
第２９回（平成２５年度）　　テーマ：黄耆・遠志
テーマの選定にあたって （社）東京生薬協会 小根山　隆　祥

黄耆・遠志：選品・流通 （株）ウチダ和漢薬 神　谷　　　洋

黄耆：成分 東京薬科大学 横須賀　章　人

黄耆：薬理 北里大学・北里生命化学研究所 清　原　寛　章

黄耆：薬方解説・臨床 慶応義塾大学医学部 福　沢　素　子

遠志：成分 東京薬科大学 黒　田　明　平

遠志：薬理 摂南大学薬学部 矢　部　武　士

遠志：薬方解説・臨床 福島県立医科大学会津医療センター 鈴　木　朋　子

遠志：薬方解説・臨床（代理） 昭和大学 鳥居塚　和　生

総合討論

第２８回（平成２４年度）　　テーマ：麻黄
テーマの選定にあたって （社）東京生薬協会 小根山　隆　祥

伊　東　　　宏

選品・流通 （株）ウチダ和漢薬 神　谷　　　洋

基原・成分・薬理 金沢大・院・医薬保健学 御　影　雅　幸

薬方解説 医療法人社団　金匱会診療所 針ヶ谷　哲　也

臨床応用 聖マリアンナ医科大学 崎　山　武　志

総合討論

第２７回（平成２３年度）　　テーマ：蘇葉・紫蘇子
テーマの選定にあたって （社）東京生薬協会 小根山　隆　祥

伊　東　　　宏

生薬基原・流通 （株）ウチダ和漢薬 神　谷　　　洋

生薬成分 京都大学大学院薬学研究科 伊　藤　美千穂

生薬薬理 国際医療福祉大学薬学部 武　田　弘　志

漢方解説 医療法人社団　金匱会診療所 針ヶ谷　哲　也

臨床応用 北里大学東洋医学総合研究所 花　輪　壽　彦

総合討論

第２６回（平成２２年度）　　テーマ：半夏
テーマの選定にあたって （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

生薬流通 （株）ウチダ和漢薬 神　谷　　　洋

生薬基原 国立医薬品食品衛生研究所 丸　山　卓　郎

成分薬理 （株）ツムラ 久　保　正　良

漢方解説 （社）東京生薬協会 小根山　隆　祥

臨床応用 大友内科医院 大　友　一　夫

総合討論

第２５回（平成２１年度）　　テーマ：釣藤鈎
テーマの選定にあたって （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

流通 （株）ウチダ和漢薬 神　谷　　　洋

基原 横浜薬科大学 寺　林　　　進

成分・薬理１ （株）ツムラ 榊　原　　　巌

成分・薬理２ 富山大学和漢医薬研究所 松　本　欣　三

漢方解説 （社）東京生薬協会 小根山　隆　祥

臨床応用 東北大学加齢医学研究所 荒　井　啓　行

総合討論

第２４回（平成２０年度）　　テーマ：山梔子
テーマの選定にあたって （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

生薬解説 （株）ウチダ和漢薬 神　谷　　　洋

「山梔子」食の観点から 日本中医食養学会 中　村　きよみ

山梔子の薬理作用　－利胆作用－ 武蔵野大学薬学部 油　田　正　樹

基礎薬理（中枢作用） 昭和大学薬学部 鳥居塚　和　生

梔子配合薬方の解説 （社）東京生薬協会 小根山　隆　祥

臨床応用 医療法人社団　金匱会診療所 山　田　享　弘

総合討論

生　薬　に　関　す　る　懇　談　会　目　録



第２３回（平成１９年度）　　テーマ：柴胡
　 テーマ趣旨説明 （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

生薬解説 （株）ウチダ和漢薬 神　谷　　　洋

栽培・薬局での応用 高島堂薬局 戸　田　哲　司

品質評価・分析 （株）富士薬品 鈴　木　英　世

多糖類と免疫 北里大学生命科学研究所 松　本　　　司

小柴胡湯と薬効成分 日本薬科大学 雨　谷　　　栄

臨床経験と使い方 千葉大学大学院医学研究院 関　屋　信　康

総合討論

第２２回（平成１８年度）　　テーマ：附子
趣旨説明 星薬科大学 南　雲　清　二

局方収載の経緯 徳島文理大学香川薬学部 関　田　節　子

修治、成分、薬理 （株）ツムラ 滝　　　昌　則

流通と品質 （株）ウチダ和漢薬 神　谷　　　洋

漢方（臨床１） ヨシコクリニック 高　木　嘉　子

漢方（臨床２） 今田屋内科 今田屋　　　章

総合討論

第２１回（平成１７年度）　　テーマ：沢瀉
趣旨説明 （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

栽培・基原 東京都薬用植物園 福　田　達　男

選品・流通 （株）ウチダ和漢薬 神　谷　　　洋

成分 京都薬科大学 吉　川　雅　之

薬理 千葉大学大学院薬学研究院 中　村　智　徳

漢方（臨床） 玄和堂診療所 寺　師　睦　宗

総合討論

第２０回（平成１６年度）　　テーマ：蒼朮・白朮
趣旨説明 （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

流通・品質 （株）ウチダ和漢薬 浅　間　宏　志

基原 （株）ツムラ 中　井　洋一郎

成分 昭和薬科大学 北　島　潤　一

薬理 昭和大学 鳥居塚　和　生

漢方　薬系臨床 高島堂薬局 雨　宮　昌　男

漢方　医系臨床 諏訪中央病院 長　坂　和　彦

総合討論

第１９回（平成１５年度）　　テーマ：大黄
趣旨説明 （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

漢法（臨床） 山ノ内薬局 山ノ内　慎　一

流通・品質 （株）ウチダ和漢薬 伏　見　裕　利

基原・成分 富山医科薬科大学 小　松　かつ子

薬理 昭和大学 鳥居塚　和　生

総合討論

第１８回（平成１４年度）　　テーマ：川芎
趣旨説明 （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

栽培・選品・流通 国産生薬（株） 白　井　義　数

生薬・品質 （株）ツムラ漢方生薬研究所 近　藤　健　児

成分・薬理 国立医薬品食品衛生研究所 関　田　節　子

国立医薬品食品衛生研究所 尾　崎　幸　紘

漢方（臨床） 平和堂薬局 根　本　幸　夫

トピックス 日本漢方生薬製剤協会 近　藤　誠　三

総合討論



第１７回（平成１３年度）　　テーマ：牡丹皮
趣旨説明 （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

漢方・臨床 医療法人社団　金匱会診療所 山　田　光　胤

生薬・品質・栽培 福田商店 福　田　真　三

選品・流通 栃本天海堂 姜　　　東　孝

成分 東京都衛生研究所 安　田　一　郎

総合討論

第１６回（平成１２年度）　　テーマ：厚朴
趣旨説明 久　保　正　良

選品・流通 三星製薬 嶋　田　康　男

基原・品質 （株）ツムラ漢方生薬研究所 近　藤　健　児

成分 東京薬科大学薬学部 指　田　　　豊

総合討論　－１－

薬理 京都薬科大学 松　田　久　司

臨床 日中友好会館クリニック 杵　渕　　　彰

総合討論　－２－

第１５回（平成１１年度）　　テーマ：杏仁・桃仁
趣旨説明 （社）東京生薬協会 伊　東　　　宏

基原と歴史的変遷 東京理科大学 長　澤　元　夫

選品・流通 （株）ウチダ和漢薬 佐　橋　佳　郎

総合討論　－１－

漢方における桃仁・杏仁 石川クリニック 石　川　友　章

駆瘀血剤としての桃仁および杏仁について 近畿大学薬学部 久　保　道　徳

総合討論　－２－

第１４回（平成１０年度）　　テーマ：生姜
基原・品質 大幸薬品 田　部　昌　弘

漢方 井口薬局 井　口　昌　樹

総合討論　－１－

調製・薬理 （株）ツムラ中央研究所 橋　本　和　則

食材／ショウガ 東京農業大学 富　高　弥一平

総合討論　－２－

第１３回（平成 ９ 年度）　　テーマ：茯苓
栽培（日本）・育種 （株）ツムラ中央研究所 猪　狩　直　樹

栽培（中国）・品質 イスクラ産業（株） 趙　　　中　振

総合討論　－１－

流通・選品 （株）紀伊國屋漢方薬局 茂　木　十　郎

成分・薬理 小太郎漢方製薬（株） 田　井　孝　明

生薬の利用と漢方 東京理科大学 長　澤　元　夫

総合討論　－２－

第１２回（平成 ８ 年度）　　テーマ：芍薬
薬用植物の栽培と品質 国立衛生試験所 佐　竹　元　吉

栽培・品質 国産生薬（株） 白　井　義　数

基原・流通・成分 （株）ツムラ中央研究所 一　木　宏　之

総合討論　－１－

薬理・代謝 富山医科薬科大学・和漢薬研究所 服　部　征　雄

生薬の利用と漢方 東京理科大学 長　澤　元　夫

総合討論　－２－

第１１回（平成 ７ 年度）　　テーマ：麻黄
成分 広島大学医学部総合薬学科 山　崎　和　男

品質 アスゲン製薬（株） 大　場　幸　次

総合討論　－１－

基原・流通 （株）ツムラ中央研究所 寺　林　　　進

薬効・薬理 国立衛生試験所 尾　崎　幸　紘

漢方 平和堂薬局 根　本　幸　夫

総合討論　－２－



第１０回（平成 ６ 年度）　　テーマ：人参
総論 東京大学・柴田天然薬物研究室 柴　田　承　二

成分と評価 広島大学・鈴峰女子短期大学 田　中　　　治

薬理 東京大学薬学部 西　山　信　好

臨床 中国・中日友好病院 張　　　子　義

品質・流通 （株）ウチダ和漢薬 佐　橋　佳　郎

総合討論

第 ９ 回（平成 ５ 年度）　　テーマ：黄芩
栽培 富山医科薬科大学薬用植物園 吉　崎　正　雄

成分 日本大学薬学部 滝　戸　道　夫

薬理 岐阜薬科大学 江　田　昭　英

品質・流通 （株）ウチダ和漢薬 佐　橋　佳　郎

中国漢方 九州大学病院 武　　　秀　忠

追加発言 吉林省中医中薬研究院中薬研究所 王　　　永　奇

臨床 牧田総合病院牧田中医クリニック 平　間　直　樹

総合討論

第 ８ 回（平成 ４ 年度）　　テーマ：当帰
栽培 国立衛生試験所（北海道） 畠　山　好　雄

成分・薬理 北里研究所附属東洋医学総合研究所 山　田　陽　城

品質・流通 （株）紀伊國屋漢薬局 茂　木　十　郎

中国市場 瀋陽薬学院 姚　　　新　生

漢方 医療法人社団　金匱会診療所 山　田　光　胤

総合討論

第 ７ 回（平成 ３ 年度）　　テーマ：大黄
総論・植物・栽培 元 武田薬品工業（株）京都試験農園 後　藤　　　實

流通・品質 （株）紀伊國屋漢薬局 茂　木　十　郎

成分・薬理・分析 九州大学薬学部 野　中　源次郎

漢方・臨床 富山医科薬科大学付属病院 三　潴　忠　道

総合討論

第 ６ 回（平成 ２ 年度）　　テーマ：附子
トリカブトの分類 国立科学博物館植物研究部 門　田　裕　一

トリカブトの成分 千葉大学薬学部 坂　井　進一郎

トリカブトの毒 大阪薬科大学 草　野　源次郎

附子、烏頭の市場品 （株）ウチダ和漢薬 佐　橋　佳　郎

附子、烏頭の漢方 福田整形外科医院 福　田　佳　弘

総合討論

第 ５ 回（平成 元 年度）　　テーマ：地黄
栽培 武田薬品工業（株）京都試験農園 川　西　史　明

組織培養 九州大学薬学部 正　山　征　洋

成分 （株）ツムラ生物化学研究部 陳　　　政　雄

流通・品質 （株）紀伊國屋漢薬局 茂　木　十　郎

漢方 （株）高島堂薬局 浅　野　正　義

総合討論

第 ４ 回（昭和６３年度）　　テーマ：桂皮
分類と形態 京都大学薬学部 新　田　あ　や

栽培と香辛料 高砂香料工業（株）研究所 佐　藤　敏　弥

成分と薬理 熊本大学薬学部 野　原　稔　弘

流通と品質 （株）紀伊國屋漢薬局 茂　木　十　郎

分析と品質 国立衛生試験所 鈴　木　英　世

漢方の立場から 日本東洋医学会 山　田　光　胤

総合討論



第 ３ 回（昭和６２年度）　　テーマ：朮
朮類生薬について（総論） 東京薬学専門学校 西　川　洋　一

朮類生薬の成分と分析 東京都立衛生研究所 安　田　一　郎

朮の流通と品質 （株）紀伊國屋漢薬局 茂　木　十　郎

漢方における朮 日本漢方医学研究所 山　田　光　胤

総合討論

第 ２ 回（昭和６１年度）　　テーマ：甘草
カンゾウ属植物について 国立衛生試験所（筑波） 佐　竹　元　吉

甘草の成分について 帝京大学薬学部 斉　藤　　　保

甘草の市場について （株）紀伊國屋漢薬局 茂　木　十　郎

甘草の分析 明治薬科大学 平　賀　敬　夫

植物化学工業としての甘草 （株）常磐植物化学研究所 立　﨑　　　隆

第 １ 回（昭和６０年度）　　テーマ：黄連・柴胡
１．黄連

（１）栽培に関して 東京都薬用植物園 鈴　木　幸　子

（２）栽培に関して 国立衛生試験所（筑波） 飯　田　　　修

（３）アルカロイド成分について 東京薬科大学 生　田　安喜良

（４）流通に関して （株）紀伊國屋漢薬局 茂　木　十　郎

（５）品質について 自由堂薬局 海老塚　吉　次

２．柴胡

（１）栽培に関して 国立衛生試験所（筑波） 飯　田　　　修

（２）サイコサポニンの定量法について 小太郎漢方製薬（株）研究所 赤　堀　　　昭

（３）流通に関して （株）紀伊國屋漢薬局 茂　木　十　郎

（４）品質について 自由堂薬局 海老塚　吉　次


