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Abstract

Recently,thenumberofJapanesemedicalschoolswhichincludetheeducationoforientalmedicine,

traditionalAsian(Chinese,Japanese,andtheothers)medicine,andcomplementaryandalternative

medicinehasincreasedsignificantly.However,ithasnotbeenreportedthecurrentstatusoftheeducationof

orientalmedicineinthedental,andpharmaceuticalschoolsinJapan.Therefore,Wecomparedthecurrent

statusoftheeducationaboutorientalmedicineinthemedical,dental,andpharmaceuticalschoolsinJapan.

Wehavereceivedthereplyofthequestionnairesurveyfrom34of80medicalschools(42.5%),20of29

dentalschools(69.0%),and40of74pharmaceuticalschools(54.1%).玩 theseschools,thenumbers

(percentages)whichhavebeenalreadyeducatedorientalmedicineorwhichwillbeeducatethatinthenear

futurewere33medicalschools(97.10/o),8dentalschools(40.00/.),and37pharmaceuticalschools(94.90/.).

Inclusionoforientalmedicineintotheeducationalprogram becomesessentialatboth洩emedicaland

pharmaceuticalschools.Incontrast,thepopularizationoftheorientalmedicinehasbeeninsufficientatthe

dentaleducationprogramsinJapan.

Keywords:Questionnairesurvey,Orientalmedicine,Educationalprogram

I.緒 看

東洋医学のもつ基本的概念は,東洋古代の哲学的思想

に色濃 く影響を受けており,いわゆる現代西洋医学のも

つ,その科学的で分析的な観点と大きく異なる.そのた

め,わが国では従来,医学教育における東洋医学との積

極的なかかわりを敬遠してきた.しかしながら,経敬の

積み重ねによって裏付けられたその医学体系は,決して

否定できるものではなく,今でも西洋医学を修めた多く

の医療従事者により支持されている.

1990年代,欧米では現代西洋医学の範噂に属さない医

療体系,いわゆる代替 ｡相補医療 (CAM :Comple一

mentaryandAlternativeMedicine)の再評価が図られ,

大学の医学教育においてもCAMの積極的導入が試みら

れるようになった1).ゎが国でも,2001年に制定された

医学教育モデル ･コア ･カリキュラムにおいて,薬物療

法の基本原理の一つに ｢和漢薬を概説できる｣という項

目が加わったことを機に,東洋医学や伝統医学,あるい

はCAM を医学教育に取 り入れる大学医学部が急増 し

た2).ところが,近年の大学歯学部における東洋医学の

教育状況について,報告はみられない.

そこでわれわれは,わが国の大学医 ｡歯 ｡薬学部にお

ける東洋医学の教育状況をアンケートにより調査した.

本稿では特に,東洋医学教育の実施状況や,カリキュラ

ム中での位置づけについて紹介する.

口.調査対象および方法

1.調査対象

本アンケート調査は,全国の医学部,歯学部,薬学部

に対して行った.ただし,同じ大学で医 ｡歯 ｡薬学系の

学部を複数有する大学については,それぞれの学部に対

して調査を行った.すなわち,調査対象は医学部 80校,

歯学部29校,薬学部74校の計 183校である.

2.アンケート内容

各大学に配布したアンケート依頼状およびアンケート

用紙を図 1,表 1に示す.学部の違いによる組織体系の

相違を考慮し,アンケート内容は医 ｡歯学部用と薬学部

用の2種類を用意した.医 ･歯学部用では,東洋医学教

育の現況に対する質問5項目,今後の教育予定に関する

質問2項目,附属病院での東洋医学的治療の導入状況に

関する質問 1項目の計8項目とし,薬学部用では附属病

院での導入に関する質問を除いた7項目とした.このう

ちのいくつかについては,1986(昭和61)年当時との比

較ができるよう,矢数ら3)の行ったものに準じた質問内

容とした.

なお本報では,質問 1(学部教育の有無),2および3

への回答について,検討を行った｡

3.調査期間

本調査は,平成 19年度日本歯科東洋医学会理事会 (辛

成 19年 11月23日)にて承認を得て行った.各大学 ･学



Vol.27,No.1･2,2008年

平成 19年 12月 13日

17

大学 学部

教務責任者 殿

日本歯科東洋医学会

会 長 高 橋 - 祐

東洋医学教育状況調査アンケートのお願い

謹啓

貴大学におかれましては､益々ご発展のこととお慶び申し上げます｡

さて､私共 日本歯科東洋医学会は､このたび日本歯科医学会の認定分科会へ

加入が承認されたことを機に､学会として歯学部教育における東洋医学の状況

を知ることが今後の学会活動の進展に極めて大切で､必要であると思われまし

た｡そこで､東洋医学教育の実態を把握するため､わが国の全医 ･歯 ･薬学部

を対象にアンケー ト調査をお願いしたいと思っております｡

つきましては何卒本調査の趣旨をご理解いただき､ご多忙のところ誠に恐縮

ですが本調査にご回答賜 りますようお願い申し上げます｡また誠に勝手ながら､

平成20年2月 15日までに同封の返信用封筒にてご返送いただければ幸いです｡

集計の結果につきましては､あらためてご報告させていただきます｡

敬具

日本歯科東洋医学会事務局

担当 田中純一郎

〒170-0003

東京都豊島区駒込 1-43-9

(財)口腔保健協会内

TEL:03-3947-8891

FAX･.03-3947-8341

図 1-1各大学の学長 ･学部長宛アンケート依頼状 (a)教務関係者宛

部の教務担当者および学長 ･学部長に対し,日本歯科東

洋医学会会長 高橋-祐名義にて依頼 した.本アンケー

トの依頼は平成 19年 12月13日付で送付し,翌20年 2

月15日付の返答をもって締め切 り,集計を行った.な

お,締め切 り1週前の段階で未回答の大学 ･学部につい

ては電話にて教務担当者に連絡し,回答の意思の有無に

ついて確認を行い,意思がある場合には若干の期間延長

を認めた.

Ⅲ.結 果

1.返答率

本アンケー トに対し,医学部 34校 (42.5%),歯学部

20校 (69.0%),薬学部40校 (54.1%)から返送があっ

た.このうち,鈴鹿医療科学大学薬学部については,辛

成 20年度からの新規開設であることを理由に,回答辞

退の申し出があった.

2.学部教育における東洋医学教育実施率

学部教育における東洋医学教育導入状況を図 2に示

す.なんらかの形で東洋医学教育を行っている,または

カリキュラム上で導入の予定がすでに決定していると回

答した大学は,医学部34校中33校 (97.1%),歯学部 20

校中8校 (40.0%),薬学部39校中37校 (94.9%)であっ

た.このうちアンケート回答時には実施されていなかっ

たものの猫協医科大学は平成 20年度から,いわき明星

大学薬学部,京都薬科大学は平成 21年度からの実施が

カリキュラム上ですでに予定されている.

医学部における実施校はすべて必修科目として実施さ

れていると回答したが,歯･薬学部のうち東北薬科大学,

城西大学薬学部,東邦大学薬学部,昭和薬科大学,帝京

大学薬学部,大阪大学薬学部,広島国際大学薬学部,徳

島文理大学薬学部,福岡大学薬学部,長崎大学薬学部の

10校は ｢選択科目のみ｣との回答があり,また大阪歯科

大学,千葉科学大学薬学部,北里大学薬学部,静岡県立



18

平成 19年 12月13日

大学 学部

学長 (学部長) 殿

日本歯科東洋医学会

会 長 高 橋 - 祐

東洋医学教育状況調査アンケートについてのご依頼

謹啓

貴大学におかれましては､益々ご発展のこととお慶び申し上げますO

さて､私共 日本歯科東洋医学会は､このたび日本歯科医学会の認定分科会へ

加入が承認されたことを機に､学会として歯学部教育における東洋医学の状況

を知ることが､これからの学会活動の進展に極めて大切で､且つ重要であると

考えております｡

つきましては､アンケー ト用紙を教務関係者にお送 り致 しましたので､何卒

趣意をご高察いただき､ご多忙のところご面倒をおかけし誠に恐縮ですが､ア

ンケー トにご回答賜りますようご指示の程､よろしくお願い申し上げますo

集計の結果につきましては､あらためてご報告させていただく予定でござい

ますOまた､アンケー トの内容を同封させていただきましたO

敬具
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図 1-2 各大学の学長 ･学部長宛アンケート依頼状 (b)学長 ･学部長宛

大学薬学部の4校については,｢従来選択科目であった

が,平成 20年度から必修化する｣との回答であった.

一方,岩手医科大学歯学部については,｢以前行ってい

たが現在は行っていない｣との回答,また東京歯科大学

については,昭和40年代から平成 13年まで歯科麻酔学

講義のユニットにおいて 1コマ,東洋医学や統合医療に

ついての講義を行っていたが,現在は学部教育を行って

おらず,大学院教育において選択科目として行っている

との回答であった.

3.教育実施科目 (ユニット)について

東洋医学教育実施校のうち,ユニット名に｢東洋医学｣

｢統合医療｣｢漢方医学｣など,関連項目名を含む大学は

医学部 33校 中 16校 (48.5%),歯学部 8校 中 4校

(50.0%),薬学部 39校中27校 (69.2%)であった.そ

れ以外の大学では,医学部で薬理学 ･薬物学 (8校),公

衆衛生学 (1校)のユニット中で,歯学部では歯科麻酔学

日本歯科東洋医学会誌

(2校),薬理学 (1校)のユニット中で,薬学部では生薬学

(4校)のユニット中で実施しているとの回答であった.

4.開講年度について

医学部では,昭和 50年度から開始 したと回答したの

が福井大学医学部,香川大学医学部の2校で,いずれも

薬理学のユニットで教育を行っている.その他の大学に

ついては,そのほとんどが平成 10年代に入ってから教

育を開始したとの回答であった.

歯学部では,東京医科歯科大学歯学部,日本大学松戸

歯学部の2校が昭和40年代から,いずれも歯科麻酔学

のユニット中で教育を開始している.その他の大学につ

いては,いずれも平成 10年代以降に教育を開始 したと

の回答であった.

薬学部では,昭和40年代,あるいは50年代から開始

したと回答のあった大学が 12校あった.一方で,平成

10年代後半から開始したとする大学も多かった.



Vol.27,No.1.2,2008年

表 1 アンケー ト用紙 (医 ･歯学部用)
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《東洋医学教育状況調査アンケー ト≫

以下の内容に対して,該当事項に○,あるいは必要事項を記入して ください.

1.貴学部では現在,東洋医学 (漢方 ･鋪灸など)の教育が制度 として行われていますか.(自由講座 ･セミナーなどを含む)

a.現在行われている (以下にもお答えください :重複回答可)

① 学部正規教育 ② 学部選択科目 ③ 教養科目 ④ 独立講座あり

⑤ 大学院教育 ⑥ 卒後研修 ⑦ 同好会 ⑧ その他

(誠にお手数ですが,その内容が記され,貴学部で学生に配布 している講義要覧,シラバスなどの資料がございまし

たら,当所にご送付 くださるようお願いいたします.なお,送料は折 り返 し切手にて返送させていただきます.)

b.以前から現在に至るまで行っていない

C. 以前行っていたが,現在は行っていない

(過去の教育状況について,空欄に詳細をご記入 ください)

d.その他 ( )

2.(1.で ｢行われている｣と答えた場合のみ)いつごろから,どのような形で行われていますか｡(例 :昭和59年度から現

在まで,3年次薬理学講義の中で 1.5時間/年)

3.(1.で ｢行われている｣と答えた場合のみ)東洋医学教育の実際について,どの範囲を網羅していますか｡(重複回答可,

該当するものに○をつけ,そのうち重点を置いている順に番号をつけて ください.)

① 東洋医学概論 (順位 : )

② 漢方医学 (順位 : )

(彰鋪灸医学 (順位 : )

④ その他 (順位 : )(内容の詳細 : )

4.(1.で ｢行われている｣ と答えた場合のみ)東洋医学教育における,教育担当者の分担状況についてお教えください.

① すべて専任教員

② 主に専任教員,一部非常勤教員 (あるいは外部への依頼)

③ 主に非常勤教員 (あるいは外部への依頼),一部専任教員

④ すべて非常勤教員,あるいは外部への依頼

⑤ その他

※ その実態について,もしさらに詳細をお教えいただけるようでしたら,下記にお願いいたします.

5.(1.で ｢以前から現在まで行っていない｣｢以前行っていたが,現在は行っていない｣と答えた場合のみ)貴学部の教育

カリキュラムに,現在東洋医学 ｡伝統医学が組み込まれていないのは次のどの理由によるとお考えですか.(重複回答可)

a.非科学的な部分が多 く,学問としての体系に欠ける

b.国や学界が教育の必要性を認めていない

C.教育する時間がない

d.教育を担当する人材がいない

e.その他 (

6.貴学部では,今後も,あるいは今後新たに東洋医学教育を実施する予定がありますか.

a.ある b.検討中 C.末検討 d.予定はない

7.貴学部にて今後東洋医学教育が行われるならば,次のどの課程で行 うのが適当とお考えですか.(重複回答可)

① 学部正規教育 ② 学部選択科目 ③ 教養科目 ④ 独立講座

(彰 大学院教育 ⑥ 卒後研修 ⑦ 同好会 ⑧ その他

8.(医学部,歯学部のみ)現在,貴大学の附属病院で東洋医学的治療を取 り入れていますか.

① はい ② いいえ

(｢① はい｣の場合のみ)

1)導入している診療科をお教えください.

2)主な東洋医学的治療手段は何ですか.

(ア)漢方治療のみ (イ)鋪灸治療のみ (ウ)漢方>鋪灸

(エ)漢方<鋪灸 (オ)その他 (具体的に教えて ください)

9.その他,ご意見などございましたら,以下にご自由にご記入 ください.

貴大学 ･学部名 :

学長 (学部長)先生ご芳名

教務担当責任者ご芳名 :

お問い合わせ先お電話番号

お問い合わせ先メールアドレス

(ご返送いただいたアンケー ト内容について,お電話またはEメールにて直接お伺いする場合がございますので,どちらか一

方は必ずご記入のほどよろしくお願いいたします)
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0%

□実施している

四実施していない

員実施の見込みあり

潤未回答

50% 100%
図 2 医｡歯 ･薬学部における東洋医学教育導入状況

表 2 医｡歯｡薬学部の東洋医学教育における,各分野の比重

医学部 歯学部 薬学部

漢方のみ

漢方>鋪灸

漢方-鋪灸

漢方<鋪灸

鋪灸のみ

東洋医学概論のみ

未回答

14

16

2

0

0

0
1

2
1

2

1

1

1

0

29

3

0

0

0

0
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5.教育範囲について

東洋医学教育実施校における,教育の範囲に関する回

答のうち,特に漢方と鋪灸の教育の比重を比較 したもの

を表 2に示す.

医学部および薬学部については,鋪灸についての教育

を行わず,漢方のみを教育している,あるいは鋪灸より

漢方をメインに教育している大学が大半を占め,2校の

みが漢方 と鋪灸をほぼ対等に教えているとの回答であっ

た.漢方より鋪灸に重きをおいて教育していると回答 し

た大学は皆無であった.

歯学部については,漢方のみを教えていると回答した

大学が 2校 (徳島大学歯学部,松本歯科大学),漢方によ

り重きをおいていると回答 した大学が 1校 (大阪歯科大

学)であったのに対し,漢方より鋪灸に重きをおいて教

育している,あるいは鋪灸を教育しているが漢方は教育

していないと回答した大学 (大阪大学歯学部,日本大学

松戸歯学部)が存在 した.

Ⅳ.考 察

遺伝子構造の解析や遺伝子操作による医療,患者権利

の尊重,患者の予防医学に対する関心,EBM に基づ く

日本歯科東洋医学会誌

医療の推進 と患者説明,医療の国際化など,医療界の情

勢は今世紀に入 り,さまざまな方面で変化してきた｡こ

のような変化に対応すべ く｢21世紀における医学 ｡歯学

教育の改善方策について :医学 ･歯学教育の在 り方に関

する調査研究協力者会議 :2001年 3月27日｣が発表さ

れた.ここで同時に医学教育モデル ｡コア ｡カリキュラ

ムが公表され,薬物療法の基本原理のなかで ｢和漢薬を

概説できる｣という項目が取 り入れられたことを契機に,

わが国の医学部教育でも,東洋医学や漢方医学について

の授業導入が不可欠となった.1986(昭和61)年の時点

でわずか 8%しかなかった医学部の東洋医学教育実施

率3,4)は,これ以降年々増加の一途をたどり,現在では約

900/.にまで上昇 した5).また,医学部の学生や教員の東

洋医学に対するイメージも,｢うさんくさい｣｢エビデン

スに乏しい｣というものから ｢価値がある｣｢医師として

使用 したい｣ という意識的変化がみられている6-8).ま

た,医学部における東洋医学教育の充実は,薬学部教育

にも及び,単なる生薬学にとどまらず,東洋医学の概念

を教育するものへと変化 してきていることが窺えた.

一方で,歯学部では1986年の時点で,すでに4割を超

える大学での東洋医学関連教育が実施されていたとの報

告3)があるが,今回の調査においてもほぼ同程度の教育
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実施率にとどまり,医 ･薬学部 とは全 く異なる傾向を示

した.特に,1986年当時,学部での東洋医学教育を行っ

ていた と思われる12校のうち 5校 (日本歯科大学生命

歯学部,日本歯科大学新潟生命歯学部,岩手医科大学歯

学部,東京歯科大学,福岡歯科大学)が,今回の調査に

おいて東洋医学教育を ｢行っていない｣と回答 した.こ

のうち岩手医科大学歯学部および東京歯科大学の 2校

は,｢以前学部教育を行っていたが現在は行っていない｣

と回答 し,残る3校 (日本歯科大学生命歯学部,日本歯

科大学新潟生命歯学部,福岡歯科大学)は,以前教育し

ていたはずであるにもかかわらず ｢過去から現在に至る

まで教育 していない｣という回答であった.今回の調査

は,各大学の教務担当者宛に送付 しているため,シラバ

スやカリキュラムに存在 しないが病院各科内の臨床実習

で教育されている場合も考えられ,このような場合には

教務関係者が実態を把握 しておらず,｢教育 していない｣

という回答になることも考えられる.いずれにせよ,正

規のカリキュラムに組み込まれていないことを考える

と,歯学部における東洋医学教育の導入に関して,医学

部や薬学部に比べて消極的であることが示唆された.こ

の理由の一つに,教育担当者の不足や,教育体制の不備

が考えられた.

東洋医学教育の実施ユニットについても,学部による

傾向の違いが明らかとなった.薬学部では,回答のあっ

た大多数の大学で,東洋医学,和漢薬治療学,漢方医薬

学などの独立ユニットをもっているのに対 し,医学部で

は東洋医学系独立ユニットを有するのは約半数にとどま

り,その他の大学では薬理学,薬物学中に組み込まれて

いるか,あるいは総合講義や特別講義 として扱っている

との回答であった.また,歯学部で昭和時代から東洋医

学教育を開始 している2大学 ともに,歯科麻酔学のユ

ニット内で東洋医学教育を実施 しているとのことであっ

た.すなわち,医学部 と薬学部における東洋医学 とは漢

方,和漢薬をイメージした,いわゆる湯液療法を指 し,

歯学部における東洋医学 とは,鋪麻酔や鋪鎮痛をイメー

ジした,いわゆる鋪灸系東洋医学療法を指す傾向が窺え

た.また,この相違が,東洋医学そのものに対するイメー

ジの違いとなって現れている可能性も考えられ,今後さ

らなる検討が必要であると思われた.

医学部,薬学部 ともに,過去 10年の間に東洋医学教育

を新規導入 した大学が多 く認められた.医学部について

は,先に述べた医学教育モデル ･コア ･カリキュラムの

制定が多大なる影響を与えているものと考えられた.一

方で,薬学部における東洋医学教育の新規導入が近年多

くみられる理由は,単に新設校が多いことに由来するも

のと思われた.

医学部および薬学部で東洋医学教育導入が加速化され
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ている時代背景については,種々の疾患に対する東洋医

学的療法の EBMが徐々に確立してきたこともその理由

の一つに挙げられる9).一般医科領域に比べてその加速

度は決 して大きくないものの,口腔疾患に対する東洋医

学的療法の科学的なメカニズム解析についても徐々に進

んできていることは事実であり10),歯学部も医 ｡薬学部

に同調すべきであることは明白である.平成 19年度,

日本歯科東洋医学会は日本歯科医学会の認定分科会の一

つとして承認された.これを機に,歯科医学にマッチし

た東洋医学の教育体制や教材を学会が中心 となって整

備 ･開発 し,各歯科大学 ｡大学歯学部への導入を働きか

けるなど,学会 としての積極的な大学教育への介入を行

う必要性があるのではないだろうか｡また,東洋医学教

育の普及に最も必要な指導者養成についても,その具体

的な養成プログラムを早急に考案することが望まれる.

すでに,歯科衛生士教本には漢方医学に関する内容が盛

り込 まれてお り11),歯科医学教育への導入についても

待ったなしの状況まで来ている｡近い将来,歯科医学教

育モデル ･コア ･カリキュラムへの東洋医学的療法の導

入,共用試験歯学系 CBTや歯科医師国家試験に東洋医

学が組み込まれることになれば,ひいては東洋医学療法

の健康保険導入にもつながる可能性が高 くなるであろ

う12).

V.結 論

本調査では,医 ｡歯 ･薬学部の東洋医学教育に関する

実態を調べ,その結果から以下の結論を得た.

1.医学部,薬学部における東洋医学教育の導入は急

増 しているが,その傾向は歯学部には該当せず,20年前

に実施された同様の調査 とほぼ同等の割合であった.

2.東洋医学教育の実施は,薬学部においては東洋医

学系独立のユニットで行われている大学が大多数であっ

たが,医 ･歯学部で独立ユニットを有する大学は約半数

程度であった.また,東洋医学系の独立ユニットを有し

ていない大学については,医学部では薬理学や薬物学,

歯学部では歯科麻酔学,薬学部では生薬学のユニット内

で教育を行っていることが明らかとなった｡

本調査を行うにあたり,ご協力いただいた各大学の関係

者に対し,ここに感謝の意を表します.また,本調査は北
里研究所東洋医学研究所により行われた1986年の調査を

参考に計画されたものであり,当時調査を担当された真柳
誠先生 (現･茨城大学人文学部教授)には多大なるご指導を

いただきました.よってここに深く感謝の意を表します.

本調査の--増βは,文部科学省の私立大学ハイテク･リサー

チ ｡センター整備事業により助成を受けた,東京歯科大学
口腔科学研究センターHRC7の研究費により遂行された.
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