1000年の頃の前の時
代と後の時代によって漢方薬というものが庶民の手には入らなかったことなどから今はとても恵まれてるように感じました。

漢方の歴史、私達人間へ気、血、水の循環させることにより毒を排出し、健康へと導くことなど知ることができとても良い体験となりまし
た。

漢方のメカニズムは体の中にたまった毒を外に出すことで、気の毒、血の毒、水の毒を循環させて出すことといった漢方の基本のことからわ
かりやすく説明してくださり、すっと頭に入ってきた。私は、漢方のすごさがよくわかっていなかったので、温清飲を飲んでガンが治ったという話
を聞いて、漢方にはガンを治すほどの力を秘めているということを知り驚き、「証を合わせる」ということが大事だと言っていた今日の先生の
言葉が心に残った。そして、車の止め方だけで薬を大体決めるということから、観察が大事だとわかった。また、薬だけでなくまずは、温かい
気持ちで患者さんと対応することが大事だというのを学んだ。とてもわかりやすく、感動する話が多かった。



婦人科疾患の話が多く自分の気になる話題だったのですごくためになった。実際にあった話もたくさん聞けたために漢方のすごさや効果を
改めて感じた。私も将来そうなっていたいと思えた。また、ますます漢方への興味が湧いた。自分も体調を良く崩すし、生理のときの気の
浮き沈みが激しいし、腹痛がひどいので自分にも実践できそうだった。

今回のお話を聞き、1年生で学んだ生薬の知識を再確認することが出来て良かったです。

漢方薬は、体内の毒を汗・尿・便・血液・涙として排出させることで体の不調を治していくことを再確認出来ました。

生理痛の仕組みとして、子宮内に溜まっている古い血を子宮の筋肉が収縮・弛緩を繰り返して起こることを勉強出来ました。また、生理
痛が酷い時は、すぐ痛み止めを飲むのではなく、漢方薬をつかって瘀血を治す(子宮内の古い血を排出させる)ことが最前の治療であるこ
とを知れて良かったです。瘀血が酷くなると、子宮筋腫や子宮内膜症などの怖い病気が潜んでいるので、より一層気をつけていきたいと
思いました。

今回のお話を聞いて、より一層漢方に対しての興味が湧きました。

現在、薬学部の学生として学んでいるのは西洋医学が中心であると思われる。1年生のときに生薬学を学んで以来であり、生薬がどの
ようなものなのか、どう使われているのかということについて改めて知ることができた良い機会であったと感じる。今回の話で特に印象に残っ
たのは、生薬の使い方という面である。鈴木先生が念を押していた、「証を合わせる」という概念。個人の症状に焦点をあて、西洋医学
では解決しえなかった病状を改善させる可能性があるという、医療として非常に有力なものなのだと感じた。患者の状態に適合した漢方
を見極めるという、薬そのものの知識だけではない、人を見る医療が漢方では活かされていると思われる。西洋医学だけでなく、漢方と
いった東洋医学も知識として持ち合わせることで様々な医療の提供に繋がると思った。

生薬学を始めとし、1年生の頃から学んできたことは覚えるべき内容がとても多く、薬の名前や作用機序、含まれる成分や適応など、とに
かく覚えることに必死になってきました。今回の講義を受けてみて、薬剤師になるためにはただ知識があるだけでは不十分で、患者さんの
ことを考え、どのような処方がその患者さんに合っているかということが最も重要だと改めて考えさせられました。先生が薬剤師として働く中
で、様々な悩みや病気を抱えて薬局に来られる患者さんのお話をされていましたが、そのお話から先生がどれだけ一人一人の患者さんに
親身になって向き合っているかが良く伝わってきました。患者さんからの言葉やお手紙はその何よりの証拠だと思います。私もそのような薬
剤師になりたいです。

今日の実習は座学だと予め聞いていたため、眠くなってしまわないかと心配でしたが、先生の実体験を交えた貴重なお話、また、実際の
薬草の写真や生薬の作成の様子をスライドで見ることができ、最後までとても為になる講義でした。

 私は漢方を飲んだ経験が1度あります。その時は、中学生で、人間関係で精神的に参っていました。最初は我慢して服用していました
が、苦すぎて飲めず、2週間も経たずに服用を辞めてしまいました。最初の講義で大人になれば苦い物を欲するようになると聞いたので、
漢方に再挑戦したいと思いました。

また、西洋医学のように詳しい作用機序など、解明されていない事があるのに、それを見つけ、病を治療してきた歴史がある事が素晴ら
しい事だと思いました。そして、これからの医療に西洋医学・東洋医学を組み合わせることで、無限の可能性があるのではないかと思いま
した。

今日の講義を聞いて、少し漢方に興味を持ったので、まずは、自分が服用することを検討しようと思います。

 漢方は1年の時に勉強して以来、触れてこなかったので今回の講義で現場で活動されている方の話を聞くことが出来て興味が湧いた。
不妊症だった方や癌だった方が漢方を服用したら改善することができた話を聞いて、漢方はそんなに効力があるか疑問を持っていた部分
があったが考えを改め直すことが出来た。効力を発揮させるためには証を合わせる必要があると学んだ。以下に患者に合う薬を処方でき
るかはその薬剤師の技量によっておおきく差が開いてしまう。漢方に限ったことではなく、色々な場面でこの教えは必要になってくると思っ
た。                    私は 駐車の仕方だけでどの漢方が必要かわかるという話にとても興味を持った。日常生活でそれが分かればとても
楽しいなると思った。人を見るということは大事だと学んだ。



今回私は鈴木先生の講義を受けて、漢方について学んだこと、感じたことが大きく分けて2つあります。1つ目は、証を合わせることで患者
さん一人一人に合った漢方薬を処方するということです。望診、聞診、問診、切診を用いることで、患者さんをよく知り、どんな風に毒を
外に出すか考えることの大切さを学ぶことが出来ました。特に望診として、車の入れ方で性格を見ていた、ということがとても印象的でし
た。2つ目は、それぞれ悩みを持った患者さんに寄り添って処方されたことで、治ると思っていなかった血液の癌といった病気が治ったり、ま
たそれに対しての感謝をされるといった実際のエピソードが印象的でした。私は今回の講義を受けて、改めて患者さんの気持ちに立ち、
寄り添って共に治療をしていくことの大切さを感じることが出来ました。

今日先生のお話を聞いて、自分たちの習ってきたことの多くが西洋医学であることを自覚しました。一つの漢方薬で相反する効果(血圧
の低下と上昇)を期待できることを知り、二足のわらじにも書いてありましたが、まさに人工知能(AI)みたいだと感じました。薬理学を習っ
ているだけに驚きます。漢方とは少し話が違いますが、自分の家では祖母が酵素で作った玄米や飲み物が食卓に並んでいます(結構珍
しいのかも)。飲み物の方は季節によって使う植物が違っているので、野草を取りに行くのを手伝ったこともあります。漢方も草根木枝から
つくられることを改めて認識したので、少し似ているなと思いました。先生が診た患者さんとのお話はすごく感動しました。人の命を助けたい
(こう言うとおこがましいのかもしれませんが)、人生の手助けをしたいと思って今のお仕事をされてる先生にとってはすごくつらかったことと思
います。とにかく感動しました。先生がやられていること、尊敬します。今日はありがとうございました。

　講義中、質問（問診?）によって、胃腸が弱いことなどを当てられていてすごいなと思いました。実際の患者さんの話を聴き、証を合
わせることができるようになるにはとても多くの知識や経験が必要なように感じたので感心しました。
　また、がんの患者さんを漢方で治療できたという話は驚きました。同じくがんの患者さんで救えなかった方がいらっしゃったということはとて
もつらい事実ですが、漢方の可能性を感じることができました。惜しくも救えなかった患者さんも感謝していたとのことで、病気を完治するこ
との他にも大切なことがあるということを知れて良かったです。

鈴木先生の講義を通して、1年次に学んだ生薬学の基礎を改めて理解することができました。漢方の歴史や気血水の考え方は漢方学
を勉強する際の基盤となり、とても大切な知識だと感じました。漢方は草根木皮からなることや証をあわせて治療(処方)することを新たに
知りました。私は、月経痛になるとすぐに薬を飲んでいました。しかし、子宮内膜を排出しきれずに痛みだけを抑えてしまうのは重い病気に
つながると聞きました。一方、漢方薬は瘀血を改善して生理痛を和らげることを新たに学びました。速効性のある薬ももちろん良いです
が、これからは漢方という選択肢も入れてみようと思いました。漢方を身近に感じることができたので、鈴木先生の講義を受けることができ
て良かったです。

今回の講義を聞いて漢方がただの草根木皮ではないことを改めて認識できた。漢方というと大袈裟に言えばプラシーボ効果なのではな
いかと疑うこともあった。しかし、漢方の中国での古くからの成り立ちを学ぶことで、漢方の本当の意味が僅かであるが、分かった。漢方は
四診により、体のどこに毒があってその力などを判断することから気・血・水を毒として体外に排出できるようにすることが目標であることを学
んだ。患者一人一人違う治療ができるので現在の西洋医学からではない視点で病気の治療が行えるのではないかと思った。また、現在
の西洋医学では改善できない病気を東洋医学の面から治療すると緩和もしくは改善できることは、医療の発達を表しているし、治療す
る上でとても有利になると感じた。

病院で処方された薬を飲むときは副作用や耐性ができないかを気にしますが、漢方は副作用はないイメージでした。確かに漢方には副
作用が少ないですが、薬に対するアレルギーは出ることが知れました。また、漢方は植物を用いてできていると思っていましたが、動物の骨
や石を天然物として使用するものもあることを初めて知りました。漢方が効くメカニズムとして体の中の毒を出しており、効くかどうかは相性
もあることが分かりました。血液中のガンだった方が温清飲でなくなった話で漢方は不思議ですごいと思いました。授業中に短気なひとは
肝臓の調子が悪いとおっしゃっていましたが、確かに私は少し白目が黄色くて黄疸のような症状があり、どちらかといえば怒りっぽいので当
てはまるなぁと思いました。漢方のことが色々知れて良かったです。



漢方概説では、鈴木先生が今までに出会ったことのある患者さんを例に挙げてお話してくださりました。36歳の血液のがんのある人が、
漢方薬を服用したことでお腹のガスがすーっと取れ、悪性リンパ腫が消えた例や、子供を産むことが不可能と思われた人に対して、漢方
医学の力で結果には限界があるかもしれないが、患者さんの力に少しでもなれることなど驚くことばかりでした。一年生の時に、生薬の講
義があったきりでまだ全然知識のない中でしたが、漢方の三代古典や歴史、診断の基礎の説明を受け、より実習が楽しみになりました。
講義の中で一番印象的だったことは、薬局で漢方の調剤ができるということです。将来機会があったらぜひやりたいと思いました。

生薬学は1年生の授業で習って以来一度も勉強していなかったため、先生の話をきちんと理解できるのか少し不安でした。しかし、とても
わかりやすく説明していただいたおかげで理解しやすかったです。また、「漢方治療は常に病人の体質をふまえた上でなされる」について
は、今までの自分の理解が甘かったことがよくわかりました。車の停め方でその人が今どんな状態にあるのか判断することもあると聞き、薬
剤師の仕事は薬局に患者さんが入ってくる前から始まっているんだと強く感じました。自分が将来漢方薬局で働くかどうかはまだわかりませ
んが、漢方の考え方はどんな場面でも薬剤師にとってとても重要であると感じました。

今日の講義を通して、分かっているようであまりよく分かっていなかった漢方について理解を深めることができました。まず、漢方ができた歴
史的背景や発祥地による考え方の違いを知ったことで、漢方はヒトに寄り添った医学なのだと知りました。その土地、時代の人が困難に
ぶつかったときにそれをいかに克服するか悩み、多くの犠牲のもと大成された漢方を非常に興味深く感じました。次に、四診を使い、証に
合わせ、気・血・水を循環させ、カラダの中の毒を外に出すことで健康にする医学なのだと、知り、今まで習ってきた生薬がどのように体に
影響を及ぼしているのか非常によく理解することができました。最後に、漢方であれ西洋医学であれ、患者さんに寄り添い医療を提供し
ていくことが薬剤師に求められていることだと再認識することができました。

体験談を交えながらの講演、非常に面白く、興味深かったです。ありがとうございました!

講義の中で、学生に体調について質問し、どこの臓器が悪くなっているかなどを問診していたこと、また、薬局を尋ねてくる患者さんが涙を
流しながら相談しにくる話やそのような臨床現場での生薬の有効性についての話が、とても印象深かったです。⾧く薬剤師として働いてい
ると体の症状から次々と占い師のように 体の症状を当てていて、自分ももっと体と病気についての知識を深めたいと思い、薬剤師へのモ
チベーションがあがりました。 実際の臨床現場でのお話で、漢方によって不妊やガンが治った話は、漢方の証を合わせるということがとても
大切なのだと理解しました。また治療できなかった話では、助からなかったとしても、最後まで寄り添ってくれるが漢方であり、患者の希望と
なる漢方薬剤師の必要性を考えさせられました。とても面白い話でした。

薬剤師は、医師ではないが、自分の考えて薬を処方したりできる、漢方の専門家はすごいなと思いました。

漢方は、薬みたいに直接何かに作用して治したり、抑制することはなくても、根本的な部分の原因に作用していく、また、自身の体の免
疫力を上げたりなどの体の体調を良くするといった、医学とは違った方面からのアプローチによって、患者さんを良くするということを知り、す
ごいなと思いました。

こんなにすごいものなのに、あまり医学では使われないことが残念だと思いました。

国試で出ることはなくても、もっと勉強してみたいなと思うきっかけになりました。

今日はありがとうございました!

　鈴木先生の講義を通して、漢方薬の起源から、それをどのように実際の医療現場で訳に立てているのかイメージが湧きやすかった。西
洋薬とは違って「気・血・水」をはじめとした数値化しにくい指標によって患者さんに寄り添い、医療者の膂力と知識力で一緒になって治
療していくスタイルが講義を通しても分かった。例えば、先生は知識を学生に分かりやすく講義することだけでなく、一人ひとりの生徒に質
問して、まるで漢方薬局の四診のデモンストレーションのような対話を行っていた。薬局内でなくとも、常にその人を観察し、必要な情報を
引き出そうとする姿はまさに漢方薬剤師のあるべき姿なのだと実感した。しかし、時間の影響によってか、先生のメインとするトピックが一
体何なのか、分かりづらかったことが残念だった。



今回、鈴木先生の漢方概論の講義を受け、漢方に対しての理解が改めて深まったと感じました。1学年の時に生薬学の講義で学んだ
知識の復習ができただけではなく、実際に漢方に関するお仕事をされている鈴木先生の体験談は大変ためになりました。特に、四診に
ついてのお話では、車の停め方や行動、舌の状態を見ただけでどこが悪いのか予想できるなど、西洋医学で行う機械を用いた検査とは
また違った、知識を応用して実際に診断に使われていることは、非常に興味を引かれました。

生薬学実習を行う前に知識の復習が出来たこと、さらには実際の現場での漢方の在り方についてなど様々なことが学べて、大変良い機
会になりました。

漢方が本質的に体の不調を治す方法は毒を体の外に出すことだと改めて確認できました。その方法には葛根湯などの汗、尿、便、生
理、涙などがあり、涙は自分の中では意外でした。鈴木さんの話にあった、涙を流して体の不調が治った人の話は、薬以外にも体の調
子を良くすることができることを実感しました。

気・血・水の毒を循環させることで体の毒を取り除くことの大切さを知りました。がんが生薬によって治ったり、頭痛の原因を取り除いたりと
大きな力を持つと実感しました。四診については、先生の話では薬局に入ってくるまでに症状の見当がついたりと人を見ることが大切だと
思いました。今後も生薬を勉強して、将来の仕事に生かしていきたいです。

生薬のことを授業の中で学ぶのは、1年生以来だったため、有名な生薬の名前しか覚えていませんでしたが、今日の鈴木先生のお話を
聞いて、だんだんと思い出すことができました。小さい頃に初めて飲んだ漢方のイメージは、とても苦いものでなるべくなら飲みたくないと思っ
た記憶があります。しかし、今日のお話しの中で、漢方には何千年もの深い歴史があり、西洋医学では治せなかった病気や症状を治す
こともあると聞き、非常に驚きました。また、対話を中心に治療を進めて、患者さんの言葉では表せないような心の状態を見たり、腹診を
したりと特徴的な漢方の治療の進め方に興味を持ちました。漢方は薬局だけでなく、病院やクリニックでも多く用いられていることからも、
薬剤師は西洋の医療だけでなく、東洋の医療も学んでいく必要があると強く感じました。

漢方薬局の薬剤師は薬剤師の中でも患者さんの様子や症状から病気や薬を決めることから、医者という職業に近いものだなというふう
に感じました。今日のお話を伺って驚いたことが沢山ありました。1つ目は患者さんの車の停め方から、4台ある駐車場を全て使って駐車
をすると肝臓が悪いのかなと予想したり、真っ直ぐに綺麗に駐車スペースに車を入れなくては気が済まないなど薬局に入って来る前から患
者さんを観察して、病気を想像していたことに驚きました。2つ目は大人になるとビールやコーヒーが飲めるようになるその理由です。今まで
はただ舌が大人になるだけだと思っており、深くその事について考えてみたことはありませんでした。しかし今日のお話で、大人になって苦い
ものを好むのは悪いものが体に溜まっている証拠だよと教えて頂き、こんな身近なものからも体に毒が溜まっていることが分かるのだなと思
いました。私は将来患者さんに薬の知識だけでなく、普段の日常生活でできる予防策や、この病気に効果のある食べ物など、周辺知識
も伝えられるようになりたいと思っています。今日のお話はそのような薬剤師になれる第一歩のように感じました。生薬学は国試にはあまり
出題頻度は大きくないと聞きましたが、実際に薬剤師になった時に患者さんのためになれる薬剤師になるために必要な知識だと思いまし
た。

 漢方のメカニズムは体の中に溜まった毒素を出すことで、汗や便で出すのは想像できましたが気持ちを整理して心の中の毒素を出すとい
うことまでは想像出来なかったので驚きました。また、その人に合った漢方を選ぶことで、治る可能性が低かった病気も治せることがあると
いうお話を聞いて漢方はものすごい可能性を秘めていて、その可能性に感動しました。

それと同時に、漢方でも治らない場合もあり、患者さんに寄り添うのはそう簡単ではなく、医療の厳しさも教えて頂き、すごく為になるお話
でした。一年生の頃に学んだ生薬学の復習にもなりましたし、新しいこともたくさん学べたのでこれからの勉強に役立てたいと思います。貴
重なお話をありがとうございました。

私は今回の鈴木先生の講義を聞き、漢方には自分が考えていたよりも多くの魅力、学び方があると感じた。その理由は、漢方として用
いる植物の形状が作用する組織や臓器に似ていることから、生薬の使用部位がわかる、ということを知ったからだ。最初私がこのことを聞
いた時、あり得ないと思った。しかし、実際に生息している写真を見ると、確かに自身が学んだ臓器やそこに関連するものと、とても似てい
た。漢方とは暗記ばかりで、知識を詰め込むしかないと思っていたことが、そうではなく、本物を見て初めて理解でき、学ぶことができること
もあると知り、自身の進路に新たな選択肢を見つけられたことも大きな要因である。これからは、ただ文字を見て暗記するのではなく、写
真や本物を見て得られることも大切にしたいと感じた。



鈴木先生のお話の中で、ガン患者の方が漢方薬を飲んで奇跡的に完治した話を聞いて、とても驚きました。私は今まで漢方薬は風邪
の初期症状などの軽い病気のときに服用するイメージがあったのですが、患者さんに合った漢方薬を見つけ出すことが出来れば、ガンなど
の重い病気にも効果が現れることを知り、組み合わせ次第で漢方医学には無限大の可能性があると思いました。患者さんに合った漢方
薬を見つけ出すには、四診がとても重要であることがわかりました。四診をしていく中で、患者さんの細かい部分からヒントを得て、どのよう
な病気が隠れているかを知るためには、漢方の知識だけでなく患者さんを観察する力、患者さんを思いやる気持ちが備わってなければで
きないことだと今回の講義を聞いて思いました。

鈴木先生の講義は、実際に自分が体験した事を組み込みながら話していただいたので、とても貴重な経験だったなと思います。最初は
色々な病気が治った美談が多かったのですが、最後に亡くなってしまった方もいるという現実を突きつける様な話を聞いて、やはり現場は
大変なこともあるのだと思いました。また、そのことを重く捉えて話している様子から、そういう経験をしているからこそ、お客さんと真摯に向き
合って対応することができ、多くの信頼を得れていることがわかりました。今日の話で1番印象に残っているのは望診のことです。自分は望
診が顔色や表情などから情報を得流ものだと思っていました。しかし、車の止め方や歩き方、立ち姿などからも、どこに不調をきたしている
のかやどんな性格の人なのかを読み取ることができると知りとても驚きました。自分も鈴木先生の様に多くの人から信頼を得られるほどまで
お客さんに向き合える、そんな心を持った人になりたいと思いました。

本日はためなるお話ありがとうございました。

今まで生薬の授業で学んだ以来、漢方について学校で学べる機会はなかったので、とても興味深く面白かったです。知らなかったことが
沢山あり、また生徒を参加させてくれる授業は楽しかったです。特に今回の講義で一番興味を持ったことは、毒を吐き出すことです。それ
は、血の毒での生理で薬を余り使ってはいけない理由や水の毒での症状は私にとても当てはまっていたので心に残りました。私自身、最
近母が更年期に悩んでおり、近所の漢方薬局さんにお世話になって以来漢方に興味があったので、次伺う時は、私も低血圧や生理に
ついて相談したり調べてみようと思います。これまでの経験は嬉しかった事だけではないことを知り、学生のうちに改めて現場で生かすため
の知識を蓄えなければならないなと考えさせられました。

講義を聞いて印象に残ったことは、最後に話してくださった、「病気を治すことが全てではなく、患者さんと一緒に寄り添って治療していくこ
と」だということです。実際の鈴木先生のお話や、患者さんからの手紙を見て、改めて患者さんの気持ちに寄り添うことでどれだけ心が救わ
れるかがわかりました。また、四診において、車の止め方を見ただけで処方する薬を絞れることや、先生や生徒と会話をしながら自然に診
察をしている姿に驚きました。私は、普段生理痛の時にはEVEかロキソニンを飲んでいましたが、痛み止めを飲むよりも漢方薬を飲んで
血流をよくしたほうが子宮にとって良いということがわかったので、これから漢方薬も試してみようと思いました。

 今回鈴木先生のお話を聞いて、イライラする人は肝臓が弱い弱い、想い悩む人は胃腸が弱い、悲しむ人は肺が弱いなど、人の内面的
なところと実際の身体の不調などが結び付けられているのは西洋医学ではあまり見ないので、東洋医学ならではの考え方を感じて東洋
医学や漢方への興味が深まりました。

 途中で菊池先生が気圧で不調になるということから始まったいくつかの質問で、どこが悪いか、身体のどこに｢毒｣があるのか述べている様
子や、実際の薬局においても車の停め方などのその人の行動からも処方する漢方のヒントになるという話から、患者さんの状態は患者さ
ん本人から体調について話を聞くだけではなく、全体の様子を観察することが大切なのだと感じました。今日で漢方への興味がとても深
まったので、これからの実習も丁寧に取り組んでいきたいです。

今日の講義を聴いて、漢方について歴史や背景から、実際の診断や薬方について深く学ぶ事ができました。

 私たちが普段、薬理などで勉強している薬とは違った角度からの見方で、1つの生薬でも組み合わせ次第で様々な症状を改善できた
り、体の巡りを良くすることや治癒力を上げることによって改善する事がとても興味深く感じました。診断の仕方も漢方独特の方法で、面
白いと思いました。私自身も、病院に行っても原因が分からなくて症状が治らなかった事があり、漢方を使って改善したことがありました。
実際の患者さんの話のように、西洋医学だけでは治らなかったりする症状、疾患でも漢方によって改善でき、不快な症状から解放するこ
とが出来ると思いました。西洋医学の標的とはまた違った漢方の概念をもっと勉強してみたいと思いました。



今回の鈴木先生の講演を聞いて得たもの、それは生薬学、漢方学に対する勉強の仕方である。私は生薬学、漢方学の独特の考え方
が凄く苦手だった。それで、先生にどうやって、勉強すればいいか、どうやって生薬学、漢方学の考え方を捉えれば良いかを聞いてみた。す
ると、勉強のやり方については、生薬1つ1つを理解し、更にそれらの組み合わせで効果がどう変化するかを中心に考えてみること、生薬
学、漢方学の考え方については生体防御機構に1度落とし込んで考えてみるなどを教えて貰えた。これを活かして1年生に習った生薬学
をもう一度復習してみようと思った。

私はこの授業の最初に漢方に関する質問をされた時に全く答えが浮かびませんでした。それは私の中で漢方というものがぼんやりと自然
由来のものによって病気を治すという概念的なもので、西洋医学との違いもよくわかっていなかったからです。なので、病気を治すという点
で西洋医学も漢方も同じはずなのに、それに対するプロセスが全く違うと知りとても興味深く思いました。特に薬というものは病気に対して
ある程度の特異性を持ってるものだと思っていたので、症候の独特の捉え方や病名治療が行われないこと、同病異治・異病同治という
考え方があることにとても驚きました。

 今回の授業を通して薬に対する新しい考え方を得られたと思います。また、漢方への興味も湧いたので今後の実習で行うことがとても楽
しみになりました。

　私は正直、今まで漢方を服用したこともありませんでしたし、１年次に生薬学を履修した今でも薬草で本当に治るのかという疑問があ
りました。しかし、今回癌の方のお話や先生に対する問診を見て生薬には私が想像していた以上の治癒力があるのだと知りました。これ
は漢方治療の成功例を切り取っただけにすぎないかもしれませんが、もっと一つ一つの生薬の効能にういて知っていきたいと感じました。
40の漢方を覚えればいいというお話を聞いて今まで難しく考えてしまっていた生薬学というのが少し身近に感じられるようになりました。ま
た今まで気血水の考え方がしっくりきていない部分があったのですが、この講義で少し理解できたのではないかと思います。

　今回貴重な機会をいただきありがとうございました。

今日私はどんな先生が講義をしてくれるのか楽しみにしていました。鈴木先生は現役で漢方の薬剤師をやっていらしていて、実際に先生
が診た患者さんの症例を話にふんだんに盛り込んでくれたので実感がわきやすく、理解しながら聴くことができました。私は⾧年血の巡りが
よくないといわれ、末端冷え症で生理の周期もかなりまちまちです。どうにかできないものかと思っていたのですが、先生のお話を聞いてひと
まずは体を温め血の巡りを良くできるように頑張ろうと思えました。ありがとうございます。一年生の春学期で生薬の授業は受けていました
が、漢方は体の毒を出すように働くというのは今日初めて聞きました。すごく納得が行きました。漢方に興味がて出てきたのでひとまず実
習を頑張ってみます。本日は本当にありがとうございました。

漢方に関する講義を聞いて、講義を聞く前よりも漢方に関心が高まり、鈴木先生のような漢方にも精通した薬剤師になりたいと思いまし
た。全体を通してとてもわかりやすい講義で、漢方とは体の中の毒を外に出すものだということ、証に合わせて漢方での治療が行われると
いうことが印象に残りました。一般的な薬と同じように病名治療ではなく、患者さんの体質に合わせて証に合わせた治療を行うことが大切
だと知り、四診によって患者さんの状態を的確に把握することが薬剤師として大切なことだと思いました。また、私は今まで生理痛が酷い
時はすぐに鎮痛薬を服用していましたが、それは生体防御の観点から良くないことだと学んだので、これからは漢方を服用したりしていきた
いと思いました。実習を通してさらに漢方について学んでいきたいです。

漢方にはそれぞれ発症となる地域に合わせて3つの流派があることに驚きました。中でも、肥沃な土地で発達した後世方派では、腎臓が
悪いと恐れる、肝臓が悪いとイライラするなど、臓器と感情には関連性があることを知り、とても勉強になりました。

また、現在日本で扱われている漢方薬と中国で扱われている漢方薬は異なっていることにも驚きました。漢方のあり方と環境は、密接に
関わっており、日本でも中国でも医学は時代に合わせて変遷し、人々のニーズに応えるように発展していったことがわかりました。

加えて、漢方学における病の3要因「虚血水」に関して、1年次に既に学習したはずなのに、ほとんど忘れてしまっていたので、今回の講
義は良い復習になりました。

最後に、講義を通して、将来薬剤師を目指すにあたり、漢方学にも明るければ、患者さんの役に立てることが増えると感じたので、今後
も勉学に励んでいきたいと思いました。



今回の講義を受けて、漢方についてより一層興味が湧きました。理由は私は生理痛がひどく痛み止めを飲まないと立っていられないほど
であるため、今まで生理痛薬を手放せずにいたからです。今日の講義受けて、生理痛は血の巡りが悪いことが原因なのだとわかったので
実際、私も痛み止めではなく漢方を試してみようと思いました。また、痛み止めの使用は今後、子宮に関係する病気を引き起こすことも
あると聞き、副作用があまりなく元々自分の体に備わった機構を高めるという漢方の良さを改めて実感しました。植物や動物、鉱物など
自然の力を利用して自分の体の毒を取り除くという漢方治療の魅力が今回とてもよくわかったので私もこれからは薬のみに頼るのではなく
漢方の力も借りて体の不調を治していきたいです。

今回は、コロナ禍の中わざわざ東邦大学に来て講演してくださりありがとうございました。

漢方に関してのお話は、とても興味深かったです。コロナ以前は、千葉大学での漢方の講演を聞きにいたりしたり、個人的に本を読んだ
りしていたのでとても個人的に有意義な時間となりました。将来どうなるかわかりませんが、このまま薬学の道に進むことになっても、そうでな
いとしても東洋医学には興味があるので、深めていけるといいなと思いました。将来医療従事者として、人に寄り添うことのできる心の温
かい人間になりたいなと思いました。まずは、目の前の勉強に励んで目標を叶えられるように精進したいと思います。お体に気をつけて、今
後もお過ごしくださいませ。

今回の鈴木先生の講義では漢方医療の歴史についてのお話をたくさん聞くことができました。以前、生薬学で学んだこと以外に様々なこ
とを知ることができ、とても貴重な体験をすることができました。なかでも漢方に3つの流派があり、どのような方剤を使用してきたことや診断
の基礎を教えてもらったことにより、漢方医療ではどのように疾病の病状分析していたのか理解することができました。また、生薬学のことで
学んだことの中で忘れてしまっていたことやあやふやだった内容を改めて学習することができたため、とても良い機会となりました。また、ハリ
治療など以前学習したことが関わっていることがわかり、これまでの学習の重要さを確認することができました。そして漢方医療が実際の現
場でも重要な存在であることがわかり、漢方を学ぶことの重要性を理解することができました。

漢方薬における治療で最も重要なことは、丁寧な四診を通して、患者さんの体がどのような状態にあるのかを把握し証を合わせることだ
という事が分かりました。これまでは漢方薬局について学ぶ機会が無かったのですが、今回鈴木先生の講義を受けて、漢方薬での治療
は、患者さん一人一人に寄り添うような、非常にあたたかさを感じられるものであると思いました。

講義内容で特に興味を持ったのは生理痛についてでした。私自身、生理前の頭痛や胃痛、生理中の腹痛に悩まされ、鎮痛薬に頼り
きってしまっています。漢方医学の考え方では、血の毒が体内から出ていかなくなってしまうから良くないとの事で、西洋医学との考え方の
違いが感じられました。これからは西洋医学だけに注目するのではなく、視野を広げ、それぞれの医学の特徴、治療における利点など、
知識を付けていきたいです。

一年生に生薬学を受けて以来、全然勉強していませんでしたが、今回の講義で話を聞いてる間に、記憶が一部蘇ってきました。この名
前は聞いたことがあるぞと密かにソワソワしていました。気血水の話は講義の最初にやった気がする程度の記憶がありましすし、婦人科疾
患の話で当帰と川芎も試験勉強で確かめた記憶が出てきました。甘草はいきなり紙コップで甘草湯が配られて温かいうちはまだ飲める
味だったのに冷めたら一気にまずくなった思い出があります。それをきっかけに、他にもこんな名前あったなとか、桂皮の匂いを嗅いだなと
か、色々と思い出しました。一年生の時にあれだけ試験で苦労したのに、今になっても結構覚えていることがあって、意外と覚えているもの
だなと思いました。

　本日はむつごろう薬局の鈴木寛彦先生（東邦大学客員教授）にお越しいただいて、漢方の概説についてお話しいただいた。自分は
漢方について、覚えることが多くとっつきにくい分野だというイメージが強かった。しかし、導入の部分でお話しいただいたように、病気を治す
メカニズムは、「体内の毒素を外に出して治す」という至ってシンプルかつわかりやすいものだった。普段の食生活にも含まれる、飲酒のこと
や成⾧するにつれて変化する味覚のことなどを例に挙げて話していただいたように、実に身近なものだなと言ったように考えを改めさせられ
た。

　また、証をあわせるといった人と薬（漢方薬）をマッチさせていくという考え方もはじめて知ることができてより興味をもてるようになった。そ
のためには四診といわれる、望診・聞診・問診・切診も重要になっているのだと考えた。先生のお話で患者がよく感情をあらわにすることが
多かったが、それは東邦大学のカリキュラムポリシーにもある心の温かい薬の専門家になるには大事な寄り添える姿勢でもあるのだなと感
じた。

　漢方とは「草根木皮」だと言われたことを忘れずに、これからも勉強し、社会に貢献できる医療人になりたいと強く思いました。



今回鈴木先生の講義を受けるまで漢方の処方は「証に合わせる」という概念のもとで行われていると知らなかった。望診、聞診、問診、
切診の四診を用いて患者さんのさまざまな情報を患部からだけでなく体全体や置かれている環境などから得ることで本当に証にあった漢
方を選ぶことができるのだなと思った。病気の所在を表す表裏や、抵抗力を表す虚実、進行状況を表す陰陽など色々な診断の基礎が
あることも知らなかった。特に面白いと感じたのは陰陽の考え方で、太陽病や少陽病などステージがことなると応じる主となる漢方も細かく
変わっていくことが1000年以上前からの考え方ですごいと感じた。今回の講義で漢方や生薬に少し興味を持つことができた。これからの
実習も頑張っていきたい。

実践的に漢方薬を使っている薬剤師の方からお話を聞けるというのはとても貴重でためになる機会でした。医療に興味があり薬学部に
通っていながらも、漢方薬というものを身近に感じてこなかったのでよくわからないことが多かったです。一年次の生薬学の授業で少しは理
解できていたとは思いますが、この実習でまた違う先生からのはなしをいただけて自分の中での漢方薬の概念が整理されたと思います。
現代の主な西洋医学に加えて漢方薬もうまく取り入れて一番その人に合う治療法やお薬を提案できるように多くの漢方薬の使用の機
会に触れ研鑽していきたいと思いました。ありがとうございました。

今日は漢方のプロについての詳しいお話を聞かせていただく貴重な機会をいただけてとても良かったです。

自分にとって漢方は医薬品よりも身体に優しいイメージがあり、普段からよく服用していたので、証を合わせて初めて効果を発揮するとい
うところに少し驚きました。同じような症状を持つ病気には､似たような漢方を飲めば治癒に効果があると思っていましたが、そうではなく、
しっかりと体の内側にある病変が外に現れた自他覚的症状を漢方的なものさしで整理し、統括することで病気の本態を認識し､漢方を
決定することが大事であるのだと学ぶことが出来ました。

色々な臨床的な話は将来自分がどのような薬剤師になりたいかという具体的な薬剤師像を思い描くのにとても参考になりました。

先生のこれまでの色々な経験や考え方などのお話を聞いて、とても勉強になりました。スライドも写真が沢山あってとても分かりやすかった
です。楽しかったです。遠いところからありがとうございました。

どのお話しも勉強になるものばかりでしたが、特に中国の地域の背景から、鍼灸、神農本草経、傷寒論ができたというお話しが非常に勉
強になりました。砂漠の地帯からは鍼灸が、食物がたくさん育つ豊かな地帯からは神農本草経が、急性熱性疾患が流行する地域から
は傷寒論が生まれたと知り、非常に納得しました。

特に鍼灸は自分も受けたことがあるのですが、治療の際に背中をさすったり、温めたりした後にもぐさや針で治療をしてもらった経験があり
ます。そのため、お話しの中で、鍼灸は手当から生まれたものだと知り、とても納得しました。

とても貴重なお話しとお時間をありがとうございました。

鈴木先生の講義で、漢方の歴史、漢方について、また体験談などを聞き、漢方により興味を持つことができました。先生の体験談の中
で、ある2人のお子さんがいる中で血液のガンになってしまった方が漢方薬を服用したことでガンを克服したというお話がありました。患者さ
んの体質を熟知し、証を合わせることの大切さを改めて感じ、漢方の効能の多さにとても驚きました。

一つ一つの生薬について覚え理解し、漢方薬にも幅広く対応できる、患者さんに寄り添うことのできる薬剤師になりたいと思いました。

漢方は水、血、気の毒を出すことをするものであると知りました。また、身体を治すことも重要だが心からの悪いものを出すことで体調が良
くなることも分かりました。漢方の歴史を知り、理解することで漢方を知ることができるということも知りました。そして、漢方の歴史は深いも
のであることも学ぶことが出来ました。また、四診し患者さんをよく観察してその人に本当にあった薬方を選ぶと知り、医者のようなことを
行っており驚きました。約１時間ほど話したりすると聞いたので、とてもよく患者さんのことを理解することができるので、その人にあった薬方
を選べるのでとても良いと思いました。



今回、鈴木先生の講義を受けて、私は、生薬、漢方がこれからの薬剤師に必須な知識になると感じました。これまで私は、漢方はただ
何となく苦い薬としか思っておらず、薬剤師国家試験においても出題数が少ないのであまり必要性を感じていませんでしたが、漢方が、
簡単に説明すると体から毒を出すことなどを知り、東洋医学と西洋医学の2つの側面から、これからの医療、薬の在り方を考える必要が
あると感じました。また、これからは、薬によって、病気になりにくいからだをつくる必要があると、最近よく耳にします。漢方はこの、体質をな
もとから変えるのにとれても有効だと思うので、私は、今回の授業を通して漢方のこれからの重要性を感じ、しっかり勉強していこうと思い
ました。

一年時に生薬学を受けた当初は、漢方は西洋医学とは異なってかなりスピリチュアルな側面が強い医学と考えていた。しかし、1年以上
経った現在、今回の講義を含むさまざまな学習を受けて、漢方とは、経験と独自の理論に基づいた医学の一つであるということが分かっ
た。

　ここからは、今回の講義で新たに知ったこと、興味を持ったものに関していくつか取り上げていく。

　その一つが、三つの中国医学古典についてであり、それらは中国大陸の環境に合わせて別々に発展したものである。黄帝内経は中国
の砂漠地帯といった薬草などが入手困難な環境で鍼灸から発展したものであり、神農本草経は薬草などに富んだ肥沃な環境で薬草に
ついての治療から発展したものであり、傷寒雑病論は様々な病気が蔓延する環境でいち早く完治を行うために発展していったものであ
り、といったように、広大な中国大陸の風土、文化に合わせた医学がそれぞれの環境で発展していったことが分かった。

　もう一つは、四診であり、望診、聞診、問診、切診の4つのプロセスから行われる診断法である。これにより得た患者の病態についての
情報(証)とそれに合わせた漢方薬の処方により治療が行われるという西洋医学とは異なるアプローチで治療が行われていることが分かっ
た。

　今回の講義を通して、西洋学とは異なった病気に対しての考え方、治療法についての理解が改めて深まったと感じた。

今回の講義で、漢方とは何か、漢方薬を扱う上での考え方やその成り立ちについて理解できた。東洋医学は、今まで学習してきた西洋
医学と考え方や診断方法が全く異なり、東洋と西洋の土地や歴史の違いを考えるととても納得した。私の中で自然治癒を基盤としてい
る漢方療法は、薬を使った療法とはまた違った事だと考えていたが、漢方のような深い歴史とそれに伴った知識があれば、病気の回復に
繋がるということが分かった。医師では無く、薬剤師が漢方薬を選んでいることにとても驚いたが、漢方薬も薬の一種であり、1つの治療法
であると理解することが出来た。日本人として古くから伝わるこの漢方薬について、私はもっと知るべきだと感じた。

通常の調剤薬局で出される漢方は病院の処方箋がなければ出されることのないものなので、薬剤師自身が患者さんを診て、それぞれに
合う漢方を提供するというのは、薬剤師も、医療現場に踏み込んだ能動的な活躍ができるものだなと感じました。最近薬局に相談をす
るためだけに患者さんが訪問され、そうすることでなかなか医者には相談できないようなことにも耳をかし、寄り添う薬剤師の形態を整える
制度が広まりつつあると聞いていました。しかし、そのような取り組みは漢方学ではもうすでにあって、むしろそれが当たり前のようなスタイル
であったことには驚きました。生薬は一年生の時にも、覚えることが大変な科目としての印象しか残っておらず、このような画期的な学問
であったことを知れてよかったです。また、患者さんにおいても、調剤薬局や病院が山ほどあるこの時代で漢方薬局を選んだ理由が知りた
いなと思いました。今新たなものへと医療が開発を進めていく中、古くからある伝統医学にも振り返って丁寧に触れることが私たちに重要
だと、授業を通して感じることができました、貴重な講演をありがとうございました。


