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6月3日（土）　10：30～11：10　　第6会場

医学史１
座長：�安井　廣迪（安井病院）�

鈴木　達彦（帝京平成大学薬学部）

O-001	 奥田謙蔵が『傷寒論講義』著作において過去の医書から継承した内容
○勝野　達郎1）、石島　秀紀2）、宮田　圭3）、秋葉　哲生4）

1）千葉大学柏の葉診療所、2）石島医院、3）東邦大学薬学部、4）あきば伝統医学クリニック

O-002	 奥田謙蔵における「病の本態」の考察
○石島　秀紀1）、勝野　達郎2）、宮田　圭3）、秋葉　哲生4）

1）石島医院、2）千葉大学柏の葉診療所　東洋医学センター、3）東邦大学薬学部、4）あきば伝統医学クリニック

O-003	 奥田謙藏著『漢方古方要方解説』に記載された薬用量に関する考察
○宮田　圭1）、勝野　達郎2）、石島　秀紀3）、秋葉　哲生4）

1）東邦大学薬学部学生、2）千葉大学柏の葉診療所、3）石島医院、4）あきば伝統医学クリニック

O-004	『一本堂行余医言』の成立過程―後藤艮山・香川修庵一門の写本群から
○星野　卓之、小田口　浩、花輪　壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

O-005	 艮山流を伝える「後藤艮山手定薬」
○永嶺　宏一1,2）、鈴木　達彦3,4,5）、平崎　能郎3）、喜多　敏明1）、並木　隆雄3）

1）辻仲病院柏の葉漢方未病治療センター、2）千葉大学医学部附属病院和漢診療科、�
3）千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、4）帝京平成大学薬学部、5）北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部

6月3日（土）　11：15～12：03　　第6会場

医学史２
座長：�天野　陽介（日本医学柔整鍼灸専門学校）�

渡辺　浩二（渡辺産婦人科医院）

O-006	 曲直瀬流における初期能毒書の系統
○鈴木　達彦1,2,3）、平崎　能郎2）、並木　隆雄2）

1）帝京平成大学薬学部、2）千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、3）北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部

O-007	 浅井貞庵について
○松岡　尚則1,2）、別府　正志3）、三浦　於菟2）、田中　耕一郎2）、奈良　和彦2）、芹沢　敬子2）、河野　吉成2）、�
千葉　浩輝2）

1）公益財団法人研医会、2）東邦大学医学部、3）東京医科歯科大学

O-008	 山崎宗運撰「大椎攷」についての比較検討
○加畑　聡子1,2）

1）北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部、2）二松学舎大学大学院

O-009	『東京鍼灸医学誌』における岡部素道の論文について
○周防　一平、小田口　浩、花輪　壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

O-010	『褚氏遺書』について
○宮川　隆弘
鍼灸宮川
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O-011	 ニュージーランドの中国伝統医学の背景・現状・展望
○尾崎　和成1）、蔭山　充2）、首藤　達哉3）、中井　恭子4）、森清　慎一5）、堀江　延和6）

1）市立伊丹病院老年内科、�
2）かげやま医院、大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学、京都大学大学院医学研究科器官外科学（婦人科学・産科学）、�
3）ぶどうの木しゅどう内科循環器科クリニック、大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学、�
4）越田クリニック、大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学、5）郡上市民病院心療内科（精神科）、�
6）神戸百年記念病院和漢診療科

6月3日（土）　10：30～11：10　　第8会場

伝統医学的病態１
座長：�中田　真司（亀田総合病院　東洋医学診療科）�

田中耕一郎（東邦大学医療センター大森病院　東洋医学科）

O-012	 強烈な冷えとのぼせが合併した火神派思われる1例
○松田　三千雄
ふみぞの松田皮膚科

O-013	 異常な寒気を訴えた症例の治療経験　～これが熱厥なのか？～
○南澤　潔、中田　真司
鉄蕉会　亀田総合病院

O-014	 心下痞 の一考察
○原　譲
ゆずるクリニック

O-015	 人迎気口診の證が変わらないために主訴が前後する症例の考察
○吉岡　広記、山田　恵美
吉岡鍼灸院

O-016	 人迎気口診の證が変わらないにも関わらず主訴が改善する症例の考察
○山田　恵美、吉岡　広記
吉岡鍼灸院

6月3日（土）　11：15～11：47　　第8会場

伝統医学的病態２
座長：�藤本　　誠（富山大学大学院医学薬学研究部　和漢診療学講座）�

野上　達也（富山大学大学院医学薬学研究部　和漢診療学講座）

O-017	 胸脇部細絡に横隔膜低位を伴った４症例の検討
○後藤　雄輔1）、高橋　佑一朗1）、吉永　亮1）、土倉　潤一郎1）、井上　博喜1）、矢野　博美1）、犬塚　央2）、�
佐藤　眞弓3）、田原　英一1）

1）飯塚病院　東洋医学センター　漢方診療科、2）ももち東洋クリニック、3）佐藤まゆみメンタルクリニック

O-018	 上腹部の外傷／手術歴と同側の痞根硬結を有し、当帰四逆加呉茱萸生姜湯が奏功した3症例
○坂本　篤彦1）、貝沼　茂三郎2）、前田　利郎3）、前田　麻木3）、栗山　一道4）、林　純1）

1）原土井病院総合診療科、2）九州大学大学院地域医療教育ユニット、3）幸善会前田病院、4）素心庵栗山医院

O-019	 四肢聶聶動に奏効した防已茯苓湯の二症例
○辻　正徳1）、寺澤　捷年1）、八木　明男2）、小林　亨3）、隅越　誠4）、地野　充時1）

1）千葉中央メディカルセンター和漢診療科、2）千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、3）星総合病院脳外科、�
4）すみこしこどもクリニック
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O-020	 伝統的四診から治療方剤を決定した喀痰による不眠の一例
○木村　道明1,2）、大平　征宏1,2）、千葉　浩輝3）、奈良　和彦3）、草鹿砥　宗隆1,4）、田中　耕一郎3）、寺師　碩甫1,5）、�
小菅　孝明1,4）

1）東邦大学医療センター佐倉病院漢方科、2）東邦大学医療センター佐倉病院内科、�
3）東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、4）小菅医院、5）玄和堂診療所

6月3日（土）　10：30～11：10　　第11会場

薬理
座長：�久光　　正（昭和大学医学部生理学講座）�

伊藤美千穂（京都大学大学院薬学研究科）

O-021	 漢方修治と薬能の変化について、生薬の抗酸化力から考える。
○高橋　薫1）、高橋　英毅2）

1）タカハシクリニック、2）高橋医院

O-022	 漢方製剤のアンチオキシダントパラドックス
○平山　暁、青柳　一正
筑波技術大学東西医学統合医療センター

O-023	 マウス実験モデルを用いたオウギの腎機能改善効果の検討
○梶原　景正1）、新井　信2）

1）東海大学・医学部・基礎医学系・分子生命科学、2）東海大学・医学部・専門診療学系・漢方医学

O-024	 黄 によるDNA二重鎖切断活性の基礎的研究
○西田　欣広1）、織部　和宏2）

1）大分大学医学部産科婦人科学講座、2）織部内科クリニック

O-025	 抑肝散によるオキシトシンの分泌調節
○砂川　正隆1）、渡辺　大士2,4）、時田　江里香3,4）、石川　慎太郎1）、石野　尚吾1,4）、久光　正1）

1）昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門、2）昭和大学医学部内科学講座神経内科学部門、�
3）昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座、4）昭和大学病院東洋医学科

6月3日（土）　11：15～11：47　　第11会場

生薬
座長：�山中　章好（百合が丘クリニック）�

及川　哲郎（北里大学東洋医学総合研究所）

O-026	 生薬資源としてのニンジン用途の適正化に関する研究　第2報
○小暮　晃子1）、草鹿砥　宗隆1）、熊谷　由紀絵1）、小菅　孝明1）、赤瀬　朋秀1,2）、馬場　正樹3）、岡田　嘉仁3）

1）小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、2）日本経済大学大学院経営学研究科、3）明治薬科大学天然薬物学教室

O-027	 地域特産果樹Diospyros kakiを活用した生薬国産化研究：吃逆治療薬「柿蒂」
○高浦　佳代子1,2）、高橋　京子1,2）

1）大阪大学総合学術博物館、2）大阪大学大学院薬学研究科

O-028	 当研究所における枇杷葉茶作製の試み及び枇杷葉湯の来歴
○坂田　幸治1）、三澤　心1）、緒方　千秋1）、小林　義典1,2）、及川　哲郎1）、小田口　浩1）、花輪　壽彦1）

1）北里大学東洋医学総合研究所、2）北里大学薬学部生薬学教室
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O-029	 薬膳データベースの作成
○中村　あづさ1）、関　隆志2）

1）中村整骨院、2）東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター

6月3日（土）　13：30～14：10　　第3会場

鍼灸１
座長：�伊藤　　剛（北里大学東洋医学総合研究所）�

形井　秀一（筑波技術大学保健科学部）

O-030	 胃がん術後の消化器症状に対する鍼治療の一症例
○向　ありさ1）、松浦　悠人1）、藤本　英樹2）、古賀　義久1,2）、安野　富美子1,2）、坂井　友実1,2）

1）東京有明医療大学大学院　保健医療学研究科　保健医療学専攻　鍼灸学分野、�
2）東京有明医療大学　保健医療学部　鍼灸学科

O-031	 反復性潜在性イレウスによる入院回数が鍼治療、井穴刺絡（浅見鉄男法）導入で激減した一症例
○西　勝久
西大宮病院

O-032	 後頚部痛に鍼灸治療が有効と思われた1例
○伊東　秀憲1,2）、伊藤　剛2）、花輪　壽彦2）、小田口　浩2）

1）東京山手メディカルセンター、2）北里大学東洋医学総合研究所

O-033	 関節の激しい疼痛に対する鍼灸治療　～患部に触れられない症例～
○中川　俊之
鍼灸中川

O-034	 刺絡は「静脈鬱血性疼痛」に効くのか?
○上馬塲　和夫1,3）、長瀬　真彦2,3）

1）帝京平成大学、2）吉祥寺中医クリニック、3）東方医療振興財団

6月3日（土）　14：15～14：55　　第3会場

鍼灸２
座長：�山口　　智（埼玉医科大学東洋医学科）�

西村　　甲（鈴鹿医療科学大学）

O-035	 灸関連用語に関する一調査
○天野　陽介
日本医学柔整鍼灸専門学校　鍼灸学科、北里大学東洋医学総合研究所　医史学研究部　客員研究員

O-036	 胸脇苦満に対するテラサワポイントと伝統鍼灸的鍼法の比較と併用した効果の検討
○澤口　博
ウィル鍼灸治療院

O-037	 術後咽頭痛および嗄声に対する人迎穴刺激による緩和効果の検討；ランダム化比較臨床試験
○佐野　博昭
大阪医科大学　麻酔科学教室
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O-038	 うつ病に対する鍼治療のランダム化比較試験に関する文献レビュー	
－現状と今後の課題を探る－
○松浦　悠人、向　ありさ、古賀　義久、安野　富美子、坂井　友実
東京有明医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻鍼灸学分野

O-039	 緩和ケアにおけるがん患者に対する鍼治療効果　―SF-8アキュート版による検討―
○小内　愛1）、山口　智1）、菊池　友和1,2）、小俣　浩1）、磯部　秀之1）

1）埼玉医科大学　東洋医学科、2）埼玉医科大学　総合医療センター　麻酔科・ペインクリニック

6月3日（土）　15：00～15：40　　第3会場

鍼灸３
座長：�伊東　秀憲（山楽病院）�

松本　　毅（千葉大学柏の葉鍼灸院）

O-040	 当施設における電気温鍼器を用いて症状の改善がみられた２症例
○高田　久実子1）、蛯子　慶三1）、伊藤　隆1）、木村　容子1）、佐藤　弘1,2）

1）東京女子医科大学東洋医学研究所、2）新潟医療福祉大学

O-041	 当施設における電気温鍼器使用法の安全性
○蛯子　慶三1）、高田　久実子1）、伊藤　隆1）、木村　容子1）、佐藤　弘1,2）

1）東京女子医科大学東洋医学研究所、2）新潟医療福祉大学

O-042	『経脈方寸秘書』について
○鶴田　泰平1,2）

1）鶴田鍼灸院、2）日本鍼灸研究会

O-043	 天井穴の取穴法
○木場　由衣登
木場鍼灸院

O-044	 外来診察時速効療法
○相原　和男
相原医院

6月3日（土）　15：45～16：25　　第3会場

皮膚疾患１
座長：�高木　　肇（大垣市民病院　皮膚科）�

三澤　　恵（富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科学）

O-045	 顔面を中心とした小児のアトピー性皮膚炎に涼膈散が有効であった1例
○中田　真司、南澤　潔
医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　東洋医学診療科

O-046	 疲れを契機に悪化したアトピー性皮膚炎の顔面湿疹が白虎加人参湯と補中益気湯の併用で軽快した
2例
○麻生　悠子、木村　容子、伊藤　隆
東京女子医科大学東洋医学研究所
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O-047	 頭頸部中心の症状を呈した尋常性乾癬に治頭瘡一方が著効した一例
○原田　直之、奥　裕子、山本　佳乃子、巽　武司、小暮　敏明
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院

O-048	 尋常性痤瘡に対して附子理中湯が有効であった二例
○韓　哲舜�1,2）、原田　佳尚1）、栗原　由美子1）、胡　愛玲1）、山口　琢児1）、平崎　能郎3,4）、小野　真吾4）、�
横山　浩一4）、檜山　幸孝4）、小林　弘幸1,2）

1）順天堂大学　漢方医学先端臨床センター、2）順天堂大学大学院医学研究科　病院管理学、�
3）千葉大学大学院医学研究院　和漢診療学、4）医療法人社団ひのき会　証クリニック

O-049	 男性患者を対象とした鍼灸による増毛治療の効果3
○福本　妙子1,2）、中村　真理1,2,3）

1）まり鍼灸院、2）関西東洋医学臨床研究会、3）森ノ宮医療大学

6月3日（土）　16：30～17：10　　第3会場

皮膚疾患２
座長：�前田　　学（医療法人八幡病院　皮膚科）�

古橋　健彦（三重県立志摩病院　東洋医学・皮膚科）

O-050	 大承気湯で消失した湿疹の再発に補中益気湯が奏功した1例
○福原　恵子
あべ医院

O-051	 十味敗毒湯を併用した表皮嚢腫の2例－当科での本剤使用30例の検討を加えて－
○皆川　智子1）、新谷　哲一2）

1）弘前大学　医学部　皮膚科学講座、2）アラヤ医院

O-052	 手の多発イボと手汗に猪苓湯を用いた症例
○山口　千晶
ながつた南口皮膚科

O-053	 胃瘻周囲炎に、胃瘻投与にて帰耆建中湯を投与し、栄養状態が良い症例では有効であった
○前山　美千代1,2）、竹村　修3）、有光　潤介4）、小川　恵子5）

1）みらい病院　内科、2）金沢大学　医薬保健研究域　医学系、3）みらい病院　漢方内科、�
4）金沢大学附属病院　漢方医学科、5）金沢大学附属病院漢方医学科　病院臨床教授

O-054	 一貫堂原典竜胆瀉肝湯エキス製剤の皮膚科疾患への有用性とその対象の特徴の検討
○仙頭　正四郎1）、江部　康二2）

1）一般財団法人高雄病院京都駅前診療所、2）一般財団法人高雄病院

6月3日（土）　17：15～17：47　　第3会場

皮膚疾患３
座長：�櫻井みち代（桜井医院）�

山崎　隆治（やま皮膚科）

O-055	 幼児の円形脱毛症に対して六味丸合当帰飲子が著効した一例
○藤田　昌弘1,2）、伊添　千寿1）、西本　隆2）

1）阪神漢方研究所附属クリニック、2）医療法人社団　岐黄会　西本クリニック
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O-056	 桂枝加竜骨牡蛎湯の追加が奏功した脱毛症の1例
○渡辺　哲郎1）、藤永　洋1）、引網　宏彰1）、高橋　宏三2）

1）富山県立中央病院内科和漢・リウマチ科、2）富山県立中央病院臨床検査部

O-057	 真武湯が奏効した手湿疹の１例
○内海　康生
内海皮フ科医院

O-058	 皮膚は五臓の鏡：少陽病皮膚炎（江部の横ピー）の胸△サインについて
○渡邊　善一郎
福笑会　富士ニコニコクリニック

6月3日（土）　13：30～14：10　　第6会場

鼻炎
座長：�中田　　薫（中田医院中国医学研究所）�

田原　英一（飯塚病院東洋医学センター）

O-059	 半夏白朮天麻湯がアレルギー性鼻炎に有効であった3症例の検討
○山崎　麻由子1,2）、木村　容子2）、佐藤　弘2,3）、伊藤　隆2）

1）済生会栗橋病院、2）東京女子医科大学東洋医学研究所、3）新潟医療福祉大学

O-060	 湯剤小青竜湯とクラシエ小青竜湯エキス製剤とでのアレルギー性鼻炎患者における	
鼻汁・鼻閉・咳に対する治療効果の比較検討
○金　南善
永東韓医院

O-061	 アレルギー性鼻炎本治（鼻炎の症状を軽減する治療を一切行わない）26例
○中田　薫1）、土地　邦彦2）、鶴田　統子3）、中島　功4）

1）中田医院中国医学研究所、2）玉穂ふれあい診療所、3）甲府共立病院、4）東海大学医学部救命救急医学

O-062	 八味地黄丸により花粉症を発症しなくなった一例
○栗原　由美子、小林　弘幸
順天堂大学　漢方医学先端臨床センター

O-063	 血管運動性鼻炎に加味逍遙散料が有効であった一例
○川鍋　伊晃、石毛　達也、小田口　浩、花輪　壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

6月3日（土）　14：15～14：55　　第6会場

慢性副鼻腔炎
座長：�今中　政支（いまなか耳鼻咽喉科）�

中田　誠一（藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　耳鼻咽喉科）

O-064	 慢性副鼻腔炎、滲出性中耳炎に参蘇飲が奏効した2症例
○石毛　達也、小田口　浩、花輪　壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

O-065	 高齢者の後鼻漏に排膿散及湯が有効であった2例
○山本　佳乃子、原田　直之、小暮　敏明
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院和漢診療科
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O-066	 一般的治療で改善しない鼻閉に対しての越婢加朮湯の使用経験
○星野　朝文1,2）、玉野　雅裕2,3）、岡村　麻子4）、高橋　晶5）、中村　和隆6）、加藤　士郎7）

1）国立病院機構　霞ヶ浦医療センター、2）筑波大学附属病院、3）協和中央病院　東洋医学センター、�
4）つくばセントラル病院、5）筑波大学医学医療系　災害精神支援学、6）耳鼻咽喉科　学園の森クリニック、�
7）野木病院

O-067	 放射線治療後の慢性副鼻腔炎に黄耆建中湯が有効であった一例
○佐藤　真人1）、佐藤　浩子1）、平林　香2）、大山　良雄3）、田村　遵一1）

1）群馬大学大学院医学系研究科　総合医療学、2）わたらせリバーサイドクリニック、�
3）群馬大学大学院保健学研究科　看護学講座

O-068	 辛夷清肺湯によって症状が増悪した慢性副鼻腔炎の一例
○奈良　和彦、田中　耕一郎、千葉　浩輝
東邦大学医療センター大森病院東洋医学科

6月3日（土）　15：00～15：40　　第6会場

耳鳴・聴覚障害
座長：�斉藤　　晶（和光耳鼻咽喉科）�

猪　　健志（相槙原協同病院　耳鼻咽喉科）

O-069	 鍼治療で改善した突発性難聴の一例
○藤井　まゆみ
藤井クリニック

O-070	 突発性難聴に漢方と鍼灸の併用治療が奏効した１例
○鈴木　邦彦、霜降　壮、石毛　達也、小田口　浩、花輪　壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

O-071	 低血圧に注目した急性低音障害型感音難聴に対する漢方治療
○竹越　哲男1,2）、小暮　敏明2）

1）竹越耳鼻咽喉科医院、2）独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院

O-072	 桂枝茯苓丸と帰脾湯で改善した耳鳴症の１例
○陣内　賢1,2）、田中　耕一郎2）、奈良　和彦2）、千葉　浩輝2）

1）陣内耳鼻咽喉科クリニック、2）東邦大学医療センター大森病院東洋医学科

O-073	 難治性の耳鳴に対して茯苓飲が効果を示した１症例
○宮川　亨平、木村　容子、伊藤　隆
東京女子医科大学東洋医学研究所

6月3日（土）　15：45～16：25　　第6会場

耳鼻咽喉科疾患
座長：�金子　　達（金子耳鼻咽喉科クリニック）�

星野　通隆（星野耳鼻咽喉科クリニック）

O-074	 短期間に反復する急性咽喉頭炎に木防已湯が有用と思われた１症例
○金谷　毅夫1）、中田　英之2）、後藤　達彦3）、福田　功4）

1）立正佼成会付属佼成病院、2）練馬総合病院　漢方医学センター、3）松田整形外科　整形外科、�
4）独立行政法人　国立病院機構　東京病院　麻酔科
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O-075	 桂枝茯苓丸加薏苡仁が奏功した耳管狭窄症の一例
○濱口　卓也1,2）、堀場　裕子2）、沢井　かおり2）、渡辺　賢治2）

1）葛西中央病院　内科、2）慶應義塾大学医学部　漢方医学センター

O-076	 口蓋扁桃摘出術の術前における荊芥連翹湯内服の効果について
○奥　雄介1）、地野　充時2）、辻　正徳2）、寺澤　捷年2）

1）新東京病院、2）千葉中央メディカルセンター

O-077	 甲状腺癌術後反回神経不全麻痺による嗄声嚥下機能障害に対する半夏厚朴湯の使用経験
○葛　備
君津中央病院循環器科

O-078	 嗅覚障害に対して、漢方エキス製剤が奏効した３症例
○北條　和歌1）、夏秋　優2）

1）尼崎中央病院　耳鼻咽喉科、2）兵庫医科大学　皮膚科

6月3日（土）　16：30～17：10　　第6会場

不妊治療
座長：�中田　英之（練馬総合病院　漢方内科・健康医学センター）�

後藤　真紀（名古屋大学病院　産婦人科）

O-079	 当科で妊娠に至った7症例の東洋医学的考察
○糸賀　知子1）、田中　耕一郎2）

1）越谷市立病院、2）東邦大学医療センター大森病院

O-080	 体外受精の段階に合わせた漢方治療が有効であった10症例の検討
○高橋　浩子1）、日笠　久美2）、鎌田　周作3）、鎌田　ゆかり3）

1）ひろこ漢方内科クリニック、2）河崎医院附属淡路東洋医学研究所、3）恵愛レディースクリニック

O-081	 補気剤が不妊治療中の諸症状に有効であった3症例
○渡　英俊、竹澤　章裕、野上　達也、藤本　誠、柴原　直利、嶋田　豊
富山大学附属病院和漢診療科

O-082	 酸化ストレスによる免疫異常不妊症に対する女神散の効果検討
○小塙　清
医療法人　小塙医院

O-083	 不育症、子宮内発育遅延における当帰芍薬散または、柴苓湯使用時の血液凝固系の変化について
○木下　哲郎
共立習志野台病院

6月3日（土）　17：15～17：55　　第6会場

冷え性
座長：�三潴　忠道（福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座）�

佐藤　泰昌（岐阜県総合医療センター　産婦人科）

O-084	 自律神経より見た冷え症状の日内変動と季節変動について
○伊藤　剛1）、小田口　浩1）、花輪　壽彦2）

1）北里大学東洋医学総合研究所、2）北里大学医学部
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O-085	 冷え症に対する八味丸の治療効果
○林　忍
横浜血管クリニック

O-086	 背部の冷えに対して帰脾湯が著効した１例
○千葉　浩輝、桑名　一央、奈良　和彦、田中　耕一郎、三浦　於菟
東邦大学医療センター大森病院　東洋医学科

O-087	 強い陽虚の冷えを呈した難治症例に対する四逆湯加減の効果
○日笠　久美1）、広中　隆志2）、虎谷　圭似子3）、河田　佳代子4）、向井　誠5）、高橋　浩子6）

1）河崎医院附属淡路東洋医学研究所、2）広中内科・漢方専門クリニック、3）虎谷診療所、4）大阪漢方医学振興財団、�
5）ムカイクリニック、6）ひろこ漢方内科クリニック

O-088	 冷え症に対する鍼灸治療の効果（第2報）
○高橋　涼子1,2）、中村　真理1,2,3）

1）まり鍼灸院、2）関西東洋医学臨床研究会、3）森ノ宮医療大学

6月3日（土）　13：30～14：10　　第8会場

精神・心身医学１
座長：�森清　慎一（郡上市民病院　精神科）�

岡　　孝和（国際医療福祉大学　心療内科）

O-089	 精神科外来における有用な漢方薬使用について
○平田　和美1,2）、有光　潤介2）、小川　恵子2）

1）市立砺波総合病院　精神科、2）金沢大学附属病院　漢方医学科

O-090	 精神疾患治療薬が廃薬・減薬できた、精神疾患漢方治療有効例の検討
○盛　克己1）、宮崎　瑞明2）、宮崎　民浩2）、宮崎　亮佑2）

1）もり漢方内科クリニック、2）恩明会宮崎医院

O-091	 漢方治療により幻覚症状が改善した1症例
○玉城　直
たまき心療内科クリニック

O-092	 芎帰調血飲が奏効した流産後3年間持続していた全般性不安障害の1例
○小池　宙1,2,3）、堀場　裕子1）、渡辺　賢治1）

1）慶應義塾大学医学部漢方医学センター、2）東京都済生会中央病院総合診療内科、�
3）東京都済生会向島病院内科

O-093	 半夏厚朴湯の気うつへの効果（第3報：精神疾患のcomorbidityについて）
○尾崎　哲1）、森田　仁2）

1）和泉丘病院、2）森田クリニック
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6月3日（土）　14：15～14：55　　第8会場

精神・心身医学２
座長：�奥平　智之（東京女子医科大学）�

向井　　誠（ムカイ・クリニック）

O-094	 身体的愁訴を呈する登校困難児に対する漢方治療
○地野　充時1）、辻　正徳1）、奥　雄介2）、高橋　久美子3）、八木　明男4）、岡本　英輝4）、寺澤　捷年1）

1）千葉中央メディカルセンター　和漢診療科、2）新東京病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、3）高橋小児科医院、�
4）千葉大学大学院医学研究院和漢診療学

O-095	 不登校の子どもを持つ親の諸症状と漢方治療
○廣田　薫、石井　一史、小野　顕人、高久　俊、津田　篤太郎、平馬　直樹、高橋　秀実
日本医科大学付属病院東洋医学科

O-096	 不眠症に対する竹ジョ温胆湯の有用性について
○千福　貞博1）、今井　環2）、下村　裕章3）、福原　慎也4）、岸本　圭永子5）、江崎　弘彦6）

1）センプククリニック、2）山口内科、3）しもむら内科クリニック、4）えのもとクリニック、5）あさぎり病院、�
6）江崎医院

O-097	 連続輸刺及び電気温鍼の働く人のストレス反応に対する効果について
○遠藤　良二1）、山本　昇伯1）、薗田　将樹1）、高田　敦子1）、田宮　大介1）、伊藤　隆1,2）

1）鹿島労災病院和漢診療センター、2）東京女子医科大学東洋医学研究所

O-098	 起床時の睡眠麻痺に対して牡蛎末が著効した症例
○田中　耕一郎1）、加藤　憲忠1）、山寺　博史2）、奈良　和彦1）、千葉　浩輝1）、高橋　浩子1）、松岡　尚則1）、�
三浦　於菟1）

1）東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、2）やまでらクリニック

6月3日（土）　15：00～15：40　　第8会場

神経疾患
座長：�長井　　篤（島根大学医学部臨床検査医学）�

真鈴川　聡（ますずがわ神経内科クリニック）

O-099	 難治性てんかん（Dravet症候群）に対して鍼治療が奏功した一例
○鈴村　水鳥1）、藤本　蓮風2）、村井　和3）

1）名鉄病院小児科、2）藤本漢祥院、3）和クリニック

O-100	 柴胡桂枝湯でコントロール良好となった難治性てんかんの1例
○加畑　映理子、有光　潤介、平田　和美、白井　明子、小川　恵子
1）金沢大学附属病院　漢方医学科

O-101	 鍼治療併用後に症状の軽減傾向が得られた頭部外傷後遷延性意識障害の1症例
○松本　淳
木沢記念病院　中部療護センター

O-102	 パーキンソン病のon-off現象及びpeak-doseジスキネジアに漢方併用治療が有効であった４症例
○Kwon�Seungwon1）、Cho�Ki-Ho1）、後藤　博三2）、藤本　誠3）

1）慶熙大学韓医学部第二内科学講座、2）医療法人財団北聖会北聖病院漢方内科、�
3）富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座
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O-103	 定位放射線治療後の放射線壊死の周辺浮腫に柴苓湯が有効であった１例
○原田　佳尚1）、小林　弘幸2）

1）順天堂大学医学部　脳神経外科、2）順天堂大学医学部　漢方医学先端臨床センター

6月3日（土）　15：45～16：25　　第8会場

老年医学１
座長：�和田健太朗（日本鋼管福山病院　内科）�

濱口　眞輔（獨協医科大学医学部麻酔科学講座）

O-104	 防風通聖散が著効を呈した高齢者夜間頻尿の一例
○竹田　眞
竹田眼科

O-105	 夜間頻尿を訴える高齢女性に対する苓姜朮甘湯の効果
○二宮　典子1）、関口　麻紀2）、槍澤　ゆかり3）、関口　由紀4）、蔭山　充5）

1）女性医療クリニックLUNA心斎橋、2）女性医療クリニックLUNA・ANNEX、�
3）横浜元町女性医療クリニック・LUNA、4）LUNA骨盤底トータルサポートクリニック、�
5）大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学

O-106	 西洋医学的治療に抵抗した慢性尿路感染症に対して猪苓湯が著効した一例
○藤田　良介1）、福嶋　裕造2）

1）鳥取市立病院、2）福嶋整形外科

O-107	 独参湯が有効であった6症例
○井上　博喜1）、高橋　佑一朗1）、後藤　雄輔1）、吉永　亮1）、土倉　潤一郎1）、矢野　博美1）、犬塚　央2）、�
鶴　博生3）、田原　英一1）

1）飯塚病院　東洋医学センター　漢方診療科、2）ももち東洋クリニック、3）鶴内科医院

O-108	 食思不振に白虎加人参湯が有効であった一例
○齊藤　均1）、廣田　薫2）、高久　俊2）、小野　顕人2）、津田　篤太郎2）、平馬　直樹2）、高橋　秀実2）

1）東京都立広尾病院呼吸器科、2）日本医科大学付属病院東洋医学科

6月3日（土）　16：30～17：10　　第8会場

老年医学２
座長：�田中　邦雄（明治国際医療大学附属洛西クリニック）�

加藤　士郎（野木病院）

O-109	 難治性高齢者心不全患者におけるトルバプタン、五苓散併用効果の臨床的検討
○玉野　雅裕1,2）、加藤　士郎1,2,3）、岡村　麻子1,4）、星野　朝文3,5）、高橋　晶6）

1）協和中央病院東洋医学センター、2）野木病院、3）筑波大学附属病院、4）つくばセントラル病院、�
5）霞ヶ浦医療センター耳鼻咽喉科、6）筑波大学医学医療系災害・地域精神医学

O-110	 高齢者の盗汗に対し参耆剤が無効で補腎剤が有効だった1例
○蛇口　美和、中永　士師明
秋田大学附属病院漢方外来

O-111	 フレイルに対する漢方治療Ⅱ　～QOLの維持改善の検討～
○山口　竜司1）、遠藤　光史2）、高崎　朗3）、矢数　芳英4,5）

1）山口診療所、2）越川病院、3）立川メディカルセンター悠遊健康村病院漢方外来、4）東京医科大学麻酔科、�
5）温知堂矢数医院
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O-112	 漢方治療により高齢者の多剤処方の減薬が可能となった一例
○池野　由佳1,3）、菊地　章子1）、沼田　健裕1）、有田　龍太郎1）、大澤　稔1）、齊藤　奈津美1）、西川　仁1）、�
小島　三千代1）、佐々木　浩代1）、金子　聡一郎1）、神谷　哲治1）、田中　淳一1）、山下　和良2）、高山　真1）、�
石井　正1）

1）東北大学病院総合地域医療支援部・漢方内科、2）仙台赤十字病院総合内科、3）医療法人社団　いけの医院

O-113	 抑肝散加陳皮半夏による偽性アルドステロン症の一考察
○田頭　秀悟1）、福嶋　裕造2）、柳原　茂人3）

1）医療法人十字会野島病院、2）福嶋整形外科医院、3）鳥取大学医学部附属病院

6月3日（土）　17：15～17：47　　第8会場

認知症
座長：�中江　啓晴（済生会横浜市南部病院　神経内科）�

久永　明人（証クリニック併設和漢診療研究所）

O-114	 ヤマブシ茸の長期抗認知症効果の検討　ドネペジルと加味温胆湯との比較
○水嶋　丈雄
水嶋クリニック

O-115	 アルツハイマー病に対する半夏白朮天麻湯長期投与の効果
○中江　啓晴1）、草鹿砥　宗隆2）、小菅　孝明2）

1）済生会横浜市南部病院　神経内科、2）小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター

O-116	 弁証による漢方製剤投与での認知症患者における認知機能障害改善効果
○姜　武憲
well�being韓医院

O-117	 アルツハイマー病患者の行動・心理症状（BPSD）に対する抑肝散加陳皮半夏の有効性と安全性の
探索的検討（中間報告）
○有田　龍太郎1,2）、堀場　裕子1）、吉野　鉄大1）、大岸　美和子1）、濱口　卓也1）、沢井　かおり1）、渡辺　賢治1）、�
三村　將1,3）

1）慶應義塾大学医学部　漢方医学センター、2）東北大学病院　総合地域医療教育支援部・漢方内科、�
3）慶應義塾大学医学部　精神・神経科

6月3日（土）　13：30～14：10　　第10会場

内分泌・代謝疾患
座長：�青山　重雄（あおやまクリニック）�

早川　文規（八千代病院　糖尿病内科）

O-118	 桃核承気湯で偽アルドステロン症様症状が発症したインスリン療法糖尿病患者の1症例
○福田　功1,2）、中田　英之3）、石山　ひなこ4）、金谷　毅夫5）、後藤　達彦6）、小菅　孝明7）

1）独立行政法人国立病院機構東京病院、2）松田母子クリニック、3）練馬総合病院・漢方医学センター、�
4）医文化創造研究会機構、5）立正佼成会附属佼成病院、6）松田整形外科、�
7）KMG・小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター

O-119	 抑肝散を中心とした東洋医学的治療が有効であった痛風発作の一例
○後藤　達彦1）、中田　英之2）、福田　功3）、金谷　毅夫4）

1）松田整形外科、2）練馬総合病院　漢方医学センター、3）独立行政法人国立病院機構　東京病院　麻酔科、�
4）立正佼成会付属佼成病院　耳鼻咽喉科
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O-120	 糖尿病新薬SGLT２阻害剤の肥満２型糖尿病患者に対する１漢方医学的腹証による有効性と	
２防風通聖散の併用効果の検討
○丹村　敏則
愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院　内科

O-121	 漢方薬を用いた肥満治療
○木瀬　英明1,2）、木瀬　英明1,2）、森　秀樹1）、神門　宏和1）、青山　重雄1）

1）青雄会　あおやまクリニック、2）地方独立行政法人桑名市総合医療センター

O-122	 当院での肥満治療症例1892例の検討
○前田　ひろみ1）、宮崎　貴志1）、三宅　史1）、鍋倉　浩子1）、濱口　久幸1）、森　秀樹1）、神門　宏和1）、�
西尾　永司2）、木瀬　英明3）、野口　真理4）、青山　重雄1）

1）あおやまクリニック、2）藤田保健衛生大学、3）桑名東医療センター、4）愛知医科大学

6月3日（土）　14：15～14：39　　第10会場

免疫・アレルギー・膠原病
座長：�小暮　敏明（群馬中央病院　和漢診療科）�

津田篤太郎（聖路加国際病院　リウマチ膠原病センター）

O-123	 シェーグレン症候群に対する麦門冬湯の効果
○恩田　芳和
医）恩和会　旭川高砂台病院

O-124	 漢方治療の併用が有効であったと考えられたCogan症候群の一例
○岡安　唯1,2）、藤田　信哉1）、赤羽　誉1）、細野　研二1）、北原　糺2）、小瀬戸　昌博3）、三谷　和男4）

1）日生病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2）奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科、3）日生病院　総合内科、�
4）奈良県立医科大学　大和漢方医学薬学センター

O-125	 半夏瀉心湯が著効した難治性咽頭潰瘍を呈するIgG4関連疾患疑いの1例
○徳永　健一郎1）、加島　雅之2）

1）熊本赤十字病院　リウマチ・膠原病内科、2）熊本赤十字病院　内科

6月3日（土）　15：00～15：40　　第10会場

感染症
座長：�木村　英夫（旭が丘ファミリークリニック）�

和田　知顕（米の山病院　漢方内科）

O-126	 葛根湯は、インフルエンザ患者に濃厚接触した妊婦に対し、インフルエンザ発症を抑制する
○田中　秀則
御野場たなかレディースクリニック

O-127	 漢方エキス剤によるRSウイルス感染症治療の試み
○小川　浩史
おがわ小児科診療所

O-128	 細菌性肺炎治療における小柴胡湯の有効性についての検討
○山崎　玄蔵、鈴木　大輔、小野　孝彦
市立島田市民病院
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O-129	 腸癰湯が有効であったClostridium	difficile関連下痢症の1例
○永田　豊1）、小山　俊平2）、長坂　和彦1）

1）諏訪中央病院　東洋医学センター、2）諏訪中央病院　薬剤部

O-130	 薬剤耐性菌による膀胱炎～漢方薬の役割について～
○木村　英夫
旭が丘ファミリークリニック

6月3日（土）　15：45～16：17　　第10会場

血液疾患
座長：�小菅　孝明（小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター）�

大谷　知穂（玉嶋�血液内科・漢方診療所）

O-131	 経口鉄剤投与時の消化管症状に人参湯が有用であった2症例
○松島　由美1）、土方　康世2）

1）大阪府済生会茨木病院、2）東洋堂土方医院

O-132	 慢性的に貧血、血小板減少を呈する血液疾患に対する漢方治療の目標
○玉嶋　貞宏、大谷　知穂
玉嶋血液内科・漢方診療所

O-133	 イマチニブ治療中の頻回の下痢に対して漢方治療が有効であった慢性骨髄性白血病の一例
○大谷　知穂、玉嶋　貞宏
玉嶋血液内科・漢方診療所

O-134	 加味帰脾湯、芎帰膠艾湯が有効であった小児不応性血球減少症の一例
○野上　達也、渡り　英俊、藤本　誠、竹澤　章裕、金原　嘉之、北原　英幸、三澤　広貴、柴原　直利、�
嶋田　豊
富山大学附属病院和漢診療科

6月3日（土）　16：30～17：02　　第10会場

泌尿器科疾患
座長：�犬塚　　央（ももち東洋クリニック）�

吉田　　実（衣笠病院　泌尿器科）

O-135	 尿失禁が防已黄耆湯で軽快した一症例
○近田　直子、津嶋　伸彦、木村　容子、伊藤　隆
東京女子医科大学東洋医学研究所

O-136	 体調変化と膀胱炎症状が連動する過活動膀胱（OAB）一例
○松田　弘之1）、松田　みや子2）

1）司生堂クリニック、2）司生堂漢方薬店

O-137	 柴苓湯が有効であった後腹膜線維症の1症例
○勅使川原　早苗1）、片岡　仁美1）、後藤　由佳2）、奥田　博之2）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育成講座、�
2）医療法人養寿会ウェル・ビーイング・メディカ保健クリニック
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O-138	 慢性胃炎と皮膚炎を合併した骨盤臓器脱に対するツムラ四君子湯合ツムラ升麻葛根湯加	
オウギ（末）、トウキ（末）の使用経験
○関口　由紀1）、中村　仁美1）、藤崎　章子1）、槍澤　ゆかり2）、永井　美江2）、金子　容子2）、二宮　典子3）

1）女性医療クリニックLUNAグループ・LUNA骨盤底トータルサポートクリニック、�
2）横浜元町女性医療クリニックLUNA、3）女性医療クリニックLUNA心斎橋

6月3日（土）　17：15～17：39　　第10会場

腎疾患
座長：�鈴木　順造（福島県保健衛生協会）�

O-139	 煎じ薬が再現性を持って腎機能を改善したネフローゼ症候群の１例
○長瀬　眞彦1,5）、上馬塲　和夫2）、入江　祥史3）、田中　耕一郎4）、沖山　明彦5）

1）吉祥寺中医クリニック、2）帝京平成大学、3）府中駅前クリニック、4）東邦大学医療センター大森病院　東洋医学科、�
5）鉄砲洲診療所

O-140	 膜性腎症による難治性ネフローゼ症候群に対し漢方治療を併用した一例
○奥野　綾子1）、松川　義純2）

1）兵庫県立西宮病院、2）松川医院

O-141	 再発性の下肢有痛性筋痙攣に対して漢方治療が奏功した透析患者５例
○福原　慎也1）、千福　貞博2）

1）医療法人康和会　えのもとクリニック、2）センプククリニック

6月3日（土）　13：30～14：10　　第11会場

歯科・口腔外科疾患
座長：�山口孝二郎（鹿児島大学学術研究院医歯学域歯学系顎顔面疾患制御学分野）�

砂川　正隆（昭和大学医学部生理学講座）

O-142	 三叉神経痛の漢方治療に関する文献的考察
○山口　孝二郎1）、新田　英明1）、鈴木　甫2）、園田　拓郎2）、森永　明倫2）、網谷　真理恵2）、沖　利通2）、�
乾　明夫2）

1）鹿児島大学病院口腔顎顔面センター口腔外科、2）鹿児島大学病院　漢方診療センター

O-143	 歯の食いしばりに対する釣藤鈎加味の有効性について
○新美　知子1,2）、田中　耕一郎1）、奈良　和彦1）、千葉　浩輝1）、嶋田　昌彦2,3）

1）東邦大学医療センター大森病院　東洋医学科、2）東京医科歯科大学歯学部　口腔顔面痛制御学分野、�
3）東京医科歯科大学歯学部附属病院　ペインクリニック

O-144	 アフタ性口内炎に茵陳五苓散を投与した6例の検討から
○角藤　裕1）、清水　元気1）、山岡　傳一郎1,2）

1）愛媛県立中央病院漢方内科・総合診療科、2）愛媛県立新居浜病院内科

O-145	 流涎に真武湯が有用であった1例
○小澤　夏生1,2）、永井　哲夫2）、角田　博之2）、角田　和之2）、佐藤　英和2）、藤田　康平2）、池浦　一裕2）、�
海住　直樹2）、中川　種昭2）

1）小澤歯科醫院、2）慶応義塾大学　医学部　歯科・口腔外科学教室



62 Kampo Medicine

Kampo MedicineKampo Medicine

一般演題（口演発表）プログラム

O-146	 肝気鬱結による口腔異常感症に対して加味逍遥散が著効した１例
○安田　卓史1）、丹保　彩子1,2）、矢数　芳英3）、伊藤　正裕4）、遠藤　光史5）、下村　貴子6）、前田　剛7）、�
近津　大地1）

1）東京医科大学口腔外科学分野、2）独立行政法人国立病院機構金沢医療センター歯科口腔外科、�
3）東京医科大学病院麻酔科、4）東京医科大学人体構造学分野、5）東京医科大学病院緩和医療部、�
6）東京医科大学産婦人科、7）順天堂大学医学部附属浦安病院麻酔科

6月3日（土）　14：15～14：55　　第11会場

疼痛管理
座長：�高村　光幸（三重大学附属病院　漢方外来）�

河西　　稔（安藤病院）

O-147	 柴胡加竜骨牡蠣湯が著効した2症例の検討
○中野　裕子1）、小宮　ひろみ2）、安斎　圭一3）、三潴　忠道4）

1）福島県立医科大学　麻酔科学講座、2）福島県立医科大学附属病院　漢方内科、3）安斎外科胃腸科医院、�
4）福島県立医科大学　会津医療センター　漢方医学講座

O-148	 乳がん術後の腋窩深部の慢性疼痛に対し、鍼灸と湯液が有効であった1例
○小笠原　千絵1,2）、津田　昌樹2,3）、三島　怜1,2）、有光　潤介1）、白井　明子1）、平田　和美4）、小川　恵子1）

1）金沢大学附属病院　漢方医学科、2）二十人坂鍼灸院、3）はり灸夢恵堂、4）市立砺波総合病院

O-149	 解離性大動脈瘤術後瘢痕痛に東洋医学的治療が奏功した１症例
○福田　悟1,2）、信太　賢治1）、小林　玲音1）、武冨　麻恵1）、松本　美由季1）、大嶽　浩司1）

1）昭和大学医学部麻酔科学講座・、2）河野臨床医学研究所附属第三北品川病院ペインクリニック科

O-150	 慢性骨盤痛症候群（CPPS）に対し漢方治療が著効した４例
○亀尾　順子1）、田中　聡子1）、佐野　智美1）、沈　龍佑1）、坂田　雅浩2）、黒川　慎一郎1）、薬師寺　和昭1）、�
清川　千枝1）、八木　実1）、恵紙　英昭1）、山方　勇次3）

1）久留米大学医療センター　先進漢方治療センター、2）福山医療センター、3）山方医院

O-151	 リウマチ性多発筋痛症治療後の固定性慢性疼痛に対し二朮湯が有効であった一例
○江川　健一郎
医療法人鉄蕉会亀田総合病院　疼痛・緩和ケア科

6月3日（土）　15：00～15：40　　第11会場

整形外科疾患１
座長：�八代　　忍（大田原中央クリニック）�

大野　修嗣（大野クリニック）

O-152	 関節リウマチに対する漢方治療併用の有用性
○谷口　大吾1,2）

1）京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）、�
2）京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院

O-153	 漢方薬が著効したCrowned	dens	syndromeの1例
○福嶋　裕造
福嶋整形外科医院
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O-154	 桂枝加朮附湯が奏功したSAPHO症候群の１例
○橋本　禎敬
みやぎ県南中核病院　整形外科

O-155	 西洋医学的治療に抵抗性であった股関節と膝関節及び痛みに対し漢方治療で改善を認めた一例
○小野　顕人1,2）、廣田　薫1）、高久　俊1）、津田　篤太郎1）、平馬　直樹1）、高橋　秀実1）

1）日本医科大学東洋医学科、2）コスモス内科皮膚科

O-156	 抑肝散加陳皮半夏により痛みが軽減した変形性膝関節症の１例
○宮西　圭太1）、平田　道彦2）、織部　和宏3）

1）みやにし整形外科リウマチ科、2）平田ペインクリニック、3）織部内科クリニック

6月3日（土）　15：45～16：25　　第11会場

整形外科疾患２
座長：�中永士師明（秋田大学大学院医学系研究科　救急・集中治療医学講座）�

安福　嘉則（洞戸診療所　整形外科）

O-157	 手指、上腕の痛みに対して八味地黄丸が有効であった3症例
○津嶋　伸彦、木村　容子、伊藤　隆
東京女子医科大学東洋医学研究所

O-158	 漢方薬のテープ剤の応用・芍薬甘草湯油剤の貼付テープ剤が有効であった手首腱鞘炎
○今井　淳
いまい漢方薬局

O-159	 漢方治療により短期間で症状が改善したアキレス腱損傷の一症例
○高橋　浩子、田中　耕一郎、千葉　浩輝、奈良　和彦
東邦大学医療センター大森病院　東洋医学科

O-160	 東洋医学的統合治療により、歩行困難な腰痛症が軽快した高齢者の１症例
○緒方　政則
北九州市立門司病院　ペインクリニック・東洋医学科

O-161	 小児弾発指に対する鍼治療で把持動作が可能となった一症例
○池田　ゆかり、山口　智、菊池　友和、小俣　浩、小内　愛、堀部　豪、磯部　秀之
埼玉医科大学　東洋医学科

6月3日（土）　16：30～17：10　　第11会場

外科疾患
座長：�千福　貞博（センプクリニック）�

田中　公人（九鬼脳神経クリニック）

O-162	 提肛散料が便失禁や脱肛に有効であった2例
○青木　ゆかり、及川　哲郎、小田口　浩、花輪　壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

O-163	 肛門括約筋裂傷による大便失禁に対して抗菌薬投与の下、補中益気湯が損傷筋の修復過程を	
促進させた症例
○森口　三咲1）、土方　康世2）、山崎　武俊3）

1）医療法人船戸医院、2）医療法人東洋堂土方医院、3）洛和会音羽病院
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O-164	 治打撲一方が有効であった硬膜下血腫の二例
○仲尾　貢二1）、金子　幸夫2）

1）紀南病院脳神経外科、2）金子医院

O-165	 各種漢方薬が無効で最終的にブラッドパッチが著効した脳脊髄液減少（漏出）症の1例
○坂田　雅浩、岩垣　博巳
福山医療センター

O-166	 痿証方合八味地黄丸料合五苓散料が奏功した下肢深部静脈血栓症の１例
○永井　良樹
日本赤十字社医療センター

6月3日（土）　17：15～17：39　　第11会場

眼科疾患
座長：萩原　髙士（伊豆東部病院　眼科）�

O-167	 飛蚊症の漢方治療に伴い向精神薬の減量、離脱が得られた1例について
○菅原　万喜1,2）、鍋谷　欣市1）、南雲　久美子1,3）、藤原　晃子1,4）、若林　真理子1,5）、半下石　美佐子6）

1）昌平クリニック、2）北里大学メデイカルセンター病院、3）目黒西口クリニック、4）信愛クリニック、�
5）虎ノ門病院分院、6）三菱電機健康増進センター

O-168	 四肢の冷えと片頭痛を伴った緑内障患者に対する当帰芍薬散の効果
○菊地　章子、高山　真、有田　龍太郎、金子　聡一郎、齊藤　奈津美、神谷　哲治、池野　由佳、西川　仁、�
小島　三千代、佐々木　浩代、大澤　稔、沼田　健裕、石井　正
東北大学病院　総合地域医療教育支援部・漢方内科

O-169	 緑内障点眼薬の副作用と思われる長年の結膜充血に対し漢方治療行った一例
○藤東　祥子1）、山本　昇吾2）

1）ふじとう眼科、2）山本眼科

6月4日（日）　9：00～9：40　　第4会場

産科・婦人科疾患１
座長：�山口　昌俊（宮崎大学医学部産婦人科）�

梶山　広明（名古屋大学産婦人科）

O-170	 抑うつ症状を有する更年期不定愁訴に対する柴胡加竜骨牡蠣湯の有用性および効果判定としての
CES-Dスケールについての検討
○高橋　伸子1）、木村　容子2）、佐藤　弘2）、松井　英雄1）、伊藤　隆2）

1）東京女子医科大学　産婦人科、2）東京女子医科大学附属東洋医学研究所

O-171	 更年期の精神神経症状に桂枝茯苓丸が有効であった二例
○沢井　かおり1,2）、渡辺　賢治1）

1）慶應義塾大学医学部漢方医学センター、2）横井レディースクリニック

O-172	 葛根湯が無効な肩凝りに対する漢方治療～肩凝り部位に応じた併用薬の選択について～
○大澤　稔1）、高山　真1）、菊地　章子1）、沼田　健裕1）、池野　由佳1）、西川　仁1）、齊藤　奈津美1）、�
金子　聡一郎1）、神谷　哲治1）、有田　龍太郎1）、小島　三千代1）、佐々木　浩代1）、原澤　健2）、高橋　光生2）、�
石井　正1）

1）東北大学病院　総合地域医療教育支援部・漢方内科、2）前橋赤十字病院　薬剤部
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O-173	 出産を機に体調不良を長期に訴えた3例の報告から見えること
○中原　恭子
女性クリニックラポール

O-174	 HPVワクチン接種後の愁訴に「甘麦大棗湯」が有効と考えられた一例
○関　典子1）、藤田　志保1）、植田　圭吾2）、後藤　由佳3）、中村　祐子3）、奥田　博之3）、平松　祐司1）

1）岡山大学病院　産婦人科、2）岡山大学病院　総合内科、3）ウェル・ビーイング・メディカ　女性・漢方外来

6月4日（日）　9：45～10：25　　第4会場

産科・婦人科疾患２
座長：�佐野　敬夫（札幌産科婦人科）�

加藤　育民（旭川医科大学産婦人科学講座）

O-175	 月経困難症に呉茱萸湯、当帰芍薬散の合方を使用した経験
○高橋　也尚
島根県立中央病院

O-176	 慢性胃腸炎を合併した難治性月経困難症に対して小建中湯が奏効した２症例の臨床的検討
○清水　正彦
清水医院

O-177	 補中益気湯により過多月経、月経痛が改善した一例
○鶴田　統子1）、土地　邦彦2）、中田　薫3）

1）山梨勤労者医療協会　甲府共立病院　、2）玉穂ふれあい診療所、3）中田医院　中国医学研究所

O-178	 神効湯が有効だった子宮内膜症による慢性下腹部痛
○森　裕紀子、小田口　浩、花輪　壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

O-179	 異所性内膜症に対して桂枝茯苓丸が有効であった2例
○内山　心美
昭和大学江東豊洲病院　産婦人科

6月4日（日）　10：30～11：10　　第4会場

産科・婦人科疾患３
座長：�幾嶋　泰郎（いくしま医院）�

廣瀬　玲子（岐阜県総合医療センター　女性外来）

O-180	 胎盤遺残に桂枝茯苓丸が有効であった2例
○徳毛　敬三
中国中央病院

O-181	 続発性無月経に漢方薬が有効であった３症例の検討
○岡村　麻子1）、玉野　雅裕2）、星野　朝文3）、高橋　晶4）、加藤　士郎5）

1）つくばセントラル病院、2）協和中央病院東洋医学センター、3）霞ヶ浦医療センター、�
4）筑波大学医学医療系災害・地域精神医学、5）野木病院

O-182	 腸癰湯により縮小した卵巣嚢胞の3例
○横山　浩一1）、小野　真吾1）、入江　祥史1）、寺澤　捷年1,2）、檜山　幸孝1）

1）医療法人ひのき会　証クリニック、2）千葉中央メディカルセンター和漢診療科
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O-183	 子宮体癌・卵巣癌根治手術後患者における大建中湯の有用性について
○藤田　志保1）、関　典子1,2）、植田　圭吾3）、後藤　由佳4）、中村　祐子4）、奥田　博之4）、平松　祐司1,2）

1）岡山大学大学院　産科・婦人科学教室、2）岡山大学病院　産婦人科、3）岡山大学病院　総合内科、�
4）ウエル・ビーイング・メディカ　女性・漢方外来

O-184	 SLE・ループス腎炎のコントロールと、卵巣癌術後に繰り返したイレウス症状に	
漢方医学的アプローチが有効であった1例
○野崎　高正1）、磯部　秀之2）、武井　正美1）

1）日本大学医学部内科学系血液膠原病内科、2）埼玉医科大学東洋医学科

6月4日（日）　11：15～11：55　　第4会場

産科・婦人科疾患４
座長：�石野　博嗣（石野医院）�

菅谷　亜弓（白子クリニック）

O-185	 月経痛女性患者の脈波変化による診断指標の検討
○金　鍾元 1）、高橋　哲史2）、五十鈴川　和人2）、金　成俊2）

1）東義大学校韓医科大学、2）横浜薬科大学漢方薬学科

O-186	 妊婦のこむら返りに対する陰陽太極鍼法を応用した患者自身による経絡刺激の効果
○武田　智幸1）、佐野　敬夫2）、渡辺　廣昭3）

1）医療法人明珠会　札幌白石産科婦人科病院、2）医療法人朋佑会　札幌産科婦人科、3）札幌医科大学麻酔科

O-187	 芍薬甘草湯が無効となった妊婦の有痛性筋痙攣（腓返り）に、四逆散への変方が有効だった３症例
○山本　伸一1,2）、水原　浩2,3）、加藤　鈴4）、松本　すずか4）、稲葉　健二郎4）、草鹿砥　宗隆2）、高山　翠2）、�
熊谷　由紀絵2）、小菅　孝明2）

1）総合相模更生病院　産婦人科、2）小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、3）星空クリニック、�
4）総合相模更生病院　薬剤部

O-188	 妊娠中に足痛のため歩行不能となり、桂枝加朮附湯と五苓散が有効であった１症例
○菅谷　亜弓、二井　栄
白子ウィメンズホスピタル

O-189	 尖圭コンジローマに桂枝茯苓丸加ヨク苡仁と小柴胡湯の併用が有効であった	
アラジール症候群の一例
○小宮　ひろみ1）、佐藤　正隆2）、添田　周3）、中野　裕子4）、海老　潤子4）、北村　拓也5）、安斎　圭一6）、�
鈴木　順造1）、三潴　忠道7）

1）福島県立医科大学附属病院漢方内科、2）福島県立医科大学皮膚科、3）福島県立医科大学産婦人科、�
4）福島県立医科大学、5）きたむら整形外科クリニック、6）安斎外科胃腸科医院、�
7）福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座
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6月4日（日）　9：00～9：40　　第8会場

教育１
座長：�松田　隆秀（聖マリアンナ医科大学総合診療内科）�

藤野　昭宏（産業医科大学医学部医学概論教室）

O-190	 東北大学医学部における漢方の臨床実習に対するアンケート調査
○沼田　健裕1）、有田　龍太郎1）、高山　真1）、菊地　章子1）、金子　聡一郎1）、神谷　哲治1）、齊藤　奈津美1）、�
池野　由佳1）、西川　仁1）、大澤　稔1）、小島　三千代1）、佐々木　浩代1）、田中　淳一1）、山下　和良2）、�
石井　正1）

1）東北大学病院　総合地域医療教育支援部・漢方内科、2）仙台赤十字病院　総合内科

O-191	 東北大学医学部５年次学生を対象とした鍼灸実習に対するアンケート調査
○金子　聡一郎1）、高山　真1）、沼田　健裕1）、菊地　章子1）、池野　由佳1）、西川　仁1）、小島　三千代1）、�
有田　龍太郎1）、大澤　稔1）、佐々木　浩代1）、神谷　哲治1）、齊藤　奈津美1）、田中　淳一1）、山下　和良2）、�
石井　正1）

1）東北大学病院　総合地域医療教育支援部・漢方内科、2）仙台赤十字病院　総合内科

O-192	 東洋医学講座に鍼灸の授業は必要か？
○友利　寛文1）、足立　源樹1）、渡嘉敷　みどり1）、喜屋武　幸男1）、東上里　康司2）、梁　哲成3）、成田　響太4）

1）地方独立行政法人　那覇市立病院、2）琉球大学医学部付属病院、3）やんハーブクリニック、4）長湯鍼灸院

O-193	 医学部学生に対する臨床実習中の漢方教育について
○瀬川　誠1,2）、内田　耕一1,3）、飯塚　徳男1,4）、坂井田　功1,2）

1）山口大学医学部附属病院　漢方診療部、2）山口大学大学院　医学系研究科　消化器病態内科学、�
3）山口県立大学　栄養学科臨床病態学、�
4）広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　応用生命科学部門薬学分野　漢方診療学

O-194	 京都大学医学部附属病院における漢方医学に対する意識調査
○植月　信雄1）、谷川　聖明2）

1）京都大学医学部附属病院、2）谷川醫院

6月4日（日）　9：45～10：25　　第8会場

教育２
座長：�高橋　秀実（日本医科大学付属病院　東洋医学科）�

福澤　嘉孝（愛知医科大学病院　先制・統合医療包括センター）

O-195	 カードゲームを用いた漢方教育ツールの開発とその教育効果の検討
○神谷　哲治1,2）、金子　聡一郎1）、有田　龍太郎1）、沼田　健裕1）、高山　真1）、菊地　章子1）、齊藤　奈津美1）、�
大澤　稔1）、佐々木　浩代1）、池野　由佳1）、西川　仁1）、小島　三千代1）、田中　淳一1）、山下　和良3）、�
石井　正1）

1）東北大学病院　総合地域医療教育支援部・漢方内科、2）広胖堂はりきゅう治療院　MATAHARI、�
3）仙台赤十字病院　総合内科

O-196	 看護基礎教育に漢方の考え方を活かす―アンケート結果からみる全国の看護系大学に	
おける漢方教育の現状－
○塩田　敦子
香川県立保健医療大学
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O-197	 インターネット双方向回線を使用した合同県部会の試み
○山口　昌俊1）、綾部　貴典2）、貝沼　茂三郎3）、福田　知顕4）、田原　英一5）

1）宮崎大学産婦人科、2）宮崎大学呼吸器・乳腺外科、3）九州大学大学院医学研究院地域医療教育ユニット、�
4）医療法人親仁会米の山病院漢方内科、5）飯塚病院東洋医学センター漢方診療科

O-198	 漢方教育についてー薬局製剤・漢方製剤実習アンケートからー
○加藤　香里
株式会社メディカルファーマシィーミキ薬局田端店

O-199	 漢方調剤における服薬指導の検討―その６－
○瀬戸　容子1）、北原　陽子1）、佐藤　大輔1）、草鹿砥　千絵2）、草鹿砥　宗隆2）、熊谷　由紀絵2）、宮原　桂1）、�
小菅　孝明2）

1）桂元堂薬局、2）小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター

6月4日（日）　10：30～11：10　　第8会場

循環器疾患
座長：�越路　正敏（岐阜市民病院　循環器内科）�

山崎　武俊（洛和会音羽病院　漢方内科）

O-200	 慢性腎臓病合併慢性心不全に対する五苓散の有効性の検討
○川原　隆道1,2）、田中　耕一郎2）、奈良　和彦2）、千葉　浩輝2）

1）東京西徳洲会病院循環器内科、2）東邦大学医療センター大森病院

O-201	 ARB投与失敗後、五苓散が奏功した本態性高血圧の1例
○Kang�Kiwan、Jang　Insoo
又石大学韓医学部韓医内科学教室

O-202	 中高年の高血圧治療に併用して有効であった漢方薬の解析
○加藤　士郎1,2,3）、玉野　雅裕2,3）、岡村　麻子4）、星野　朝文3,5）、高橋　晶6）

1）野木病院、2）協和中央病院東洋医学センター、3）筑波大学附属病院、4）つくばセントラル病院、�
5）霞ヶ浦医療センター、6）筑波大学医学医療系・災害・地域精神医学

O-203	 カテーテルアブレーション治療後の動悸、不安感に対して半夏厚朴湯が有効であった症例
○山崎　武俊1）、越田　全彦2）、峯　尚志3）

1）洛和会音羽病院　漢方内科、2）洛和会音羽病院　総合内科、3）峯クリニック

O-204	 Effects	of	seimyakusan-kagen	on	middle-aged	women	with	higher	vascular	age:		
case	report
○文　豪彬
Bichedam�clin.�Korean�Medicine,�Korea

6月4日（日）　11：15～11：55　　第8会場

呼吸器疾患
座長：�阿南栄一朗（酒井病院　呼吸器内科）�

多代　友紀（たしろクリニック　呼吸器内科）

O-205	 吸入ステロイドを含めた前治療無効の感染後咳嗽に対して漢方治療が奏功した3例の検討
○阿南　栄一朗1）、織部　和宏2）

1）酒井病院、2）織部内科クリニック
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O-206	 気短（息切れ）症状に当帰芍薬散が奏功した1例
○中村　雅生
なかむら漢方内科

O-207	 桂枝去芍薬加そう莢湯を用いた湯液治療と鍼灸治療が有用と思われたび漫性汎気管支炎の1症例
○坪　敏仁1）、古田　大河1）、鈴木　雅雄1）、須貝　道博1）、上野　孝治2）、鈴木　朋子1）、佐橋　佳郎1）、�
小宮　ひろみ3）、三潴　忠道1）

1）福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座、2）福島県立医科大学会津医療センター総合内科学講座、�
3）福島県立医科大学性差医療センター

O-208	 気管支喘息・間質性肺炎の咳嗽症状に潤腸湯が有効だった２症例
○溝口　孝輔1）、川口　哲2）

1）特定医療法人雄博会　千住病院、2）島原こころのクリニック

O-209	 柴胡桂枝乾姜湯併用が有効な、成人女性気管支喘息の検討
○武田　恒弘
武田クリニック

6月4日（日）　9：00～9：40　　第11会場

消化器疾患１
座長：�久保田達也（久保田内科医院）�

小笠原　誠（小笠原クリニック）

O-210	 胃切除症候群に伴う食欲不振に対して大柴胡湯により改善した早期胃癌術後の１例
○重河　嘉靖、重河　嘉靖
国立病院機構　南和歌山医療センター

O-211	 胆管癌術後の腹痛に柴胡桂枝湯が著効した症例
○小林　瑞
町田市民病院

O-212	 冷え症に随伴する諸症状に対して真武湯が有効であった2例
○廣嶋　優子1）、蛇口　美和2）、中永　士師明2）

1）秋田大学医学部附属病院病理診断科・病理部、2）秋田大学医学部附属病院漢方外来

O-213	 器質的疾患にマスクされ診断に苦慮したFD（機能性ディスペプシア）に漢方治療が有効であった	
1症例
○小橋　重親1）、大森　一吉2）

1）渓和会江別病院　消化器・漢方内科、2）渓和会江別病院　外科

O-214	 小児心臓術後栄養管理において六君子湯合大建中湯が有効であった2症例
○杉浦　健之、加藤　利奈、徐　民恵
名古屋市立大学病院麻酔科
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6月4日（日）　9：45～10：25　　第11会場

消化器疾患２
座長：�永田　　豊（諏訪中央病院　東洋医学科）�

星野　卓之（北里大学東洋医学総合研究所）

O-215	 ６年間持続した難治性再発性吃逆に茯苓飲合半夏厚朴湯が著効した一症例
○澤井　一智1,2）、山崎　武俊2）、峯　尚志3）

1）阪神医療生活協同組合第三診療所、2）洛和会音羽病院漢方内科、3）峯クリニック

O-216	 逆流性食道炎による口腔内ヒリヒリ感に清熱補血湯が有効であった72才女性例
○河尻　澄宏、木村　容子、伊藤　隆
東京女子医科大学東洋医学研究所

O-217	 ボノプラザンを用いたHelicobacter	pyloriの2次除菌不成功例に呉茱萸湯が有効であった2例
○小山　俊平1）、永田　豊2）、長坂　和彦2）

1）諏訪中央病院　薬剤部、2）諏訪中央病院　東洋医学センター

O-218	 救急の現場で漢方を使う～画像診断と処方～
○小路　哲生
香川県済生会病院

O-219	 いわゆる腸癰に対する大黄牡丹皮湯の使用経験
○牛島　聡
公立能登総合病院　外科

6月4日（日）　10：30～11：10　　第11会場

悪性腫瘍１
座長：�沖本　二郎（川崎医科大学総合医療センター　総合内科学）�

西内　崇将（香川県立中央病院　血液・腫瘍内科）

O-220	 神経障害性痛を伴う癌性痛に対する抑肝散の有用性
○棚田　大輔
兵庫医科大学麻酔科学疼痛制御科学講座

O-221	 がんの内臓痛に対して安中散を用い症状コントロールを行った2症例
○福永　智栄
姫路赤十字病院

O-222	 朴炳奎氏肺癌治験：中薬治療により良好な経過をとっている小細胞肺癌の症例
○平崎　能郎1,4）、八木　明男2）、島田　博文2）、龍　興一2）、高野　静子1）、森田　智1）、永嶺　宏一2）、�
岡本　英輝1）、韓　哲舜3,4）、鈴木　達彦1,5）、並木　隆雄1）

1）千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、2）千葉大学医学部附属病院和漢診療科、�
3）順天堂大学漢方医学先端臨床センター、4）医療法人社団ひのき会証クリニック、5）帝京平成大学薬学部

O-223	 胆管癌患者の黄疸に対して茵ちん蒿湯が有効であった2例
○神賀　貴大
白河厚生総合病院

O-224	 十全大補湯により、抗癌剤治療を行わず長期寛解状態を維持している進行性卵巣癌の一例
○梶山　広明
名古屋大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座
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6月4日（日）　11：15～11：47　　第11会場

悪性腫瘍２
座長：�林　　明宗（神奈川県立がんセンター　漢方サポートセンター東洋医学科）�

尾崎　正時（静岡市立清水病院　放射線治療科）

O-225	 癌の化学療法に伴う栄養不良に対する人参養栄湯の効果
○千葉　殖幹、藤田　日奈、与茂田　敏
クラシエ製薬株式会社・漢方研究所

O-226	 進行癌（卵巣癌）に伴う合併症やQOLの低下に対して漢方治療と鍼治療の併用が有用であった１例
○磯部　秀之、堀部　豪
埼玉医科大学東洋医学科

O-227	 加味帰脾湯を用いて抗がん剤治療を継続しえた5症例
○永井　千草
国立病院機構千葉医療センター

O-228	 乳癌治療に関連する諸症に漢方治療が奏功した5例
○矢野　博美1）、後藤　雄輔1）、高橋　佑一朗1）、吉永　亮1）、土倉　潤一郎1）、犬塚　央2）、武富　正夫3）、�
田原　英一1）

1）飯塚病院、2）ももち東洋クリニック、3）たけとみ耳鼻咽喉科クリニック

6月4日（日）　13：30～14：10　　第4会場

小児科疾患１
座長：�崎山　武志（新横浜母と子の病院）�

田内　宣生（愛知県済生会リハビリテーション病院）

O-229	 甘麦大棗湯が有効だった点頭てんかんが疑われたシリーズ形成するミオクローヌスの乳児例
○栗原　栄二
東京都立神経病院　神経小児科

O-230	 慢性チック症に対する漢方エキス剤の改善効果
○岩間　正文
三菱名古屋病院小児科

O-231	 小児はりによる睡眠・カンムシの効果検討－56症例－
○中村　真理1,2,3）

1）まり鍼灸院、2）関西東洋医学臨床研究会、3）森ノ宮医療大学

O-232	 身体的訴えにより学校生活に支障を来した小児に対する漢方薬治療の効果の検討
○小島　三千代1,2）、菊地　章子2）、高山　真2）、有田　龍太郎2）、金子　聡一郎2）、齊藤　奈津美2）、神谷　哲治2）、�
池野　由佳2）、西川　仁2）、佐々木　浩代2）、大澤　稔2）、沼田　健裕2）、石井　正2）

1）東北労災病院　小児科、2）東北大学病院　漢方内科

O-233	 ストレスによるものと思われる遷延する腹痛に対し、柴胡加竜骨牡蛎湯が著効した	
8歳男児の一例
○横井　健太郎1）、山崎　武俊2,5）、西田　清一郎3,5）、三谷　和男4,5）

1）美杉会　男山病院、2）洛和会　音羽病院、3）青心会　郡山青藍病院、4）三谷ファミリークリニック、�
5）京都府立医科大学付属病院
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6月4日（日）　14：15～15：11　　第4会場

小児科疾患２
座長：�松岡　尚則（岡林病院　外科・漢方科）�

福富　　悌（福富医院　小児科）

O-234	 育児不安に対する漢方家族療法の試み
○笠井　啓子1）、山口　英明1,2）

1）Kこどもクリニック、2）公立瀬戸旭看護専門学校

O-235	『幼幼家則』方剤からみる小児漢方の変遷
○川島　希
名古屋大学医学部附属病院小児科

O-236	 思春期における両下肢痛に対し漢方治療が奏功した一例
○釜蓋　明輝、小川　恵子
金沢大学附属病院

O-237	 日本小児外科漢方研究会の発足と歩み
○高野　邦夫1）、八木　実2）

1）山梨大学　医学部　小児外科、2）久留米大学医学部　小児外科

O-238	 当科における乳児期肛門周囲膿瘍に対する外科的治療と漢方療法の比較検討
○橋詰　直樹1）、八木　実1,2）、恵紙　英昭2）、石井　信二1）、七種　伸行1）、升井　大介2）、薬師寺　和昭2）

1）久留米大学外科学講座小児外科部門、2）久留米大学医療センター　先進漢方治療センター

O-239	 後腹膜リンパ節郭清術後の腸閉塞予防に大建中湯が有用であった小児進行精巣腫瘍の1例
○上仁　数義
滋賀医科大学　泌尿器科

O-240	 甘麦大棗湯に含まれる小麦タンパク量の検討
○松井　照明1,2）、木許　泉3）

1）岐阜薬科大学　薬理学研究室、2）名古屋大学大学院　医学系研究科　小児科学、3）広瀬クリニック

6月4日（日）　13：30～14：10　　第6会場

頭痛
座長：�和智　明彦（多摩南部地域病院　脳神経外科）�

檜山　幸孝（証クリニック　神田）

O-241	 重症の水毒が原因と考えられる頭痛や気分不良などの諸症状が五苓散の大量投与を中心とした	
漢方治療に加え，食養生と運動により改善した1例
○吉永　亮1）、後藤　雄輔1）、土倉　潤一郎1）、井上　博喜1）、矢野　博美1）、大森　あさみ2）、犬塚　央3）、�
田原　英一1）

1）飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、2）石見クリニック漢方内科、3）ももち東洋クリニック

O-242	 衛気虚証患者の慢性頭痛に対して玉屏風散（加酸棗仁）末が著効した2例
○高久　俊、石井　一史、小野　顕人、廣田　薫、津田　篤太郎、平馬　直樹、高橋　秀実
日本医科大学付属病院東洋医学科

O-243	 冷えと脾虚を改善したことで片頭痛が改善した症例
○原　典子1）、高木　嘉子2）

1）身延山病院、2）ヨシコクリニック
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O-244	 起立調節障害を伴う片頭痛に苓桂朮甘湯が著効した15歳女性例
○永島　隆秀1,2）、平田　幸一1）

1）獨協医科大学神経内科、2）上都賀総合病院神経内科

O-245	 小児の急性頭痛に対する治療戦略（漢方薬を用いた二段階ステップ法）
○松田　正
医療法人正紘和会　みさとファミリークリニック

6月4日（日）　14：15～15：03　　第6会場

めまい
座長：�來村　昌紀（らいむらクリニック）�

小池　　宙（慶應義塾大学病院漢方医学センター）

O-246	 良性発作性頭位めまい症に対し漢方薬が奏功した一例
○佐藤　泰昌1）、山田　新尚2）

1）岐阜県総合医療センター　産婦人科・漢方外来、2）岐阜県総合医療センター　産婦人科

O-247	 便秘を伴った末梢性めまい症の2例
○谷村　史子
谷村医院

O-248	 桂枝湯によるめまい治療の経験
○宮澤　裕治
栄町クリニック

O-249	 めまいに対する連珠飲の適応病態
○有光　潤介1,2）、白井　明子1）、平田　和美1）、三島　怜1）、小笠原　千絵1）、小川　恵子1）

1）金沢大学附属病院漢方医学科、2）千里中央駅前クリニック漢方医学センター

O-250	 めまい集団リハビリテーションと漢方製剤の併用療法（第六報）	
－抑肝散加陳皮半夏の不眠症状に対する効果－
○新井　基洋
横浜市立みなと赤十字病院

O-251	 苓桂朮甘湯が無効で他の漢方方剤が著効した浮動性めまいの3症例
○呉　明美1）、小川　恵子2）

1）福井大学　耳鼻咽喉科･頭頸部外科、2）金沢大学　漢方医学科

6月4日（日）　13：30～14：10　　第7会場

漢方の副作用
座長：�金　　成俊（横浜薬科大学　漢方薬学科）�

藤森　勝也（あがの市民病院）

O-252	 桂皮による肝障害と考えられた1例
○大岸　美和子1）、吉野　鉄大1）、濱口　卓也1）、有田　龍太郎1,2）、堀場　裕子1）、沢井　かおり1）、渡辺　賢治1）

1）慶應義塾大学医学部漢方医学センター、2）東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科

O-253	 防風通聖散によって薬剤性肺障害をきたした１例
○清水　元気
愛媛県立中央病院
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O-254	 漢方治療中の間質性肺炎予防におけるKL-6モニタリングの有用性　とくに辛夷清肺湯について
○杉本　久
玄気堂漢方内科クリニック

O-255	 漢方薬や生薬を含有するOTC医薬品を服用することによるドーピングの危険性
○五十鈴川　和人、高橋　哲史、金　成俊
横浜薬科大学漢方薬学科

O-256	 のぼせと発汗に対する柴胡桂枝湯、防已黄耆湯投与による瞑眩症例
○太田　博孝
JCHO　秋田病院

6月4日（日）　14：15～14：47　　第7会場

異病同治
座長：�丹羽　幸吉（明陽クリニック）�

柴原　直利（富山大学和漢医薬学総合研究所）

O-257	 異病同治における牛車腎気丸を投与した２症例
○河崎　文洋1）、劉　園英2）

1）金沢医療センター、2）北陸大学薬学部医療薬学

O-258	 桂枝甘草竜骨牡蛎湯合半夏厚朴湯が奏効した3症例
○及川　哲郎1）、小田口　浩1）、花輪　壽彦1,2）

1）北里大学東洋医学総合研究所、2）北里大学医学部医学教育研究開発センター

O-259	 慢性疾患に対する柴胡桂枝湯合小建中湯の治療効果
○宮崎　瑞明1）、宮崎　民浩1）、宮崎　亮佑1）、盛　克己2）

1）恩明会塩浜宮崎医院、2）もり漢方内科クリニック

O-260	 耳鼻咽喉科領域における木防已湯処方例に関する検討
○白井　明子1,2）、小川　恵子1）

1）金沢大学附属病院　漢方医学科、2）小森耳鼻咽喉科医院

6月4日（日）　13：30～14：10　　第8会場

疫学・臨床統計１
座長：�宇宿功市郎（熊本大学医学部附属病院　医療情報経営企画部）�

岩田健太郎（神戸大学医学部附属病院　感染症内科）

O-261	 気虚スコアと血液学的検査の関連の検討について
○薗田　将樹1）、山本　昇伯1）、高田　敦子1）、田宮　大介1）、遠藤　良二1）、伊藤　隆1,2）

1）鹿島労災病院、2）東京女子医科大学

O-262	 香川大学医学部附属病院における最近10年間の漢方製剤使用動向
○辻　繁子、芳地　一
香川大学医学部附属病院

O-263	 漢方薬による入院治療の有用性―当院における初回入院患者の検討
○高野　静子1）、森田　智1）、龍　興一1）、八木　明男1）、島田　博文1）、永嶺　宏一2）、平崎　能郎1）、�
岡本　英輝2）、並木　隆雄1,2）

1）千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、2）千葉大学医学部付属病院和漢診療科
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O-264	 当院における漢方製剤の処方実態と漢方薬・生薬認定薬剤師の今後の活動について
○山本　利花1）、関下　芳明2）

1）医療法人社団　刀圭会　協立病院　薬剤課、2）医療法人社団　刀圭会　協立病院　内科

O-265	 日本小児外科漢方研究会における漢方使用のアンケート調査
○窪田　正幸1）、八木　実2）

1）新潟大学大学院小児外科、2）久留米大学医学部小児外科

6月4日（日）　14：15～15：03　　第8会場

疫学・臨床統計２
座長：�古谷　陽一（市立砺波総合病院　東洋医学科）�

渡辺　賢治（慶應義塾大学環境情報学部）

O-266	 日本東洋医学雑誌の投稿規定と臨床報告におけるCAREガイドラインとの比較検討
○堀場　裕子1）、吉野　鉄大1）、濱口　卓也1）、大岸　美和子1）、有田　龍太郎1）、小池　宙2）、沢井　かおり1）、�
渡辺　賢治1）

1）慶應義塾大学医学部、2）東京都済生会中央病院

O-267	 耳鼻咽喉科的症状に対する漢方薬治療例の検討
○西川　仁1,2）、高山　真2）、菊地　章子2）、沼田　健裕2）、池野　由佳2）、金子　聡一郎2）、神谷　哲治2）、�
有田　龍太郎2）、齊藤　奈津美2）、大澤　稔2）、小島　三千代2）、佐々木　浩代2）、石井　正2）

1）かくだ耳鼻咽喉科クリニック、2）東北大学病院　総合地域医療教育支援部・漢方内科

O-268	 テレビ会議システムを用いた南極越冬隊の健康管理
○及川　欧
旭川医科大学病院リハビリテーション科

O-269	 中国における生薬製剤の使用実態調査
○先納　澄佳1）、有田　龍太郎2）、吉野　鉄大2）、濱口　卓也2）、大岸　美和子2）、堀場　裕子2）、沢井　かおり2）、�
陳　莉玲3）、山田　浩祐3）、渡辺　賢治2,4）

1）慶應義塾大学政策学部、2）慶應義塾大学医学部漢方医学センター、3）慶應義塾大学環境情報学部、�
4）三菱総合研究所

O-270	 ASEAN諸国の中華系住民の生薬製剤の使用実態調査
○渡辺　賢治1,2）、先納　澄佳3）、吉野　鉄大2）、有田　龍太郎2）、濱口　卓也2）、大岸　美和子2）、堀場　裕子2）、�
沢井　かおり2）、陳　莉玲4）、山田　浩祐4）

1）慶應義塾大学環境情報学部、2）慶應義塾大学医学部漢方医学センター、3）慶應義塾大学総合政策学部、�
4）三菱総合研究所

O-271	 TCM	market	in	Hong	Kong
○張　健朗1）、渡辺　賢治1,2）

1）慶應義塾大学環境情報学部、2）慶應義塾大学医学部漢方医学センター
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6月4日（日）　13：30～14：18　　第10会場

診察法の標準化
座長：�仙頭正四郎（高雄病院京都駅前診療所　漢方内科）�

矢久保修嗣（明治薬科大学臨床漢方研究室）

O-272	 客観的評価を可能にした舌診方法により診断治療を行った一例
○古原　雅樹1）、陳　勇2）

1）医療法人　幸雄会　古原医院、2）福岡天神医療リハビリ専門学校

O-273	「新・臨床中医学」における、伝統医学の舌診診察診断システム（コンピュータソフト）を検討する
○陳　勇
福岡天神医療リハビリ専門学校

O-274	 熟練した漢方専門医の舌診・脈診・腹診平準化
○小田口　浩1）、関根　麻理子1）、若杉　安希乃1）、伊藤　雄一1）、石毛　達也1）、川鍋　伊晃1）、村松　慎一2）、�
並木　隆雄3）、新井　信4）、嶋田　豊5）、柴原　直利6）、三潴　忠道7）、折笠　秀樹5）、花輪　壽彦1）

1）北里大学東洋医学総合研究所、2）自治医科大学、3）千葉大学大学院、4）東海大学、5）富山大学大学院、6）富山大学、�
7）福島県立医科大学

O-275	 腹診は下肢伸展位が良いのか？
○岸本　圭永子1）、千福　貞博2）

1）あさぎり病院、2）センプククリニック

O-276	 スマートフォン装着式サーマルカメラの東洋医学外来における有用性
○久保　重喜
三都ブレインクリニック
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一般演題（ポスター発表）プログラム
Kampo	Medicine

6月4日（日）　9：00～9：24　　ポスター会場

生薬・薬理
座長：山崎　正寿（漢方京口門診療所）

P-1	 β-Amyloid	Proteinによって細胞障害に対する抑肝散と竹じょ温胆湯合方の防御効果
○劉　園英、寺澤　宏紀、油野　天宏
北陸大学薬学部

P-2	 人参養栄湯のうつ病モデルに対する効果
○村田　健太、藤田　日奈
クラシエ製薬株式会社

P-3	 生薬煎液のpH実測値を用いた漢方薬のpH推測システムの検討（第二報）
○杉山　央輔、高橋　哲史、五十鈴川　和人、金　成俊
横浜薬科大学漢方薬学科

6月4日（日）　9：26～9：58　　ポスター会場

症例報告
座長：金井　成行（関西医療大学総合診療学部）

P-4	 漢方治療で裂紋舌が消退した一例
○服部　孝雄1）、玉田　耕一1）、西村　甲2）

1）伊勢慶友病院、2）鈴鹿医療科学大学

P-5	 ステロイド外用薬では効果不十分であったが漢方薬併用が有効であった限局性強皮症の一小児例
○親里　嘉展
加古川中央市民病院　小児科

P-6	 防風通聖散で効果を認めた高齢者の2症例
○吉田　未央1）、高岡　和夫2）、竹田　眞3）

1）札幌山の上病院、2）斗南病院、3）竹田眼科

P-7	 胃食道逆流症によって起こったと考えられる慢性扁桃炎、滲出性中耳炎の茯苓飲による治療
○山本　千賀
島崎耳鼻咽喉科

6月4日（日）　10：00～10：32　　ポスター会場

ケースシリーズ
座長：引網　宏彰（しきのケアセンター）

P-8	 半夏厚朴湯とその類方で冷えが改善した3症例
○大谷　かほり、木村　容子、伊藤　隆
東京女子医科大学付属東洋医学研究所



78 Kampo Medicine

Kampo MedicineKampo Medicine

一般演題（ポスター発表）プログラム

P-9	 「尿漏れ」に対する芎帰膠艾湯の効用	
―「ちょい漏れ」「追っかけ漏れ」からの解放を目指して―
○川口　哲1）、溝口　孝輔2）

1）（医）幸寿会　島原こころのクリニック、2）千住病院

P-10	 更年期女性に駆瘀血剤と抑肝散加陳皮半夏を併用し有効だった複数症例について
○中村　祐子1）、奥田　博之1）、後藤　由佳1）、勅使川原　早苗2）、国富　龍樹1）

1）ウェル・ビーイング・メディカ　女性外来・漢方外来、2）岡山大学病院

P-11	 当院ペインクリニック科における加味帰脾湯による著効症例の検討
○松本　園子1）、今井　美奈2）、三枝　勉3）、光畑　裕正1）

1）順天堂大学附属順天堂東京江東高齢者医療センター、2）埼玉県済生会川口総合病院、3）埼玉医科大学病院

6月4日（日）　10：34～10：58　　ポスター会場

診察法の標準化
座長：若杉安希乃（北里大学車洋医学総合研究所）

P-12	 サーモグラフィによる体表温度の検討	
－体格の虚実による相違－
○後藤　由佳1）、奥田　博之1）、勅使川原　早苗2）、中村　祐子1）、国富　龍樹1）

1）ウェル・ビーイング・メディカ　女性外来・漢方外来、2）岡山大学病院

P-13	 COI関連　漢方診療標準化プロジェクト	
第7報　公開“漢方診察 手合わせ会”参加者の反響
○関根　麻理子1）、若杉　安希乃1）、伊藤　雄一1）、石毛　達也1）、川鍋　伊晃1）、小田口　浩1）、村松　慎一2）、�
並木　隆雄3）、新井　信4）、嶋田　豊5）、柴原　直利6）、三潴　忠道7）、花輪　壽彦1）

1）北里大学東洋医学総合研究所、2）自治医科大学　地域医療学センター東洋医学部門、�
3）千葉大学大学院医学研究院　和漢診療学、4）東海大学医学部　専門診療学系漢方医学、�
5）富山大学大学院医学薬学研究部　和漢診療学講座、6）富山大学和漢医薬学総合研究所　漢方診断学分野、�
7）福島県立医科大学　会津医療センター　漢方医学講座

P-14	 Simple	Linear	Iterative	Clustering（SLIC）法を用いた舌色解析
○森田　智1）、高野　静子1）、龍　興一1）、八木　明男1）、島田　博文1）、岡本　英輝2）、平崎　能郎1）、�
並木　隆雄1）

1）千葉大学大学院医学研究院　和漢診療学、2）千葉大学医学部附属病院　和漢診療科

6月4日（日）　11：00～11：32　　ポスター会場

疫学・臨床統計
座長：宮田　周作（岐阜市民病院　循環器内科）

P-15	 当院産婦人科における漢方薬の処方状況に関する調査
○河合　要介
豊橋市民病院

P-16	 The	Somatic	Symptom	Scale-8（SSS-8）による東洋医学的治療の評価
○古谷　陽一1）、深谷　良2）

1）市立砺波総合病院東洋医学科、2）市立砺波総合病院地域総合診療科
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P-17	 漢方エキス製剤における特徴別味の検討～適正な服薬指導のために～
○川本　萌恵子、喩　静、石毛　敦、定本　清美
横浜薬科大学

P-18	 三陰交の反応と気血水スコアとの関連
○吉川　信1,2）

1）一般財団法人　東洋医学研究所、2）学校法人　花田学園

6月4日（日）　11：34～11：58　　ポスター会場

EBM
座長：元雄　良治（金沢医科大学腫瘍内科学）

P-19	 漢方医学に関する「後ろ向き研究」の文献レビュー
○若杉　安希乃、関根　麻理子、小田口　浩、花輪　壽彦
北里大学東洋医学総合研究所　EBMセンター

P-20	 漢方製剤におけるPMDAデータベースの有用性の検証Vol.	4	
～OTC漢方製剤による副作用発現状況の調査～
○加藤　鈴1）、松本　すずか1）、柏崎　友紀江2）、山本　伸一3）、稲葉　健二郎1）

1）社会福祉法人ワゲン福祉会　総合相模更生病院　薬剤部、2）医療法人財団明理会　東戸塚記念病院　薬剤部、�
3）社会福祉法人ワゲン福祉会　総合相模更生病院　産婦人科

P-21	 がんの支持療法における漢方製剤の有効性の評価：“Advanced	EKAT”作成の試み
○保坂　政嘉1）、新井　一郎2）、石浦　嘉久3）、伊東　友弘4）、関　義信5）、内藤　立暁6）、元雄　良治7）

1）京都大学大学院医学研究科健康情報学、2）日本薬科大学漢方薬学科、�
3）富山市立富山市民病院呼吸器内科・腫瘍内科、4）昭和大学横浜市北部病院内科、�
5）新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療センター・魚沼基幹病院血液内科、�
6）静岡県立静岡がんセンター呼吸器内科、7）金沢医科大学腫瘍内科学



80 Kampo Medicine

Kampo Medicine

  学生発表プログラム

6月4日（日）　12：15～15：30　　第11会場

S-001	 漢方薬の臨床研究の質と変遷を考える
○乙竹　秀明1）、東　いぶき1）、久保川　哲1）、近藤　亮一郎1）、有田　龍太郎2）、高山　真2）、沼田　健裕2）、�
石井　正2）

1）東北大学医学部医学科、2）東北大学病院　総合地域医療教育支援部・漢方内科

S-002	 147漢方処方煎じ薬の五味に対するアンケート調査
○船本　千晶、喩　静、亀卦川　真美、石川　愛梨、小川　莉奈、小川　玲旺、石毛　敦
横浜薬科大学　漢方薬物学研究室

S-003	 徳川家康の漢方的治療（医学生から診た現代的漢方治療）
○木村　元哉1）、福沢　嘉孝2）

1）愛知医科大学医学部、2）愛知医科大学病院　先制・統合医療包括センター（AMPIMEC）

S-004	 生薬における味の不快感と薬能の関係性について
○齋藤　日香里1）、加藤　育民2）、大須賀　美帆1）、舘洞　慎之介1）、今石　和紀1）、平田　朋浩1）、橋本　亮1）

1）旭川医科大学医学部医学科、2）旭川医科大学　産婦人科

S-005	 横浜市立大学東洋医学研究会オリジナル手技療法「柔軟操法」が自律神経系へ及ぼす影響に関する
検討
○張田　佳代1）、福田　紘之1）、馬場　英理子1）、布瀬　史哉1）、畝田　一司1,2）、駒澤　真人3）、久島　達也1,4）

1）横浜市立大学東洋医学研究会、2）横浜市立大学医学部循環器・腎臓内科学、�
3）WINフロンティア株式会社、4）帝京平成大学ヒューマンケア学部鍼灸学科


