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　バラ科植物であるモモは、春に白やピンクの
美しい花を咲かせ、夏には甘くみずみずしい果
実を実らせます。モモは世界各地で栽培され、
また非常に多くの種類があります。日本国内だ
けでも100以上の食用の品種が栽培されている
そうです。果実としての桃が有名ですが、葉は
肌荒れなどに効果があるため入浴剤やハンドク
リームにも使われています。また、花や種にも
有用な成分が含まれており、捨てる部分がない
と言われるほどの優れた植物です。そんなモモ
にまつわる伝説をご紹介します。

（p.3につづく）

（第45巻第２号）漢方と鍼/2021年４月号

岩崎灌園『本草図譜』に描かれたモモ

学校法人北里研究所　北里大学東洋医学総合研究所だより

　先日完結したNHKの大河ドラマ『麒麟がく
る』では、京の町医者・東庵先生と弟子の駒が
公家や武将の漢方治療に関わり、全篇にわたって
物語を紡ぐ役割を果たしました。東庵のモデル
とみられる実在の人物としては、曲

ま な せ ど う さ ん

直瀬道三と
山
やましなときつぐ

科言継が考えられます。
　漢方中興の祖、曲直瀬道三が様々な武将を治療
していたことは、毛

も う り も と な り

利元就に招かれた時の講義録
『雲

う ん じ ん や わ

陣夜話』や、息子・玄
げんさく

朔（二代目道三）によ
る正

お お ぎ ま ち

親町天皇・織田信長などの治療録『医学天正
記』という著述からわかります。道三の医術は教
育と出版を通じて広まり、江戸時代には医者と言
えば道三、と称され、後世に多大な影響を及ぼし
ました。
　ただ東庵のセリフには曲直瀬道三が出てくるの
で、東庵自身は曲直瀬流の医者という設定ではあ
りませんでした。第1話の駒のセリフに出てきた
「愛

あ い す

洲薬」は、日記『言
ときつぐきょうき

継卿記』によると権大納
言の山科言継がケガや婦人科疾患などに頻用した
珍しい処方です。その材料は「アイス」という打
撲の薬を載せる村井琴山の『和方一万方』による
と、鮒

ふな

・キツツキ・イシミカワ（イヌタデ属の一
年草）の黒焼（蒸し焼きで焦がした粉）と葛粉に
なっています。

　放映前年に医事考証で上記のような文献調査を
進めていたところ、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博
物館から『針薬方』という医学書の存在を教えて
頂きました。この資料は織田信長が支持した足利
義昭の上洛に関する文書が反

ほ ご

故となり、その裏に
書かれたもので、明智光秀が口伝した越州朝倉家
の疵

きずつけ

付薬、生
せ い そ さ ん

蘇散が載っています。内容は芭蕉の
巻葉・スイカヅラ・黄柏・山桃の黒焼で、やはり
『和方一万方』によく出てくる民間生薬でした。
『針薬方』は光秀が医療について造詣があったこ
とを示す貴重な資料として注目されました。
　その後、道三が口伝を受けた師匠の田

た し ろ さ ん き

代三喜に
ついて調べる機会も巡ってきました。北里柴三
郎記念室の檀原宏文名誉教授のご紹介で、一緒に
三喜の木像がある茨城県古河市の一向寺を訪問し
たのです。奇遇にも住職の峯崎賢亮さんは私の母
校、自治医科大学で循環器医として勤務されてい
たそうです。近くの三喜翁供養碑を巡りつつ、時
宗の僧侶が戦場で外科医として働き、遺品を家族
に届ける役割を果たしていたことをお話し下さい
ました。
　導かれるように、収録で僧医の集団が怪我人の
手当をする場面に度々立ち会うことになりまし
た。日が暮れ、かがり火で照らされ寒々とした稲

大河ドラマ『麒麟がくる』医事考証で出会った漢方のルーツ
北里大学東洋医学総合研究所　副所長　星　野　卓　之
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 最新　漢方研究の世界 
　「朮（ジュツ）」のイヌロオリゴ糖� 基礎研究部　清　原　寛　章

　漢方薬の構成生薬として「朮」と呼ばれる生薬に
はキク科のオケラまたはオオバナオケラを基原植物
とする白朮（ビャクジュツ）とホソバオケラを基原植
物とする「蒼朮（ソウジュツ）」があります。当研究所
では300種の約束処方がありますが、白朮が配合
される漢方処方は54種、蒼朮を配合する処方は39
種有り、相当数の漢方処方に配合される生薬の一
つです。漢方医学的にはその薬効は異なるとされて
いますが、日本で医療用漢方エキス製剤として例年
最も多く製造・投薬されている補中益気湯という漢
方薬のエキス製剤ではツムラのものは蒼朮を、小太
郎漢方製薬やクラシエでは白朮が配合されており、
蒼朮配合剤と白朮配合剤の真の薬効の違いについ
ては、不明な点が多々残されています。当研究所で
は、白朮が脾胃（消化管および腸管免疫系の機能
の概念が含まれている漢方用語）の機能低下の改善
に用いられ、補中益気湯の薬効に重要と考えられる
ことから、白朮配合の補中益気湯が処方されていま
す。最近の補中益気湯の白朮配合剤と蒼朮配合剤
との小腸粘膜炎症に対する作用の比較解析から、
白朮配合剤のみが有効であることが明らかとなり
ました。また、肺の粘膜免疫系に対する作用の比較
から、いずれの配合剤も特に感染の予防に関与する
先天性感染防御免疫系の因子の産生や発現を増強
することが分かってきていますが、白朮配合剤の方
が肺炎を抑制する傾向が強いことも推定されてい
ます。この白朮配合剤と蒼朮配合剤の薬効の違い
を司る活性成分の解析研究から、イヌロオリゴ糖と
呼ばれるオリゴ糖の長さ（鎖長と言いますが）の分

布の違いが重要であることが分かってきました。こ
のオリゴ糖は消化管からは吸収されませんが、口か
ら投与されると何故か身体の免疫系が調節されま
す。その作用の発現メカニズムの解析から、どうも
小腸にある特殊なリンパ節の「パイエル板」に取り
込まれ、作用を発現していることが分かってきまし
た。パイエル板中には多数のリンパ球が常在します
が、そこに留まらず、リンパ管を通って、心臓に到達
後、血流に入り、身体全体に分布し、到達した先の
組織の免疫微小環境を調節することで種々の薬効
を発現します。白朮配合剤のイヌロオリゴ糖はどう
もパイエル板で免疫系を前に走らせるリンパ球と同
時に免疫系が暴走しないように調節するリンパ球を
同時に作り出し、そのリンパ球が身体全体に配られ
て薬効を発現するらしいことが分かってきました。
さらに興味深いことに、私たちの身体中には自己組
織に反応し、攻撃してしまうリンパ球（自己反応性リ
ンパ球）が存在します。健康な状態ではこのリンパ
球は抑え込まれて問題を起こしませんが、免疫バラ
ンスが崩れたり、免疫老化に伴い、身体は炎症性の
傾向になることが分かってきていますが、その状態
になるとこの自己反応性リンパ球が悪さをするよう
になり、種々の体調不良につながると考えられてい
ます。パイエル板はこの自己反応性リンパ球を除去
するシステムを有しており、どうも白朮配合剤のイヌ
ロオリゴ糖がこのシステムを強化しているらしいこ
とが最近分かってきました。このため、補中益気湯
に限らず、白朮配合の漢方処方の薬効の解明が今
後の重要な課題となってきています。

葉山城のシーンは、苦痛のうめき声を上げる多数
の負傷兵を治療する黒衣の僧侶と介護人の娘たち
で総勢百名以上に膨れ上がり、西洋医学が導入さ
れる前の救急医療現場が再現されました。
　東庵は鍼の名手という設定でもありました。当
時はお灸の方が一般的で、細い針は手に入らな
かったとみられます。太めの針を小槌で打ち込む
打鍼法が民間に存在しましたが、日常の治療風景

という演出のため、日本独自の優しい手技となっ
た現在に近い描写がなされました。
　コロナ禍で収録・放映期間が分断されたもの
の、平和をねがう象徴の「麒麟」を物語ととも
に追い求めた2年間では、所内外からのご協力に
より、漢方の様々なルーツに出会うことができま
した。
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　「桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に付けたきびだ
んご、一つ私にくださいな」�―�昔話として有名な
桃太郎ですが、何故「桃」なのかご存知ですか？
　まず、モモのルーツについて見てみましょう。モモ
は元々、中国原産の植物です。中国では「仙木」と
も呼ばれ、邪気を払う力があると考えられていまし
た。元旦に飲む桃湯は邪気を退け、樹脂である桃
膠から作られる仙薬は、万病に効くとされていまし
た。中国の長い歴史の中でも桃は、「不老長寿の薬
になる」という伝説や「魔除けの力」があるとされ、
大変縁起の良い食べ物として、「仙果」と呼ばれ、
仙人の食べる果物として愛されてきました。現代で
も、結婚式などの祝い事の席に出す菓子として、モ
モの実の形をした「桃饅頭」などがあります。
　日本へは、弥生時代の遺跡である奈良県桜井市
の纏

まきむく

向遺跡から種が出土していることから、農耕
文化とともに伝来したものと考えられています。
当時は今のようなみずみずしいものではなく、小
さな実だったといいます。現在私たちが食べてい
るものは明治以降に甘さを求めて導入された品種
改良種です。

　日本での書物への最初の記載としては『古事記』
に登場しています。神であるイザナミノミコトが黄泉
の国から逃げる際に、黄泉の境に生えていた桃を投
げることで逃げることができた、というものです。こ
の記載は、モモに邪を払う力があることを示していま
す。ちなみに、この功績から桃はオオカムヅミノミコト
という名前の神様になります。『今昔物語集』にも、
陰陽師が鬼の侵入を防ぐのに桃の木を使っている話
が載っています。このように、桃が鬼を払うという思
想が人々 の間で根付いていました。「桃太郎」の話は、
桃に邪鬼を払う力があったことから、かの有名な鬼退
治の物語が生まれたという説があるようです。
　約2000年前に中国で書かれた薬物学書である
『神

しんのうほんぞうきょう

農本草経』にもモモについての記載がありま
す。種は血の流れのとどこおりを解消し、花は邪悪
な気を祓い、果実の表面の毛は腹の中に溜まった悪
い血を下し、冬になっても枝についたままの果実は
祟りを消す、と、各部位それぞれに薬効があると書
かれています。現代でも、モモの種子である桃仁は
血液が原因とされる疼痛性炎症疾患に用いられ、
「桂

けいしぶくりょうがん

枝茯苓丸」や「桃
とうかくじょうきとう

核承気湯」といった処方に配
合されています。ちなみに薬用のモモは、原種に近
い、実は小さいが核果
が大きいモモ（毛桃な
ど）を利用します。
　このように様々な
意味を持つモモ、実は
「天下無敵」という花
言葉もあるそうです。
伝説を知ると納得で
すね。

 生薬豆知識 　桃 薬剤部　主任　水　﨑　晴　奈

ツボの効用 　花粉症のツボ 鍼灸診療部　主任　黒　岩　奈々子

　今年も花粉症の時期が近づいてきました。花粉症
は花粉によって引き起こされるアレルギー疾患で、
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目の搔

そうようかん

痒感等の症状が
特徴的な症状です。日本で花粉量が圧倒的に多いの
がスギ、ヒノキ花粉です。というのも国土の7割は
森林であり、そのうちの約4割が（1.020万ha）が
人工林でその約7割がスギ・ヒノキであると言われ

ています。東京都保健福祉局の飛散花粉データによ
ると、東京都においても近年ヒノキ花粉飛散量が増
加傾向にあります。通常、スギ花粉は3月、ヒノキ
は4月上～中旬をピークとして飛散し、スギ花粉患
者の多くはスギ花粉が終わった後もヒノキ花粉の症
状が続くのでこの時期にしっかりとした対策が必要
となってきます。東京都保健福祉局のアレルギー情

モモの花 桃仁（モモの種子を乾燥させたもの）
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漢　方　科 2021 年４月１日〜
月 火 水 木 金 土

午
　
前

花輪①

星野
森（裕）
石毛

花輪
鈴木
森（裕）
石毛

【冷え症外来】
伊藤（剛）②

花輪③

川鍋
石毛
中尾

花輪
小田口
川鍋
森（瑛）

伊藤（剛）
鈴木
星野
森（裕）

小田口⑤

及川⑤

鈴木⑤

星野⑤

森（裕）⑤

川鍋⑤

石毛⑤

午
　
後

森（裕）
川鍋

【冷え症外来】
鈴木

伊藤（剛）
鈴木
伊東

星野
川鍋
石毛

小田口
川鍋
及川④

五野
中尾

鈴木
星野
森（裕）
伊東

鍼　灸　科 2021 年４月１日〜
月 火 水 木 金 土

午
　
前

伊藤（剛）
黒岩
石原
小山

柳澤
井田
石原

石野
井田
黒岩
石原

伊藤（剛）
伊藤（雄）
小山

伊東
黒岩
近藤
石原

伊東⑦

井田⑦

黒岩⑦

伊藤（雄）⑦

近藤⑦

午
　
後

井田
近藤
石原
小山

黒岩
伊藤（雄）
近藤
石原

伊東
伊藤（雄）
近藤
石原

井田
黒岩
伊藤（雄）
小山

伊藤（剛）⑥

井田
伊藤（雄）
石原

※黒字は男性医師または男性鍼灸師
　赤字は女性医師または女性鍼灸師
※�専門外来では一般の患者様の診療も行っています。

①��月曜日午前の花輪医師の外来は、初診の方のみとさせていただきます。
②�火曜日午前（第 1・3) の伊藤（剛）医師の冷え症外来は、初診のみとさせていただきます。
③��水曜日午前の花輪医師の外来は、第 2水曜日を休診とさせていただきます。
④�木曜日午後の及川医師の外来は、第 2木曜日のみとさせていただきます。
⑤�土曜日の外来は、交代制となります。スケジュールはホームページまたは予約電話へお問合せください。
⑥�金曜日午後の伊藤（剛）医師の外来は、毎月第 1・2・3金曜日のみとさせていただきます。
⑦�土曜日の外来は、交代制となります。スケジュールはホームページまたは予約電話へお問合せください。

東洋医学総合研究所
漢方鍼灸治療センター 外来案内

休診日：日曜日・祝祭日・年末年始（12/29 〜 1/3）
ホームページ：http://www.kitasato-u.ac.jp/toui-ken/

　予約電話：03 ─ 5791 ─ 6169
　　（月〜金） 8 ：30〜11：00
　　　　　　　　　   及び
　　　　　　12：00〜16：00
　　（土曜日） 8 ：30〜11：00
　お薬に関しての問い合わせ：
　　　　　　03 ─ 5791 ─ 6167
　その他のお問い合わせ
　　　代表：03 ─ 3444 ─ 6161

初診受付時間
漢方科 月〜金曜日 土曜日（午前のみ）

午　前 8：00 〜 10：30 8：00 〜 10：30

午　後 12：50 〜 15：00

鍼灸科 月〜金曜日 土曜日（午前のみ）

午　前 8：00 〜 10：00 8：00 〜 10：30

午　後 12：50 〜 14：30

再診受付時間
漢方・鍼灸 月〜金曜日 土曜日（午前のみ）

午　前 8：00 〜 11：00
8：00〜11：30（鍼灸）
8：00〜12：00（漢方）

午　後 12：50 〜 15：30

漢方ドック
月〜金曜日（完全予約制）

9：00 〜 15：30

発行日：2021年４月１日／発行人：小田口　浩／編集：北里大学東洋医学総合研究所  漢方と鍼編集部　代表・伊藤　直樹
東京都港区白金５‒９‒１／㈹ 03（3444）6161

WEBサイト

報navi.で東京都の花粉情報・予防策などを公開し
ているので、都内にお住まいの方は参考されるとい
いかもしれません。
　さて、昔に書かれた古典医書の中では花粉症はど
う考えられていたのでしょうか。さすがに花粉症
という表現はありませんが、鼻に関する記載がいく
つかみられます。鼻の病として「鼻淵」（だらだら
と流れ出る鼻水、鼻閉、臭覚減退）があり、西洋医
学では蓄膿症に近い病態と考えられます。『黄

こう

帝
てい

内
だい

経
けい

』には「肺の気が減ると鼻が詰まる」「腎が弱る
とくしゃみがでる」とあります。また他の古典医書
には「内臓あるいは消化管の冷えている人はしばし
ばさらさらとした鼻水とくしゃみが出る」などと記
載されています。このように、東洋医学においては
鼻水やくしゃみがでるのは単に鼻に問題があるだけ
でなく、肺や腎の状態をはじめ全身の臓器と深く関
係していると考えるのです。現代で言えば例えば夏
場に、クーラーが効いた部屋で冷たいものを飲み食
い…そんな生活を続けていれば、内臓が冷えてしま
い鼻症状が悪化しやすいとあり、古典医書を読むと
日々の生活を見直すきっかけになります。
　今回は手の陽

ようめいだいちょうけい

明大腸経、任
にんみゃく

脈の経
けいらく

絡上の頭と顔面

にある花粉症に有効な経
けいけつ

穴（ツボ）を紹介したい
と思います。小鼻のすぐ両わきにある迎

げいこう

香穴、体の
前面正中線上で髪の生え際から約3センチ上にある
上
じょうせい

星穴、両眉毛の中央にある印
いんどう

堂穴などです。こ
れらのツボを刺激するこで鼻粘膜に作用し、鼻炎
症状を抑えることができます。押し方は人指し指か
中指の指の腹を使い、軽く気持ちいい程度の力で十
分です。特に鼻粘膜に炎症のある様な方は、迎香穴
を押すとツーンと響く様な痛みを感じがあるので優
しく押してあげてください。この3つのツボを刺激
するだけでも鼻粘膜の充血を取るため、鼻の通りが
スーッとして鼻づまりや鼻水が改善します。迎香
穴は鼻炎症状に、上
星・印堂は鼻の諸症
状の他にも頭重感や
目の痛みや不快感も
取り除いてくれるの
で頭も目もスッキリ
します。ツボ押しで
この辛い季節を乗り
超えましょう。

上
じょうせい

星

印
いんどう

堂

迎
げいこう

香


