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特別演題プログラム
Kampo Medicine

会頭講演� 5月28日（土）     11：05～12：05     第1会場
「気」の問題とその周辺

座長：伊藤　　隆（一般社団法人　日本東洋医学会　会長）
演者：八重樫　稔（第72回日本東洋医学会学術総会　会頭）

招待講演1� 5月28日（土）     9：00～10：00     第2会場
修験道の祈りと修行～山伏のひとりごと～
座長：八重樫　稔（札幌マタニティ・ウイメンズ南１条クリニック）
演者：五條　良知（金峯山修験本宗第5代管長、総本山金峯山寺第31世管領）

招待講演2� 5月28日（土）     10：05～11：05     第2会場
中国古典太極拳からの気、血、水と意について
座長：竹田　　眞（（医）竹田眼科）
演者：沈　　　剛（呉式太極拳研究会）

招待講演3� 5月29日（日）     9：00～11：00     第1会場
大宇宙と小宇宙　 
自然と生命システム～宇宙物理学×脳科学→東洋医学　 
宇宙の中の人間・人間の中の宇宙。
座長：八重樫　稔（札幌マタニティ・ウイメンズ南１条クリニック）
演者：佐治　晴夫（美宙天文台長）
　　　茂木健一郎（脳科学者）

特別講演1� 5月29日（日）     11：05～12：05     第1会場
東洋医学で重視される気―科学はどこまで解明できたか
座長：八重樫　稔（札幌マタニティ・ウイメンズ南１条クリニック）
演者：佐々木和郎（令和鍼灸院院長、元鈴鹿医療科学大学保健衛生学部鍼灸サイエンス学科教授）

特別講演2� 5月29日（日）     9：00～10：30     第3会場
「養生」養生とは自己と向き合うことである

座長：佐野　敬夫（朋佑会札幌産科婦人科）
演者：中田　英之（泉州統合クリニック）

教育講演1� 5月28日（土）     13：55～14：55     第2会場
方証相対論の意義とその展開
座長：竹田　　眞（（医）竹田眼科）
演者：寺澤　捷年（富山大学名誉教授／千葉中央メディカルセンター和漢診療科）
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特別演題プログラム

教育講演2� 5月28日（土）     15：00～16：00     第2会場
吉益南涯の『気血水薬徴』について
座長：大塚　吉則（札幌国際大学スポーツ人間学部スポーツ指導学科）
演者：秋葉　哲生（あきば伝統医学クリニック）

教育講演3� 5月29日（日）     9：00～10：30     第2会場
山本巌医学に学ぶ「気・血・水の異常」の西洋医学的病態とその治療について 
～方剤中心から病態中心への発想転換を～
座長：谷岡富美男（札幌脊椎内視鏡整形外科クリニック）
演者：山方　勇次（医療法人勇山会　山方内科医院）

教育講演4� 5月29日（日）     10：35～12：05     第2会場
サイエンス漢方処方研究会の軌跡と未来への志向
座長：安井　廣迪（安井医院）
演者：井齋　偉矢（医療法人徳洲会日高徳洲会病院）

教育講演5� 5月29日（日）     14：25～15：25     第3会場
薬用作物栽培の現状
座長：後藤　伸佳（はるにれ薬局屯田店）
演者：藤原　直樹（株式会社夕張ツムラ）

日本東洋医学会学術賞受賞講演� 5月28日（土）     13：55～14：55     第1会場
漢方薬の免疫学的作用機序
座長：伊藤　　隆（一般社団法人　日本東洋医学会　会長）
演者：高橋　秀実（日本医科大学名誉教授／漢方・免疫たかはし内科クリニック）

気血水シンポジウム� 5月28日（土）     9：00～11：00     第1会場
気血水理論を深める
座長：松田三千雄（医療法人社団ふみぞの松田皮膚科）

田原　英一（飯塚病院東洋医学センター漢方診療科）

    イントロダクション
松田三千雄（医療法人社団ふみぞの松田皮膚科）

    漢方診療における気の意義と応用
平馬　直樹（神奈川県　平馬医院）

    血の異常と桂枝茯苓丸について
嶋田　　豊（富山大学医学部和漢診療学）

    症例から学ぶ水毒の病態と治療
田原　英一（飯塚病院　東洋医学センター　漢方診療科）
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特別演題プログラム
Kampo Medicine

COVID-19関連シンポジウム� 5月28日（土）     15：00～17：00     第1会場
新型コロナウイルス感染症に対する漢方治療
座長：高山　　真（東北大学病院総合地域医療教育支援部（総合診療科・漢方内科））

並木　隆雄（千葉大学医学部附属病院和漢診療科）
演者：伊藤　　隆（日本東洋医学会会長、証クリニック）

並木　隆雄（千葉大学医学部附属病院和漢診療科）
入江　康仁（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻病態制御医学系救急・集中治療医学講座）
青松　直撥（大阪市立総合医療センター消化器外科）
高山　　真（東北大学病院総合地域医療教育支援部（総合診療科・漢方内科））
有田龍太郎（東北大学病院総合地域医療教育支援部（総合診療科・漢方内科））
小田口　浩（北里大学東洋医学総合研究所）

シンポジウム� 5月29日（日）     10：35～12：05     第3会場
日本臨床における漢方医学−古方と後世方−と中医学の関わり
座長：平馬　直樹（平馬医院）

    漢方に中医が役立つところは？！
加島　雅之（熊本赤十字病院　総合内科）

    後世方を弁証論治すれば漢方が楽しくなる
矢数　芳英（温知堂矢数医院、東京医科大学病院麻酔科）

鍼灸シンポジウム� 5月29日（日）     13：20～15：20     第2会場
病鍼連携−病院と鍼灸治療の連携−
座長：佐々木和郎（令和鍼灸院）

    整形外科専門病院と鍼灸治療院との治療連携　 
－より良い連携のための当院での試み－

倉　　秀治（羊ヶ丘病院）

    統合ヘルスケアチームにおけるラウンドテーブルディスカッション方式の病鍼連携
伊藤　京子（名古屋大学医学部附属病院総合診療科（客員研究員））

    大学病院における学際的治療における鍼灸
丸山　一男（三重大学医学部附属病院麻酔科長、痛みセンター長、緩和ケアセンター長、

大学院医学系研究科、麻酔集中治療学教授）

    鍼灸院の地域医療連携　患者安全と患者中心の医療から
赤羽　峰明（医鍼薬地域連携研究会　乃木坂あか羽鍼灸院）

生薬シンポジウム� 5月29日（日）     13：20～14：20     第3会場
北海道内に自生する薬草と病気予防の実践
座長：後藤　伸佳（はるにれ薬局屯田店）
演者：堀田　　清（北海道医療大学薬学部／薬用植物園・北方系生態観察園）
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特別演題プログラム

医師と鍼灸師のための鍼灸実技セミナー＜基礎編＞� 5月28日（土）     9：00～10：00     第3会場
病院内で可能な刺鍼方法と手技
座長：鈴木　　聡（鈴鹿医療科学大学保健衛生学部　鍼灸サイエンス学科）
演者：佐々木和郎（令和鍼灸院院長、元鈴鹿医療科学大学保健衛生学部鍼灸サイエンス学科教授）

医師と鍼灸師のための鍼灸実技セミナー＜臨床編＞� 5月28日（土）     10：05～11：05     第3会場
うつ
座長：佐野　敬夫（朋佑会札幌産科婦人科）

    うつ病と統合医療
高橋　　徳（統合診療クリニック徳）

    町の鍼灸院に来院されるうつ病患者について
米倉　まな（はりきゅう処・ここちめいど）

鍼灸実技セミナー1� 5月28日（土）     14：00～14：45     第3会場
理論と実際：西洋医学に連携する鍼灸治療
座長：伊藤　　剛（北里大学東洋医学総合研究所）

    外傷性頚部症候群に対する鍼灸治療
演者：形井　秀一（世界鍼灸学会連合会副会長、つくば国際鍼灸研究所所長、洞峰パーク鍼灸院

院長）

鍼灸実技セミナー2� 5月28日（土）     14：50～15：35     第3会場
理論と実際：西洋医学に連携する鍼灸治療
座長：伊藤　　剛（北里大学東洋医学総合研究所）

    ガン緩和ケアにおける実例紹介と課題
演者：鈴木　　聡（鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　鍼灸サイエンス学科）

鍼灸実技セミナー3� 5月28日（土）     15：40～16：25     第3会場
理論と実際：西洋医学に連携する鍼灸治療
座長：伊藤　　剛（北里大学東洋医学総合研究所）

    アトピー性皮膚炎に対する鍼灸治療の理論と実際
演者：江川　雅人（新潟医療福祉大学　リハビリテーション学部鍼灸健康学科（設置準備室））

鍼灸実技セミナー4� 5月28日（土）     16：30～17：15     第3会場
理論と実際：西洋医学に連携する鍼灸治療
座長：形井　秀一（洞峰パーク鍼灸院）

    鍼灸の治効機序から考える痛み治療
演者：伊藤　和憲（明治国際医療大学　鍼灸学部　鍼灸学科）
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特別演題プログラム
Kampo Medicine

鍼灸実技セミナー5� 5月28日（土）     17：20～18：05     第3会場
理論と実際：西洋医学に連携する鍼灸治療
座長：形井　秀一（洞峰パーク鍼灸院）

    骨盤位および妊娠中のマイナートラブルに対する鍼灸治療
演者：辻内　敬子（せりえ鍼灸室）

漢方入門1� オンデマンド
漢方薬の服用法について
演者：後藤　伸佳（はるにれ薬局　屯田店）

漢方入門2� オンデマンド
漢方医学の入口　望聞問切について
演者：鈴木　　郷（医療法人孝友会ごう内科クリニック）

漢方入門3� オンデマンド
古方入門
演者：井上　博喜（飯塚病院東洋医学センター漢方診療科）

漢方入門4� オンデマンド
中医の基本
演者：松田三千雄（ふみぞの松田皮膚科）

市民公開講座1� 5月29日（日）     13：30～14：30     第1会場
心身共に健康になれる養生について
座長：八重樫　稔（札幌マタニティ・ウイメンズ南１条クリニック）
演者：岡安　維蓉（予防中医学研究所わらび健康センター）

市民公開講座2� 5月29日（日）     14：30～15：30     第1会場
温泉ってな～に？　−北海道のユニークな温泉−
座長：佐野　敬夫（朋佑会札幌産科婦人科）
演者：大塚　吉則（北海道大学名誉教授／札幌国際大学特任教授）
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Kampo Medicine

本部委員会企画プログラム

生薬原料委員会� 5月28日（土）     9：00～10：30     第4会場
薬用作物（生薬）の質を臨床の現場に問う
座長：山岡傳一郎（生薬原料委員会　委員長）

三谷　和男（生薬原料委員会　担当理事）

 基調講演   薬用植物栽培の調査から見えてきた課題
有田龍太郎（東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科）

 提言1   生薬の質が臨床にもたらすもの
川添　和義（昭和大学薬学部臨床薬学講座天然医薬治療学部門）

 提言2   国内での薬用作物栽培の持続可能性と今後の展望
牧野　利明（名古屋市立大学大学院薬学研究科）

用語および病名分類委員会・JLOM委員会� 5月28日（土）     14：00～16：00     第4会場

    ICD-11伝統医学の章の翻訳にあたって―用語及び病名分類委員会活動報告
星野　卓之（北里大学東洋医学総合研究所漢方診療部）

    鍼灸領域におけるICD-11を用いた入力システムの開発と経絡病証の日本語訳作成
の現状

斉藤　宗則（鈴鹿医療科学大学）
JLOM報告会
司会：並木　隆雄（千葉大学医学部附属病院和漢診療科）

    ISO/TC249（伝統中医学）での伝統医学の標準化の動向
並木　隆雄（千葉大学医学部附属病院　和漢診療科）

    ISO/TC249の現状 －生薬・TCM製品の品質と安全性－
河野　徳昭（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　薬用植物資源研究センター）

    鍼灸（WG3,4）標準化の現状
形井　秀一（筑波技術大学）

    ISO国際会議における伝統医学用語および情報関連の活動実績および漢方医学の 
国際化を目的とした臨床的漢方文献の英語抄訳の作成およびデータベース化研究　 
―TC249/WG5、TC249およびTC215/JWG1を通じたJLOM委員会３の現状と
日本の和漢書における国際標準提案を目指したAMED研究の実施―

奥見　裕邦（医方会奥見診療所/近畿大学医学部内科学心療内科分野）

    日本の伝統医療を取り巻く国際情勢の概要
小野　直哉（明治国際医療大学）
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本部委員会企画プログラム
Kampo Medicine

政策提言委員会� 5月29日（日）     9：00～10：10     第4会場
漢方フレイルスコアの確立に向けて
座長：玉嶋　貞宏（政策提言委員会　担当理事／玉嶋血液内科・漢方診療所）

木村　容子（政策提言委員会／東京女子医科大学附属東洋医学研究所）

    フレイルと腎虚スコアについて
萩原　圭祐（大阪大学大学院医学系研究科　先進融合医学共同研究講座）

    フレイルの補脾剤の鑑別について
乾　　明夫（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　漢方薬理学共同研究講座）

    漢方フレイルスコア（第2版）
石田　和之（政策提言委員会／中央大学保健センター）

渉外委員会・国際担当委員会� 5月29日（日）     13：20～15：20     第4会場
渉外委員会国際担当報告

    渉外委員会国際担当報告
髙村　光幸（渉外委員会国際担当委員長（三重大学病院漢方外来））

    中国に於けるCOVID-19関連の経緯と状況
宮内　雄史（NPO法人国際社会貢献センター参与）

    「第14次五カ年計画」と中国伝統医薬
柳川　俊之（フリー）

日韓学術交流シンポジウム
    Kamikihito and Oxytocin ~Body and mind as one~

YukoMaejima（FukushimaMedicalUniversity,SchoolofMedicine,Departmentof
BioregulationandPharmacologicalMedicine）

    Assessment of Kampo Treatment for Patulous Eustachian Tube
MyungmiOh（DepartmentofOtorhinolaryngologyHead&NeckSurgery,Facultyof

MedicalSciences,UniversityofFukui）

    Exploring the efficacy and safety of Kami Guibi-tang for amnestic mild 
cognitive impairment

Hee-YeonShin（CHAUniversityBundangMedicalCenter）

    Historical and Advanced applicability of Guibitang （歸脾湯） and Gami-
guibitang （加味歸脾湯） in Korea

SeungwonKwon（DepartmentofCardiologyandNeurology,CollegeofKoreanMedicine,
KyungHeeUniversity）

指導医講習会� オンデマンド
指導医講習会について
演者：柴原　直利（日本東洋医学会専門医制度委員会　担当理事）
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本部委員会企画プログラム

専攻医のための説明会� オンデマンド
専攻医のための説明会について
演者：柴原　直利（日本東洋医学会専門医制度委員会　担当理事）

医療倫理・医療安全講習会� オンデマンド
医療倫理・医療安全講習会について
演者：柴原　直利（日本東洋医学会専門医制度委員会　担当理事）
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関連集会プログラム
Kampo Medicine

日本臨床漢方医会講習会� オンデマンド
漢方を普及する、漢方を守る

    特別講演　 
いくつになっても子どもがライバル～アンチエイジングと漢方
演者：織部　和宏（織部内科クリニック院長）

スポンサードシンポジウム1� 5月27日（金）     13：00～15：00     第1会場
漢方エキス製剤の上手な使い方～困ったときのこの一手～

共催：クラシエ薬品株式会社
オーガナイザー：木村　容子（東京女子医科大学附属東洋医学研究所）
演者：矢内原純子（純子ウィメンズクリニック自由が丘）

中村　綾子（女性医療クリニックLUNAネクストステージ）
佐々木和江（久米川病院　皮膚科）
新谷　朋子（とも耳鼻科クリニック）
岸本圭永子（けいクリニック）
陣内　厚子（東京女子医科大学附属東洋医学研究所）

スポンサードシンポジウム2� 5月27日（金）     15：05～17：05     第1会場
品質は畑から 2 −生薬の品質管理からEBMまで−

共催：株式会社ツムラ
コーディネーター：元雄　良治（小松ソフィア病院腫瘍内科）

三谷　和男（三谷ファミリークリニック）

    生薬の良品＝再現性のある安定した品質
濱口　　隆（株式会社ツムラCMC開発研究所）

    臨床を動かす生薬のチカラ
川添　和義（昭和大学薬学部）

    漢方治療と最新エビデンス
元雄　良治（小松ソフィア病院腫瘍内科）

ランチョンセミナー1� 5月28日（土）     12：10～13：10     第1会場
がんと宿主の相互反応の観点から考える補中益気湯の可能性

共催：株式会社ツムラ
座長：平野　　聡（北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室Ⅱ教授）
演者：奥川　喜永（三重大学医学部附属病院ゲノム医療部教授）
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関連集会プログラム

ランチョンセミナー2� 5月28日（土）     12：10～13：10     第2会場
①私が実践してきた漢方医学・経方症例・IBS・PMR　 
②糖質制限食の理論と実践

共催：大杉製薬株式会社
座長：三谷　和男（三谷ファミリークリニック院長）
演者：江部　康二（一般財団法人　高雄病院理事長）

ランチョンセミナー3� 5月29日（日）     12：15～13：15     第1会場
コロナ時代における漢方の役割

共催：クラシエ薬品株式会社
演者：加島　雅之（熊本赤十字病院総合内科部長）

木村　容子（東京女子医科大学附属東洋医学研究所所長／教授）

ランチョンセミナー4� 5月29日（日）     12：15～13：15     第2会場
証を考える−大柴胡湯去大黄と白虎加人参湯の活用法―

共催：小太郎漢方製薬株式会社
座長：花輪　壽彦（北里大学東洋医学総合研究所名誉教授・名誉所長）
演者：頼　　建守（漢方医療　頼クリニック院長）

関
連
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会
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一般演題（口演発表）プログラム
Kampo Medicine

オンデマンド

01 医学史

 O-001   先秦両漢の思想書における「虚実」の使用方法
○勝野　達郎1）、宮田　圭2）、石島　秀紀3）、秋葉　哲生4）

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

 O-002   和田東郭口授本と有持桂里の医学書の関係　―『百蔯一貫』『東郭先生方輿並記聞』を中心に
○長田　直子1）、菅原　健2）

1）清泉女子大学、2）健友堂クリニック

 O-003   武田科学振興財団杏雨書屋・大塚修琴堂文庫所蔵の路針流流儀書『十四経八和』『路針流鍼法歌
之巻』について
○松木　宣嘉
四国医療専門学校鍼灸マッサージ・鍼灸学科

 O-004   堀流経穴学派の取穴法について―十二支号と通字号を中心に
○加畑　聡子、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   新型インフルエンザウイルスまたは新型コロナウイルスと推測される1889年パンデミック 
「ロシア風邪」に対する本邦の漢方治療
○根津　雅彦1）、平崎　能郎1,2）、大橋　範之1）、龍　興一1）、八木　明男1）、島田　博文1）、
渡邊　悠紀2）、森田　智1）、内原　拓宗1）、並木　隆雄1,2）

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

 O-006   『勿誤薬室方函口訣』に引用された『療治経験筆記』
○堀田　広満1,2）、星野　卓之2）、小田口　浩2）、花輪　壽彦2）

1）みちとせクリニック、2）北里大学東洋医学総合研究所

オンデマンド

02 漢方処方・湯液・服薬指導

 O-007   呑気症に半夏厚朴湯が著効した2症例
○及川　哲郎1,2）、矢数　芳英1,3）、渡邉　秀裕1,4）、伊藤　正裕1,5）、平澤　一浩1,6）、平山　陽示2）

1）東京医科大学病院漢方医学センター、2）東京医科大学病院総合診療科、
3）東京医科大学病院麻酔科、4）東京医科大学病院感染症科、5）東京医科大学人体構造学分野、
6）東京医科大学茨城医療センター耳鼻咽喉科

 O-008   梔子し湯を処方した6症例の検討
○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-009   増液承気湯を加えた煎じ薬により寛解に至った重症乾癬の一例
○峯　尚志
峯クリニック

 O-010   メニエール病に対する漢方治療
○白井　明子1）、有光　潤介2,3）、小川　恵子3）

1）金沢大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2）千里丘かがやきクリニック、
3）広島大学病院　総合内科・総合診療科　漢方診療センター
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一般演題（口演発表）プログラム

 O-011   北里大学東洋医学総合研究所における煎じパックを用いた煎じ代行業務について
○小泉　洋太1）、秋山　和範3）、佐橋　佳郎1）、白畑　辰弥1,2）、小林　義典1,2）、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、3）株式会社ティ･アイ･エス

 O-012   繰り返す感染から乳幼児を守る～板藍根の有用性～
○紀　優子
きの小児科医院

 O-013   急性期の感冒に用いられる漢方エキス製剤の溶解性における温度とpHの影響
○楊　潔如1）、渡邊　悠紀1）、龍　興一1,2）、八木　明男2）、大橋　範之1,2）、森田　智2）、
根津　雅彦2）、島田　博文2）、平崎　能郎1,2）、橋場　則昭1,2）、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）千葉大学医学部附属病院和漢診療科

 O-014   漢方エキス製剤合方の臨床応用（第３報）
○劉　園英1）、前山　美千代2）

1）北陸大学薬学部　薬学臨床系　東洋医薬学分野、2）金沢・みらい病院内科

オンデマンド

03 生薬

 O-015   漢方エキスの補血作用に及ぼす鉄とリンの影響
○入江　康仁、中永　士師明
秋田大学医学部附属病院　救急・集中治療科

 O-016   麻黄エキス、EFE、あるいはエフェドリンアルカロイドを経口投与したマウスの心拍変動解析
○黄　雪丹1,2）、日向　須美子2）、伊東　秀憲2）、小田口　浩2）、内山　奈穂子3）、日向　昌司3）、
天倉　吉章4）、袴塚　高志3）、花輪　壽彦2）、小林　義典1,2）

1）北里大学薬学部、2）北里大学東洋医学研究所、3）国立医薬品食品衛生研究所、4）松山大学薬学部

 O-017   金子幸夫著葉天士用経方通釈から見た腎虚水泛の治療法について
○山中　章好
百合が丘クリニック

 O-018   古典における麻黄修治の意義の検討（第３報）
○小暮　晃子1）、草鹿砥　宗隆1）、草鹿砥　千絵1）、熊谷　由紀絵1）、小菅　孝明1）、
赤瀬　朋秀2）、福田　枝里子3）、馬場　正樹3）、矢久保　修嗣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）明治薬科大学臨床漢方研究室

 O-019   難病・難症に対するフアイア加味方の使い方
○新見　正則
新見正則医院

オンデマンド

04 薬理

 O-020   半夏瀉心湯は、ワサビ受容体TRPA1活性化薬アリルイソチオシアネートによるラット胃粘膜血
管透過性亢進を抑制する
○大橋　範之1,2）、並木　隆雄1）、龍　興一1）、八木　明男1）、森田　智1）、平崎　能郎1）

1）千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、2）城西国際大学大学院薬学部薬理学研究室

一
般
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一般演題（口演発表）プログラム
Kampo Medicine

 O-021   麻黄湯が微小循環へ及ぼす影響のライブイメージング
○平山　暁1）、富田　勉2）、長野　由美子1）、青柳　一正1）

1）筑波技術大学東西医学統合医療センター、2）（株）タイムラプスビジョン

オンデマンド

05 鍼灸

 O-022   良導絡自律神経調整療法（反応良導点治療）が奏効した円形脱毛症の一例
○西　勝久
群馬リハビリテーション病院

 O-023   肺癌術後の慢性化した胸部痛に対し背部圧痛穴への施灸が有効であった一症例
○伊藤　雄一、伊東　秀憲、伊藤　剛、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-024   当施設鍼灸外来を受診した発汗障害患者の後方視的カルテ調査
○近藤　亜沙、星野　卓之、伊藤　剛、花輪　壽彦、小田口　浩
北里大学東洋医学総合研究所

 O-025   地域鍼灸院から当研究所クリニックへの紹介システム利用状況の実態調査
○蛯子　慶三1）、木村　容子1）、高田　常雄2）、津嶋　伸彦1）、大谷　かほり1）、森永　明倫1）、
宮川　亨平1）、田中　香代子1）、陣内　厚子1）、高田　久実子1）、水野　公恵1）、辻　恭子1）、
小林　潤一郎2）、武内　潔2）、伊藤　隆3）、佐藤　弘4）

1）東京女子医科大学附属東洋医学研究所、2）公益社団法人東京都鍼灸師会、3）証クリニック、
4）新潟医療福祉大学

 O-026   医療連携が奏功したパニック症患者に対する鍼灸治療の1症例 
―鍼灸治療の適応と限界を示唆する1例―
○松浦　悠人、安野　富美子、坂井　友実
東京有明医療大学　保健医療学部　鍼灸学科

 O-027   骨盤位に対する鍼灸治療の矯正効果についての後方視的検討
○磯部　哲也
葵鐘会Bell-net国際東洋医学センター

 O-028   腰部脊柱管狭窄症による歩行困難に対し鍼灸治療が奏功した一例
○南雲　三枝子1）、常丸　裕加1,2）

1）南雲治療院、2）はり・きゅうトータルボディメイクTUNE

 O-029   アルブミン懸濁型パクリタキセルによる末梢神経障害に対する鍼治療の１症例 
－化学療法中断から鍼治療で再開に至ったケース－
○小内　愛1,2）、山口　智1,2）

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鍼外来

 O-030   承霊への施灸により直後効果を認めた2症例
○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
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一般演題（口演発表）プログラム

 O-031   医学部5年生の鍼灸に対する実習前アンケートの分析
○金子　聡一郎1,2,3）、菊地　章子2,3）、有田　龍太郎2,3）、神谷　哲治2,3）、小野　理恵2,3）、
鈴木　聡子2,3）、永田　真一2,3）、沼田　健裕3,4）、大澤　稔2,3）、高山　真2,3）、石井　正2,3）

1）東北大学大学院医学系研究科地域総合診療医育成寄附講座、
2）東北大学大学院医学系研究科　漢方・統合医療共同研究講座、
3）東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科、4）独立行政法人国立病院機構米沢病院

オンデマンド

06 伝統医学的病態

 O-032   大学医学部職員の職業性ストレスに関連する気血水の病態
○尾崎　岩太1）、村川　徹2）、野口　光代3）、佐藤　英俊4）、栗山　一道5）

1）佐賀大学医学部保健管理センター、2）佐賀大学医学部精神科、3）佐賀中部病院産婦人科、
4）うえむら病院、5）素心庵栗山医院

 O-033    若年男子の慢性の冷えに桂枝茯苓丸が奏功した一例 
○東　秀子1）、及川　哲郎1,2）、矢数　芳英1,2,3）、平山　陽示1）

1）東京医科大学病院総合診療科、2）東京医科大学病院漢方医学センター、3）東京医科大学病院麻酔科

 O-034   漢方学的腹部所見（腹部動悸と小腹不仁）と年齢およびBMIとの関係について
○梶本　めぐみ1）、緒方　洪輔1）、福井　政慶2）、生田　明子3）、安田　勝彦1）

1）関西医科大学総合医療センター、2）医療法人七ふく会ふくいクリニック、3）関西医科大学香里病院

オンデマンド

07 伝統医学的診断

 O-035   両側声帯運動障害の喀痰促進に麦門冬湯と二陳湯が有効であった一症例
○田中　耕一郎、奈良　和彦、千葉　浩輝、松岡　尚則
東邦大学医療センター大森病院東洋医学科

 O-036   気血水を統べるもの、経脈診断の重要性
○宮澤　裕治
みやざわクリニック

 O-037   舌の色調に対する年齢、性別が与える影響に関するAIによる画像解析 
～男女330名のTIASによる舌画像データベースを用いた検討～
○渡邊　悠紀1）、楊　潔如1）、龍　興一1,2）、大橋　範之1,2）、八木　明男2）、島田　博文2）、
森田　智2）、根津　雅彦2）、橋場　則昭1,2）、平崎　能郎1,2）、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）千葉大学医学部附属病院和漢診療科

オンデマンド

08 伝統医学的治療

 O-038   肛門痛に当帰四逆加呉茱萸生姜湯加減が奏功した一例
○奈良　和彦、千葉　浩輝、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-039   難治性吃逆に奏効した呉茱萸湯：作用機序の考察
○上野　眞二、玉田　真由美、村松　慎一
自治医科大学　東洋医学部門

一
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一般演題（口演発表）プログラム
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オンデマンド

10 感染症（新型コロナウイルス感染症は除く）

 O-040   漢方薬のウイルス性呼吸器感染症に対する感染防御能の検討 
－補中益気湯及び柴葛解肌湯を用いたin vivo評価－
○中曽根　美咲1）、赤木　淳二1）、永井　隆之2,3）、清原　寛章2,3）、小田口　浩2,4）

1）小林製薬株式会社　中央研究所、2）北里大学　東洋医学総合研究所、3）北里大学　大村智記念研究所、
4）北里大学大学院　医療系研究科

オンデマンド

11 悪性腫瘍

 O-041   中薬治療の併用により転移巣が消失し寛解を得た膀胱癌術後肝転移再発の1例
○平崎　能郎1,2,3,4）、八木　明男3,5）、島田　博文3,5）、龍　興一3）、内原　拓宗3）、森田　智3）、
渡邊　悠紀1）、大橋　範之3）、横山　浩一4）、鈴木　達彦1,6）、根津　雅彦3）、並木　隆雄1,3）

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ブレストセンター、
3）千葉大学医学部附属病院和漢診療科、4）医療法人社団ひのき会　証クリニック、5）今田屋内科、
6）帝京平成大学薬学部

 O-042   在宅療養中に腸閉塞を発症した大腸がん患者に小建中湯が奏効した1例
○遠藤　光史1,2）、矢数　芳英3,4）、屋良　美紀4）、伊藤　正裕3,5）、渡邉　秀裕3,6）、及川　哲郎3,7）

1）東京医科大学病院緩和医療部、2）メディケアクリニック石神井公園、
3）東京医科大学病院漢方医学センター、4）東京医科大学病院麻酔科、5）東京医科大学人体構造学分野、
6）東京医科大学病院感染症科、7）東京医科大学病院総合診療科

 O-043   緩和期に生じた硬膜下血種（水腫）に対する五苓散の効果
○高野　信二
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

 O-044   西洋医学的治療に難渋する膵癌肝転移と乳癌肺転移において、中医学の弁証・弁病を基にした煎
じ薬が奏功した2例
○李　向軍
医療法人社団　新中医、李漢方内科・外科クリニック、東文中医クリニック

 O-045   十全大補湯と, 東洋医学的病態に応じた漢方薬の併用が, ニラパリブの有害事象対策と長期継続
に有用であった再発卵巣癌の1例
○安達　将隆1,2,3）、地野　充時3）、太田　陽子3）、寺澤　捷年3）

1）独立行政法人国立病院機構　東京医療センター　産婦人科、
2）独立行政法人国立病院機構　東京医療センター　臨床遺伝センター、
3）医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター　和漢診療科

 O-046   終末期がん患者の皮膚そう痒症に対して牛車腎気丸が有効であった1例
○粕田　晴之
栃木県済生会宇都宮病院
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オンデマンド

12 呼吸器疾患

 O-047   咳を腎（腰・下肢）から治すことがある漢方医学（腎不納気２症例）
○渡邊　善一郎
福笑会　富士ニコニコクリニック

 O-048   気管切開カニュラや人工呼吸器使用患者の喀痰に対し、長期に竹じょ温胆湯を使用した2症例
○眞木　賀奈子1）、今井　純生2）、竹田　眞3）

1）社会医療法人北海道恵愛会　札幌南一条病院、2）医療法人社団憲仁会　牧田病院、
3）医療法人社団　竹田眼科

 O-049   臨床的肺子宮内膜症による頻回の喀血にキュウ帰膠艾湯が著効した一例
○吉田　也恵1,2）

1）新生クリニック、2）淀川キリスト教病院　呼吸器内科

 O-050   気管支喘息における神秘湯著効例の検討
○城谷　敬子1）、山崎　武俊2）

1）いしが城谷クリニック、2）洛和会音羽リハビリテーション病院

オンデマンド

13 循環器疾患

 O-051   超高齢の重症心不全に漢方治療が有効であった一例
○山崎　武俊1）、峯　尚志2）

1）洛和会音羽リハビリテーション病院、2）峯クリニック

 O-052   八味地黄丸により顕著な利尿を認めた１例
○小野　孝彦、鈴木　大輔
島田市立総合医療センター漢方内科

オンデマンド

14 消化器・肝胆膵疾患

 O-053   数年来の悪心に十全大補湯が有効であった一例
○田中　香代子、木村　容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所

 O-054   ファブリー病患者の消化器症状に人参湯が有効であった1症例
○山崎　麻由子1,2）、木村　容子2）

1）埼玉県済生会栗橋病院、2）東京女子医科大学東洋医学研究所

 O-055   漢方方剤を用いたHelicobacter pylori感染症の治療経験
○永田　豊1）、鎌倉　史徳2）、岩本　けい子1）、長坂　和彦1）

1）諏訪中央病院東洋医学科、2）富士見高原病院整形外科

 O-056   四逆散が有効であった腹部症状の３症例の検討
○千葉　浩輝、奈良　和彦、田中　耕一郎
東邦大学医療センター大森病院東洋医学科
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オンデマンド

16 血液疾患

 O-057   線溶亢進型の慢性DICによる出血に対して漢方治療で応急的な止血が可能であった1例
○福嶋　裕造1）、能美　晶子2）、山本　了3）、實松　宏己4）、大塚　裕眞5）、平　憲吉郎6）、
柳樂　慶7）

1）福嶋整形外科医院、2）清水皮膚科医院、3）みらい内科クリニック、4）新開山本クリニック、
5）日南病院内科、6）鳥取大学病院頭頚部外科、7）鳥取大学病院女性診療科

 O-058   二次性低ガンマグロブリン血症による易感染性に対して補中益気湯の投与が有効と考えられた1例
○玉嶋　貞宏、大谷　知穂
玉嶋血液内科・漢方診療所

 O-059   二次性骨髄線維症によると考えられる症状に対して漢方治療が有効であった一例
○大谷　知穂、玉嶋　貞宏
玉嶋血液内科・漢方診療所

オンデマンド

17 内分泌・代謝疾患

 O-060   防風通聖散は肥満者のBMIを改善する：システマティックレビューとメタ解析
○畝田　一司1,2）、金子　彰1）、齋藤　龍史1）、石上　友章2）、並木　隆雄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）横浜市立大学医学部　循環器・腎臓・高血圧内科学、3）千葉大学大学院医学研究院　和漢診療学講座

 O-061   ステロイド離脱症候群治療後も持続した倦怠感に四逆散が有効であった一例
○岡田　直己
糖尿病・内分泌・漢方内科　新神戸おかだクリニック

オンデマンド

18 免疫・アレルギー疾患

 O-062   化学物質過敏症（chemical sensitivity：CS）患者の頭痛には一般更年期頭痛患者以上に水滞が
関係していた
○大澤　稔1,2）、高山　真1）、菊地　章子1）、有田　龍太郎1）、金子　聡一郎1）、神谷　哲治1）、
小野　理恵1）、永田　真一1）、清水　雅行1）、齊藤　奈津美1）、鈴木　聡子1）、羽根田　健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）東北大学病院産科婦人科

オンデマンド

19 膠原病及び類縁疾患

 O-063   シェーグレン症候群合併関節リウマチに対して漢方薬を併用した一例
○北原　英幸
市立大町総合病院
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オンデマンド

20 神経・筋疾患

 O-064   治打撲一方が有効と考えられた慢性硬膜下血腫の1例
○清水　幸彦1）、原　一志2）、紺野　衆3）、星川　浩一4）、宮田　美智子4）、大畑　光彦4）、
青木　優子5）、溝部　宏毅5）

1）岩手県立江刺病院、2）盛岡市立病院、3）松園第二病院、4）岩手医科大学附属病院、
5）小金井つるかめクリニック

 O-065   脊髄性筋萎縮症のヌシネルセン髄腔内投与後頭痛に対する五苓散の効果について
○松岡　由里子1,2）、西本　隆3）

1）独立行政法人国立病院機構　大阪刀根山医療センター、
2）大阪大学大学院医学系研究科　生体統御医学　麻酔・集中治療医学教室、
3）医療法人社団岐黄会　西本クリニック

 O-066   Restless Genital Syndromeが疑われた症例に当帰四逆加呉茱萸生姜湯が有効であった二例
○井上　博喜1）、原田　直之1）、牧　俊允1）、吉永　亮1）、矢野　博美1）、久保田　正樹2）、
田原　英一1）

1）飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、2）六本松漢方内科クリニック

 O-067   左半身麻痺脳梗塞に合併した尿意、便意の消失が葛根湯内服で回復した１症例
○高橋　元1,2）、大城　信行3）、岡村　麻子4）、玉野　雅裕3,6）、加藤　士郎3,5,6）

1）介護老人保健施設春秋園、2）牛久愛和総合病院、3）協和中央病院東洋医学センター、
4）かしわの葉レディースクリニックL、5）野木病院、6）筑波大学附属病院

 O-068   群発頭痛の漢方治療
○真鈴川　聡1）、金子　幸夫2）

1）ますずがわ神経内科クリニック、2）金子医院

 O-069   高齢者の睡眠時随伴症に対する桂枝加竜骨牡蛎湯の効果
○玉田　真由美1,2）、上野　眞二2）、村松　慎一2）

1）医療法人深緑会・麻布ミューズクリニック、2）自治医科大学・地域医療学センター・東洋医学部門

 O-070   芍薬を含む漢方薬によりむずむず脚症候群のコントロールが可能であった2症例
○SeungwonKwon1）、Ki-HoCho1）、後藤　博三2）、藤本　誠3）

1）慶照大学韓医学部第二内科教室、2）医療法人財団北聖会北聖病院漢方内科、
3）富山大学附属病院和漢診療科

 O-071   黄耆建中湯と鍼治療で一時改善が得られた筋萎縮性側索硬化症症例
○坪　敏仁
青森慈恵会病院

 O-072   咳嗽に対して滋陰降火湯を投与されたパーキンソン病患者4例の検討
○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-073   ワクチン後の皮膚感覚異常に防已茯苓湯が奏効した一例
○植原　大介1,2）、本城　裕章2,3）、比嘉　研2,4）、佐藤　浩子2）

1）上毛病院、2）群馬大学医学部附属病院　総合診療部、3）新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック、
4）利根中央病院
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 O-074   五苓散無効の慢性硬膜下血腫術後の残存血腫に対し茵陳五苓散が有効であった一例
○大城　信行1）、高橋　元2,3）、岡村　麻子4）、玉野　雅裕1,5）、加藤　士郎1,5,6）

1）協和中央病院東洋医学センター、2）介護老人保健施設春秋園、3）牛久愛和総合病院、
4）かしわの葉レディースクリニックL、5）筑波大学附属病院、6）野木病院

 O-075   大塚敬節の新装版漢方医学における呉茱萸湯の使用目標と国際頭痛分類第3版の片頭痛の記載を
比較する
○光藤　尚1）、溝井　令一1）、磯部　秀之2）

1）埼玉医科大学　脳神経内科、2）埼玉医科大学　東洋医学科

オンデマンド

21 精神・心身医学

 O-076   新型コロナワクチン接種後に出現した心身の症状に柴胡加竜骨牡蛎湯、平胃散の併用が有効で
あった一症例
○石川　利博
いしかわハーブクリニック

 O-077   パニック発作に対する不安症状に温経湯が有効であった一例
○中尾　桂子、川鍋　伊晃、小田口　浩、花輪　壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

 O-078   神経症の高齢者の体幹部の冷えに対して漢方治療が奏功した一例
○中平　圭
祐愛会織田病院　麻酔科

 O-079   ストレスに起因する多汗症に四逆散が有効であった1症例
○玉野　雅裕1,6）、高橋　元2,3）、大城　信行1）、中村　優子6）、小倉　絹子7）、岡村　麻子4）、
加藤　士郎1,5,6）

1）協和中央病院東洋医学センター、2）介護老人保健施設春秋園、3）牛久愛和総合病院、
4）かしわの葉レディースクリニックL、5）野木病院、6）筑波大学附属病院、7）つくばセントラル病院

 O-080   抗精神病薬による遅発性ジストニアに対するボツリヌス療法の効果が延長した加味帰脾湯の一例
○森永　明倫、木村　容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所クリニック

 O-081   半夏厚朴湯単剤では効果が不十分であった咽喉頭異常感症に対し加味帰脾湯を併用することで劇
的に改善した一例
○松野　美幸1）、山崎　武俊2）

1）松野泌尿器科クリニック　ペインクリニック科、2）洛和会音羽リハビリテーション病院

 O-082   中医理論を基にした処方変更で復職が可能となった自律神経失調症の一例
○上田　研1,2）、長瀬　眞彦2,3）、松本　祐磨2,4）

1）武蔵野赤十字病院　総合診療科、2）吉祥寺中医クリニック、3）順天堂大学医学部　医学教育研究室、
4）河北総合病院　耳鼻咽喉科

 O-083   不眠症に対し帰脾湯が無効で加味帰脾湯が有効であった３症例の検討
○宮川　亨平、木村　容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所
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 O-084   心陰虚に対する甘麦大棗湯処方に際してサーモグラム所見が参考になった一例
○坂田　雅浩
国立病院機構福山医療センター

 O-085   重度の体感幻覚症，アパシーに抑肝散加陳皮半夏が有効であったParkinson症候群の1例
○向野　晃弘、渡り　英俊、藤本　誠、貝沼　茂三郎、柴原　直利、嶋田　豊
富山大学附属病院　和漢診療学講座

 O-086   転倒外傷によるコロナ禍の入院中、疼痛と不安から気の昂りがみられた患者に対し、抑肝散加陳
皮半夏が著効し、自宅退院に至った一例
○松本　裕子1）、寺野　友美2）、山岡　傳一郎2）

1）グッドライフ病院　泌尿器科、2）愛媛県立中央病院　漢方内科

 O-087   不眠に対する酸棗仁湯の治療経過を睡眠検査にて評価した一症例
○有馬　菜千枝1,2,3）、勝見　さち代1）、加藤　利奈4）、杉浦　健之3,4）、野尻　俊輔3,5）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、2）名古屋市立大学病院睡眠医療センター、
3）名古屋市立大学病院漢方医学センター、4）名古屋市立大学大学院医学研究科　麻酔科学・集中医療学、
5）名古屋市立大学大学院医学系研究科　消化器代謝内科学

 O-088   リハビリテーション科における漢方の併用療法について　―耳鳴りの２症例―
○及川　欧
旭川医科大学病院リハビリテーション科

オンデマンド

22 小児科疾患

 O-089   強い疲労感のため朝起きられない13歳女児に麻黄附子細辛湯が有効であった一例
○半下石　美佐子1,2）、伊藤　明子1,3）

1）赤坂ファミリークリニック、2）日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック、
3）東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学/健康医療政策学教室

 O-090   電気温鍼への反応から茯苓四逆湯を処方し、登校可能となった一女児例
○上田　晃三1）、伊東　真理2）

1）松山赤十字病院・小児科、2）松山赤十字病院・麻酔科

 O-091   自閉スペクトラム症（ASD）の漢方治療有効例における向精神薬の併用状況
○川嶋　浩一郎1,2）

1）つちうら東口クリニック、2）横浜薬科大学

オンデマンド

23 老年医学

 O-092   小腹不仁と腹部CTでの測定値との相関に関する検討
○龍　興一1）、楊　潔如1）、渡邊　悠紀1）、大橋　範之1,2）、八木　明男2）、島田　博文2）、
森田　智2）、根津　雅彦2）、橋場　則昭1,2）、平崎　能郎1,2）、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）千葉大学医学部附属病院和漢診療科

 O-093   高齢者施設で「死にたい」と漏らす入所者への対応
○櫻井　文明
あおぞら在宅診療所仙台東
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オンデマンド

24 皮膚科疾患

 O-094   半夏厚朴湯が有用であった咽喉頭異常感症の1例
○皆川　智子1,2）、新谷　哲一3）

1）弘前大学医学部皮膚科学講座、2）弘前大学医学部附属病院検査部、3）アラヤ医院

 O-095   難治性皮膚症状・不眠に対して加味帰脾湯が有効であった2例
○岡林　麻子、木村　容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所

 O-096   苓姜朮甘湯で多汗症が改善した1例
○津嶋　伸彦、木村　容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所

 O-097   漢方治療が有効であったと考えられる脱毛症の２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

 O-098   紫雲膏の使用方法の工夫によって褥瘡が治癒できた1例
○一木　昭人1）、矢数　芳英2,7）、班目　有加3）、伊藤　正裕4,7）、渡邉　秀裕5,7）、及川　哲郎6,7）

1）東京医科大学病院臨床検査医学科、2）東京医科大学病院麻酔科、3）東京医科大学病院産科婦人科、
4）東京医科大学人体構造学分野、5）東京医科大学病院感染症科、6）東京医科大学病院総合診療科、
7）東京医科大学病院漢方医学センター

 O-099   難治性蕁麻疹が八味地黄丸で軽快した一症例
○栗原　由美子、原田　佳尚、小林　弘幸
順天堂大学漢方先端臨床医学

 O-100   十味敗毒湯が有効であった酒皶の2例
○上尾　礼子1）、夏秋　優2）

1）関西医大香里病院、2）兵庫医科大学

 O-101   六経皮部の考え方
○龍神　綾子
りゅうじん医院

オンデマンド

25 泌尿器科疾患

 O-102   ハンナ型間質性膀胱炎症例に対する術後維持療法としての清心蓮子飲の有用性について
○大岡　均至1）、千福　貞博2）、三谷　和男3）、秋葉　哲生4）

1）独立行政法人　国立病院機構　神戸医療センター　泌尿器科、2）センプククリニック、
3）三谷ファミリークリニック、4）あきば伝統医学クリニック

 O-103   成人後も続く夜尿症が漢方治療により改善した一例
○玉田　真由美1,2）、渡邉　賀子3）、村松　慎一2）

1）医療法人深緑会・麻布ミューズクリニック、2）自治医科大学・地域医療学センター・東洋医学部門、
3）医療法人祐基会・帯山中央病院
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 O-104   化膿性脊椎炎を伴う複雑性尿路感染症の治療経過に五淋散が寄与したと考えられる一例
○奥野　綾子1）、西森　婦美子2）

1）兵庫県立西宮病院、2）西森なおのてクリニック

 O-105   女性閉経後急性膀胱炎に対する清心蓮子飲の抗菌薬投与期間短縮効果について
○大岡　均至1）、千福　貞博2）、三谷　和男3）、秋葉　哲生4）

1）独立行政法人　国立病院機構　神戸医療センター　泌尿器科、2）センプククリニック、
3）三谷ファミリークリニック、4）あきば伝統医学クリニック

 O-106   間質性膀胱炎モデルラットに対する抑肝散の鎮痛作用と酸化ストレスの関与
○塚田　愛1）、砂川　正隆1）、奥茂　敬恭1,2）、渡辺　大士2,3）、石野　尚吾1,2）、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）昭和大学病院東洋医学科、
3）昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門

 O-107   GSM～閉経関連尿路生殖器症候群～患者の舌診に関する検討第2報
○関口　由紀1,2）

1）女性医療クリニックLUNAネクストステージ、2）横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学講座

オンデマンド

26 産科・婦人科疾患

 O-108   更年期婦人の難治性便秘に漢方治療が奏効した３症例 
～気血水理論と西洋医学的パラメータからの一考察～
○清水　正彦
清水医院

 O-109   重症な子宮内膜症に大黄牡丹皮湯を使用した症例
○井上　亮一
さくらレディースクリニック

 O-110   柴胡桂枝乾姜湯と当帰芍薬散の併用が奏功した月経困難症の1例
○竹内　肇1）、加藤　育民2）

1）名寄市立総合病院　産婦人科、2）旭川医科大学　産婦人科講座

 O-111   簡略更年期指数（SMI）増悪例から検討した女神散の更年期症状への効果の検討
○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-112   子宮内膜症に抑肝散加陳皮半夏と桂枝茯苓丸加ヨクイニンがよく効いた症例
○井上　亮一
さくらレディースクリニック

 O-113   医原性の早発卵巣不全が漢方薬治療で卵巣機能が回復した２症例
○中原　恭子1）、中原　章徳1）、吉本　真奈美1）、楠田　朋代2）

1）医療法人社団女性クリニックラポール、2）香月メディカルクリニック

 O-114   妊婦のむずむず脚症候群に対し漢方薬を用いた13症例
○武田　智幸1）、渡辺　廣昭2）

1）札幌白石産科婦人科病院、2）札幌医科大学麻酔科
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 O-115   過多月経に帰脾湯が奏効した一症例
○下村　貴子1）、矢数　芳英2,3）、班目　有加4）、渡邉　秀裕2,5）、伊藤　正裕2,6）、及川　哲郎2,7）

1）医療法人社団　窪田クリニック、2）東京医科大学病院漢方医学センター、3）東京医科大学病院麻酔科、
4）東京医科大学病院産科婦人科、5）東京医科大学病院感染症科、6）東京医科大学人体構造学分野、
7）東京医科大学病院総合診療科

 O-116   子宮頸部異形成に対し、ヨクイニンが有効であった一例
○田中　秀則1）、島　仁2）、中永　士師明3）

1）御野場たなかレディースクリニック、2）小川内科医院、3）秋田大学

 O-117   ストレスで悪化した更年期症状に対して柴胡桂枝乾姜湯が奏効した一例
○班目　有加1）、矢数　芳英2,5）、一木　昭人3）、伊藤　正裕4,5）、渡邉　秀裕5,6）、及川　哲郎5,7）

1）東京医科大学病院産科婦人科、2）東京医科大学病院麻酔科、3）東京医科大学病院臨床検査医学科、
4）東京医科大学人体構造学分野、5）東京医科大学病院漢方医学センター、6）東京医科大学病院感染症科、
7）東京医科大学病院総合診療科

 O-118   女神散が有効であった産褥精神病の1例
○徳毛　敬三
岡山市立市民病院

 O-119   黄連解毒湯が陣痛発来に有効であった２症例
○山本　伸一1）、水原　浩2,3）、稲葉　健二郎4）、草鹿砥　宗隆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-120   周術期肺水腫に漢方治療（木防已湯加方）が著効した1症例
○福田　功1,2,4）、中田　英之3,4）、草鹿砥　宗隆4）、宮原　桂4,5）、小菅　孝明4）

1）独立行政法人国立病院機構東京病院麻酔科、2）松田母子クリニック、3）泉州統合クリニック、
4）KMG・小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、5）桂元堂薬局

オンデマンド

29 眼科疾患

 O-121   光凝固治療（PC）不適応とされた経過の長い中心性漿液性脈絡膜症（CSC）に対して漢方治療を
行った一症例
○藤東　祥子1）、山本　昇伯2）

1）ふじとう眼科、2）山本眼科

 O-122   漢方治療が奏功したシャルル・ボネ症候群の1症例
○植月　信雄
植月診療所

オンデマンド

30 耳鼻咽喉科疾患

 O-123   睡眠時ブラキシズムに伴う顎顔面痛に対し、抑肝散が奏効した2例
○平澤　一浩1,2）、及川　哲郎2,3）、矢数　芳英2,4）、渡邉　秀裕2,5）、伊藤　正裕2,6）、塚原　清彰7）

1）東京医科大学茨城医療センター耳鼻咽喉科、2）東京医科大学病院漢方医学センター、
3）東京医科大学病院総合診療科、4）東京医科大学病院麻酔科、5）東京医科大学病院感染症科、
6）東京医科大学人体構造学分野、7）東京医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野
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 O-124   五苓散が奏効した耳鳴症の２症例
○林　与志子、松島　由美、山崎　武俊
勝田クリニック

 O-125   咳喘息や慢性上咽頭炎に対する漢方治療
○小林　瑞
フォレスト呼吸器内科クリニック町田

 O-126   副鼻腔炎術後の顔面痛に対して八味地黄丸が有効であった2症例
○松本　祐磨1）、長瀬　眞彦2,3）、上田　研2,4）

1）河北総合病院　耳鼻咽喉科、2）吉祥寺中医クリニック、3）順天堂大学医学部　医学教育研究室、
4）武蔵野赤十字病院　総合診療科

 O-127   睡眠障害を来たす耳鳴に漢方治療が奏功した一例
○中村　雅生
なかむら漢方内科

 O-128   嚥下困難感に対し黄連解毒湯が有効であった一例
○堀田　沙矢香、萩原　圭祐
大阪大学大学院医学系研究科　先進融合医学共同研究講座

 O-129   咽喉頭異常感症に対する漢方治療の検討
○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）広島大学病院総合内科・総合診療科漢方診療センター

 O-130   半夏瀉心湯がアフタ性口内炎とともに鼻症状にも奏功した透析患者の1症例
○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

 O-131   五苓散が著効した特発性ファーストバイト症候群の1例
○岡安　唯1）、三谷　和男2,3）

1）奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科、2）奈良県立医科大学大和漢方医学薬学センター、
3）三谷ファミリークリニック

オンデマンド

31 疼痛疾患

 O-132   10年間毎冬手指の疼痛に耐え続けていた強皮症に対して漢方治療が著効した１例
○松岡　竜也1）、岡村　麻子2,3）、加藤　士郎4）、島袋　剛二1）

1）土浦協同病院産婦人科、2）柏の葉レディースクリニック、3）東邦大学薬学部、
4）筑波大学附属病院総合診療科

 O-133   難治性慢性疼痛に対し白姜蚕加味にて効果をみとめた4症例
○水嶋　丈雄、宮島　英子
水嶋クリニック

 O-134   腰椎圧迫骨折による慢性疼痛に温経湯が奏功した1例
○原田　直之、牧　俊允、吉永　亮、井上　博喜、矢野　博美、田原　英一
飯塚病院東洋医学センター漢方診療科

 O-135   30年来の帯状疱疹後神経痛に対し茯苓四逆湯を投与し効果的であった一例
○三橋　成輝、石毛　達也、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
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 O-136   胸椎前嚢胞を伴う線維筋痛症の1症例
○黒木　悟、孫　基然
黒木眼科医院

 O-137   新型コロナワクチン接種後に発症した痛覚変調性疼痛に対して補中益気湯が奏功した１症例
○竹村　佳記1）、貝沼　茂三郎2）、嶋田　豊3）

1）富山大学附属病院麻酔科、2）富山大学附属病院和漢診療科、3）富山大学医学部和漢診療学講座

 O-138   西洋医学的には難治であったしびれと痛みに補陰湯が奏功した一例 
○中村　繭子1,2）、平崎　能郎2）、並木　隆雄2）

1）東京都保健医療公社荏原病院、2）千葉大学医学部附属病院和漢診療科

 O-139   全身性強皮症患者に生じた下腿痛と皮膚病変に対して漢方薬の併用が有効であった1例
○加藤　利奈1,2）、杉浦　健之1,2）、有馬　菜千枝3,4）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科　麻酔科学・集中治療医学分野、
2）名古屋市立大学病院　いたみセンター、3）名古屋市立大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、
4）名古屋市立大学病院　漢方医学センター

 O-140   漢方専門外来での疼痛疾患の実際
○折茂　香織1,2）、上野　裕美1）、諸原　清香1）、濱田　耕介1）、渡辺　廣昭1）、竹田　眞1,3）、
山蔭　道明1）

1）札幌医科大学、2）羊ヶ丘病院、3）竹田眼科

 O-141   前腕のしびれに対し五積散が奏効した一例
○佐藤　泰昌
岐阜県総合医療センター産婦人科・東洋医学科

 O-142   漢方外来開設から現在までに漢方治療を行った帯状疱疹関連痛症例の検討
○上野　裕美1）、折茂　香織1）、諸原　清香1）、濱田　耕介1）、渡辺　廣昭1）、竹田　眞2）、
山蔭　道明1）

1）札幌医科大学　麻酔科、2）竹田眼科

 O-143   手足の指の痛みとしびれに対し漢方薬が奏効した1症例
○杉本　真理子、關山　裕詩
帝京大学医学部附属病院麻酔科・ペインクリニック科

 O-144   腰椎椎間板ヘルニアによる下肢症状に対して漢方が著効した1症例
○佐野　博昭、間嶋　望
大阪医科薬科大学

 O-145   電撃痛を伴う神経障害性疼痛に対する七物降下湯の応用
○藤井　知昭
北海道大学病院麻酔科

オンデマンド

32 歯科・口腔外科疾患

 O-146   難治性の再発性アフタ性口内炎に四逆散が著効した１例
○安田　卓史1）、矢数　芳英2,3）、福井　秀公3）、池畑　美紀子1）、及川　哲郎2,4）、近津　大地1）

1）東京医科大学口腔外科学分野、2）東京医科大学病院漢方医学センター、3）東京医科大学麻酔科学分野、
4）東京医科大学総合診療医学分野
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 O-147   更年期以降の女性の舌痛症に対する漢方薬の効果－慢性疼痛として骨盤痛、外陰痛と相通じるも
のがあるか？
○塩田　敦子1）、山本　健太2）、中條　浩介3）、金西　賢治2）

1）香川大学　医学部　健康科学、2）香川大学　医学部　母子科、3）香川大学　医学部　麻酔科

 O-148   腎虚のうつ病患者に舌痛症が併発した症例に対し牛車腎気丸が奏効した1例
○平良　賢周、三浦　和仁、新井　絵理、山崎　裕
北海道大学大学院歯学研究院　口腔健康科学分野　高齢者歯科学教室

オンデマンド

33 教育

 O-149   医学部における漢方医学教育のコマ数に対する学生の認識
○小田口　浩1,2,3）、若杉　安希乃1）、関根　麻理子1）、伊東　秀憲1）、石毛　達也1）

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、
3）北里大学大学院医療系研究科

 O-150   旭川医科大学の漢方処方量の推移　～2010年度から2020年度まで～
○佐藤　泉1）、長谷部　拓夢2）、間宮　敬子3）、加藤　育民4）

1）旭川医科大学　麻酔・蘇生学講座、2）旭川医科大学　消化器内科、
3）信州大学医学部附属病院　信州がんセンター緩和部門、4）旭川医科大学　産婦人科学講座

 O-151   ペインクリニック講義における東洋医学に対する学生の関心・印象について
○古井　郁恵
東京女子医科大学麻酔科学教室

 O-152   地方大学病院における小児外科医の漢方治療の実際　 
～指導医不在前後の変化についてのアンケート調査～
○升井　大介1）、坂本　早季1）、橋詰　直樹1）、七種　伸行1）、石井　信二1）、深堀　優1）、
八木　実2）、惠紙　英昭3）

1）久留米大学外科学講座　小児外科部門、2）鶴岡市立荘内病院、
3）久留米大学医療センター　先進漢方治療センター

 O-153   看護師の漢方医学への関心度と自身の健康状況および健康意識との関連性に関する研究（第２報）
○宮田　潤子1,2）、貝沼　茂三郎3）、金岡　麻希4）、近藤　琢也2）、入江　敬子2）、田尻　達郎2）

1）九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野、2）九州大学大学院医学研究院小児外科学分野、
3）富山大学附属病院和漢診療科、4）宮崎大学医学部看護学科

 O-154   山梨大学漢方塾の腹診脈診実技講座の変遷と工夫
○鶴田　統子
甲府共立病院

 O-155   中国の「中医看護学」の現状と日本の在宅看護分野における展望
○崔　衣林1,2,3,4,5）

1）特定非営利活動法人日本中医薬人材育成協会、2）中国天龍堂中医クリニック、
3）日本天龍堂はりきゅう院、4）天津中医薬大学日本校、5）神戸東洋医療学院

 O-156   中国中医教育の現状と問題点
○崔　衣林1,2,3,4,5）

1）特定非営利活動法人日本中医薬人材育成協会、2）中国天龍堂中医クリニック、
3）日本天龍堂はりきゅう院、4）天津中医薬大学日本校、5）神戸東洋医療学院

一
般
演
題 

 （
口
演
発
表
）



42 Kampo Medicine

一般演題（口演発表）プログラム
Kampo Medicine

オンデマンド

34 基礎研究

 O-157   ヒト鼻腔粘膜上皮初代培養細胞へのインフルエンザウイルス感染に対する麻黄湯の効果に関する研究
○菊地　章子、齊藤　奈津美、高山　真、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-158   ヒト鼻腔粘膜上皮細胞を用いた葛根湯のライノウイルス感染におけるサイトカイン産生抑制効果
に関する研究
○齊藤　奈津美、菊地　章子、高山　真、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-159   神経系細胞であるPC-12細胞において歯周病菌由来LPSによるKCC2減少は加味逍遙散と加味帰
脾湯により回復する
○富田　和男、松本　卓也、五十嵐　健人、佐藤　友昭
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科応用薬理学分野

オンデマンド

35 疫学、臨床統計

 O-160   嗅覚障害に対する漢方薬の有効性および安全性についての後方視的研究
○伊東　秀憲1,2）、花輪　壽彦1）、小田口　浩1）

1）北里大学東洋医学総合研究所漢方診療部、2）北里大学東洋医学総合研究所鍼灸診療部

 O-161   JMDC Claims Databaseを用いた産前産後の女性への漢方製剤の処方
○鈴木　聡子、有田　龍太郎、大澤　稔、菊地　章子、高山　真、石井　正
東北大学病院

 O-162   漢方治療の有用性の評価：QOLに及ぼす影響について
○小野　理恵、菊地　章子、有田　龍太郎、高山　真、金子　聡一郎、齊藤　奈津美、
鈴木　聡子、清水　雅行、永田　真一、大澤　稔、神谷　哲治、石井　正

東北大学病院漢方内科

 O-163   更年期女性の虚実の変化 
－虚実判定における基本属性とホルモン比較－
○後藤　由佳1,2）、中村　祐子1）、勅使川原　早苗1）、関　典子1）、住谷　順子1）、河原　一仁3）、
奥田　博之1）

1）一般社団法人　予防医療・漢方医療会　　女性と家族のクリニック、
2）岡山大学大学院　保健学研究科、3）かわはら外科整形外科

 O-164   漢方薬処方の実態調査報告　当院高度救命救急センターの実際
○熊田　恵介1）、佐藤　泰昌2）、松本　淳3）、内藤　順子3）、岡田　英志1）、小倉　真治1）

1）岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター　医療安全管理室、
2）岐阜県総合医療センター　東洋医学科、3）岐阜大学大学院医学系研究科　循環器内科学

 O-165   健康保険組合における漢方薬の処方の特徴～処方ランキング上位5位の動向から～
○長浜　誉佳
人文社会医学総合研究所
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 O-166   コロナ禍における院内職員に対する漢方外来受診の勧めの試み
○矢野　博美1）、原田　直之1）、牧　俊允1）、吉永　亮1）、井上　博喜1）、久保田　正樹2）、
田原　英一1）

1）飯塚病院東洋医学センター漢方診療科、2）六本松漢方内科クリニック

 O-167   大学病院漢方内科患者におけるうつ・不安スコアの変化の検討
○永田　真一1,2）、菊地　章子1）、金子　聡一郎1）、小野　理恵1）、鈴木　聡子1）、清水　雅行1）、
小島　三千代1）、佐々木　浩代1）、有田　龍太郎1）、齊藤　奈津美1）、沼田　健裕1）、
大澤　稔1）、高山　真1）、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）若宮病院

オンデマンド

36 副作用・医療安全

 O-168   桂枝加朮附湯投薬後に多発性肺結節陰影が見つかり、投薬中止後に陰影が消失した一例
○高山　真、菊地　章子、石井　正
東北大学病院

 O-169   漢方製剤の副作用による健康被害の実態調査～医薬品副作用被害救済制度より～
○関根　麻理子、若杉　安希乃、小田口　浩
北里大学東洋医学総合研究所EBMセンター

オンデマンド

37 医療経済

 O-170   がんで死亡した患者の残薬に関する前向き観察研究 漢方エキス製剤に関する付帯研究
○大前　隆仁
市立芦屋病院

オンデマンド

38 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

 O-171   新型コロナウイルス感染症（COVID-19）デルタ株疑い例に対するオンライン診療の経験   
柴葛解肌湯加減法を用いた３例の有効例
○長瀬　眞彦1,2）、上田　研1,3）、松本　祐磨1,4）

1）吉祥寺中医クリニック、2）順天堂大学医学部　医学教育研究室、3）武蔵野赤十字病院　総合診療科、
4）河北総合病院　耳鼻咽喉科

 O-172   新型コロナウイルス感染による嗅覚障害に対して麗沢通気湯を投与した症例の検討
○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-173   新型コロナウイルス感染症後の遷延性咳嗽に射干麻黄湯が奏効した一例
○川鍋　伊晃、花輪　壽彦、小田口　浩
北里大学東洋医学総合研究所

 O-174   発症時より漢方治療を行った嗅覚障害を伴うCOVID-19の母子例
○大谷　かほり、木村　容子
東京女子医科大学付属東洋医学研究所

一
般
演
題 

 （
口
演
発
表
）



44 Kampo Medicine

一般演題（口演発表）プログラム
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 O-175   Long COVIDによる嗅覚・味覚障害に対して迎香穴を併用した鍼治療が奏功した一例
○森田　智1）、内原　拓宗1）、大橋　範之1）、龍　興一1）、渡邊　悠紀2）、八木　明男1）、
島田　博文1）、根津　雅彦1）、平崎　能郎1,2）、並木　隆雄1,2）

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

 O-176   コロナ後遺症に対する当院の取り組み
○保刈　岳雄
守成会広瀬病院

 O-177   新型コロナウイルス感染症（COVID-19）罹患後の著明な全身倦怠感を中心とした諸症状に対し
て漢方治療を行い職場復帰できた1例
○吉永　亮、原田　直之、牧　俊允、井上　博喜、矢野　博美、田原　英一
飯塚病院東洋医学センター漢方診療科

 O-178   「新型コロナワクチン接種後の不調」で紹介され、漢方薬が奏効した4例
○山口　佳子1,2）、及川　哲郎2,3）、矢数　芳英3,4）、平山　陽示2）

1）東京医科大学八王子医療センター　総合診療科、2）東京医科大学病院　総合診療科、
3）東京医科大学病院　漢方医学センター、4）東京医科大学病院　麻酔科

 O-179   重症COVID-19肺炎後の呼吸状態の安定と人工呼吸離脱に鍼治療の併用が有用であった1症例
○松本　淳1）、岡田　英志2,3）、熊田　恵介3）、内藤　順子1）、宮崎　渚1,4）、吉田　省造3,5）、
小倉　真治2,3）、大倉　宏之1）

1）岐阜大学大学院医学系研究科　循環器内科学、2）岐阜大学大学院医学系研究科　救急災害医学、
3）岐阜大学附属病院　高度救命救急センター、4）朝日大学歯学部総合医科学講座　内科学分野、
5）岐阜大学大学院医学系研究科　虐待に関する救急医学講座

 O-180   東北大学病院のCOVID-19軽症者等宿泊療養施設往診における初診患者の特徴と処方傾向
○有田　龍太郎、高山　真、小野　理恵、菊地　章子、大澤　稔、齊藤　奈津美、
金子　聡一郎、村上　慶泰、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-181   第5波デルタ株による新型コロナウイルス感染症20例の漢方治療報告
○許　志泉
富士堂漢方医学研究所

 O-182   COVID-19入院患者に対する漢方治療の効果
○大瀬　綾子
中東遠総合医療センター

 O-183   COVID-19感染病棟における漢方薬の使用例の検討 
―とくに第5波以後について、第1波～第4波までとの比較を交えて―
○丹村　敏則
JA愛知厚生連知多厚生病院　内科

 O-184   Long COVIDへの東洋医学の運用
○山岡　傳一郎
愛媛県立中央病院

 O-185   COVID-19後遺症に対して漢方医学的治療をおこなった２例
○本城　裕章1）、比嘉　研2,3）、植原　大介2,4）、佐藤　真人2,5）、佐藤　浩子2）

1）新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック、2）群馬大学医学部附属病院総合診療部、3）利根中央病院、
4）上毛病院、5）群栄会田中病院
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オンデマンド

39 その他

 O-186   気象病の症状が軽減した２症例
○中田　薫
中田医院中国医学研究所

 O-187   COVID-19を対象とした多施設共同研究（観察研究+RCT研究）研究事務局の取り組みと課題
○桑原　安輝子1）、高山　真1）、有田　龍太郎2）、小野　理恵1）、齊藤　奈津美1）、鈴木　聡子1）、
大澤　稔2）、菊地　章子2）、石井　正1）

1）東北大学病院総合地域医療教育支援部、2）東北大学大学院医学系研究科漢方・統合医療学共同研究講座

 O-188   動揺病（3Dゲーム）と気象病に五苓散が効いた一例
○吉田　未央1）、新谷　朋子2）、竹田　眞3）

1）札幌山の上病院、2）とも耳鼻科クリニック、3）竹田眼科
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第3回「東洋医学」研究会・サークル交流プログラム
Kampo Medicine

5月29日（日）     9：00～12：00     第5会場

 ST-1   「医療系学生向け漢方・薬膳検定」の事業成立可能性および波及効果についての実践的な調査研究
○仁位　清丸、小川　令、上田　峻輔、室　樹、吉岡　真央、加藤　育明
旭川医科大学

 ST-2   若年者における睡眠障害と気血水の状態の関連性
○黒田　花音、鳥居　拓己、山本　海聖、戸田　壮太郎、島田　琉海
北海道大学東洋医学研究会

 ST-3   成熟期の女性における月経前症候群の東洋医学的病態の分布
○津村　佳生1）、友岡　清秀2）、謝敷　裕美3）、吉田　大悟1）、西村　陽1）

1）順天堂大学医学部医学科、2）順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座、
3）順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座

 ST-4   生薬の香りが心理状態と計算力に与える影響の検討:アロマセラピーを例に
○渡邉　萌音1）、和田　一真1）、大用　凌太郎1）、佐々木　拓哉1）、富田　潤1）、本望　寛人1）、
畝田　一司1,2）、久島　達也1,3）

1）横浜市立大学東洋医学研究会、2）福島県立医科大学　会津医療センター　漢方医学講座、
3）帝京平成大学　ヒューマンケア学部　鍼灸学科

 ST-5   有害事象自発報告データベース（JADER）を用いた山梔子含有漢方製剤による腸間膜静脈硬化症
のリスクファクターについて
○西川　和男1）、大久保　亮介1）、深沢　智輝2）、勝呂　夏子1）、坪井　真理子1）、飯塚　徹1）、
喩　静1）

1）横浜薬科大学漢方薬学科、2）甲府共立病院


