
登録番号 カテゴリー第1選択 演題名
10002 疼痛疾患 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
10003 疫学、臨床統計 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
10005 学術教育委員会企画 「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
10006 鍼灸 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
10007 産科・婦人科疾患 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～
10008 生薬 漢方エキスの補血作用に及ぼす鉄とリンの影響
10009 漢方処方・湯液・服薬指導 呑気症に半夏厚朴湯が著効した2症例
10010 精神・心身医学 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
10011 疼痛疾患 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
10012 小児科疾患 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
10013 呼吸器疾患 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）
10014 疼痛疾患 腰椎圧迫骨折による慢性疼痛に温経湯が奏功した1例
10015 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）デルタ株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

10016 耳鼻咽喉科疾患 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
10017 副作用・医療安全 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
10018 産科・婦人科疾患 重症な子宮内膜症に大黄牡丹皮湯を使った10例
10019 皮膚科疾患 半夏厚朴湯が有用であった咽喉頭異常感症の1例
10020 疼痛疾患 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
10021 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
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

10022 漢方処方・湯液・服薬指導 梔子し湯を処方した6症例の検討
10023 漢方処方・湯液・服薬指導 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
10024 疫学、臨床統計 JMDC Claims Databaseを用いた産前産後の女性への漢方製剤の処方
10025 生薬 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
10026 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
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



登録番号 カテゴリー第1選択 演題名
10027 副作用・医療安全 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～
10028 精神・心身医学 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
10029 鍼灸 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
10030 鍼灸 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
10031 消化器・肝胆膵疾患 数年来の悪心に十全大補湯が有効であった一例
10033 鍼灸 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
10034 疼痛疾患 胸椎前嚢胞を伴う線維筋痛症の1症例
10035 疫学、臨床統計 漢方治療の有用性の評価：QOLに及ぼす影響について
10036 産科・婦人科疾患 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
10037 疼痛疾患 六経皮部の考え方
10038 疫学、臨床統計 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－
10039 教育 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
10040 皮膚科疾患 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
10041 基礎研究 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
10042 神経・筋疾患 治打撲一方が有効と考えられた慢性硬膜下血腫の1例
10043 精神・心身医学 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
10044 鍼灸 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―
10045 鍼灸 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
10046 産科・婦人科疾患 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
10047 消化器・肝胆膵疾患 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
10048 精神・心身医学 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
10049 耳鼻咽喉科疾患 五苓散が奏効した耳鳴症の２症例
10050 神経・筋疾患 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
10051 神経・筋疾患 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
10052 精神・心身医学 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
10053 伝統医学的病態 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



登録番号 カテゴリー第1選択 演題名
10054 皮膚科疾患 苓姜朮甘湯で多汗症が改善した1例
10055 伝統医学的病態  若年男子の慢性の冷えに桂枝茯苓丸が奏功した一例
10057 呼吸器疾患 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
10058 悪性腫瘍 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
10059 膠原病及び類縁疾患 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
10060 教育 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～
10061 学術教育委員会企画 若年者における睡眠障害と気血水の状態の関連性
10062 歯科・口腔外科疾患 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
10063 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
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

10064 耳鼻咽喉科疾患 咳喘息や慢性上咽頭炎に対する漢方治療
10065 漢方処方・湯液・服薬指導 メニエール病に対する漢方治療
10066 医学史 先秦両漢の思想書における「虚実」の使用方法
10067 神経・筋疾患 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
10068 神経・筋疾患 群発頭痛の漢方治療
10069 小児科疾患 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。
10070 皮膚科疾患 漢方治療が有効であったと考えられる脱毛症の２例
10071 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
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

10072 悪性腫瘍 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
10073 呼吸器疾患 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
10074 医学史 和田東郭口授本と有持桂里の医学書の関係　―『百疢一貫』『東郭先生方輿並記聞』を中心に
10075 産科・婦人科疾患 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１１症例
10076 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
コロナ後遺症に対する当院の取り組み

10077 新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）

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



登録番号 カテゴリー第1選択 演題名
10078 薬理 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
10079 神経・筋疾患 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
10080 泌尿器科疾患 成人後も続く夜尿症が漢方治療により改善した一例
10081 神経・筋疾患 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
10082 疫学、臨床統計 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
10083 疼痛疾患 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
10084 医学史 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
10086 産科・婦人科疾患 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
10087 疫学、臨床統計 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～
10088 漢方処方・湯液・服薬指導 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
10089 漢方処方・湯液・服薬指導 繰り返す感染から乳幼児を守る～板藍根の有用性～
10090 鍼灸 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
10091 呼吸器疾患 気管支喘息における神秘湯著効例の検討
10092 精神・心身医学 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
10093 産科・婦人科疾患 妊婦のむずむず脚症候群に対し漢方薬を用いた13症例
10094 疼痛疾患 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
10095 生薬 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
10096 その他 気象病の症状が軽減した２症例
10097 生薬 個展における麻黄修治の意義の検討（第３報）
10098 薬理 麻黄湯が微小循環へ及ぼす影響のライブイメージング
10099 疫学、臨床統計 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
10100 伝統医学的診断 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
10101 産科・婦人科疾患 過多月経に帰脾湯が奏効した一症例
10102 鍼灸 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‐
10103 神経・筋疾患 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
10104 疼痛疾患 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



登録番号 カテゴリー第1選択 演題名
10106 循環器疾患 超高齢の重症心不全に漢方治療が有効であった一例
10107 漢方処方・湯液・服薬指導 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
10108 感染症（新型コロナウイルス感

染症は除く）
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－

10109 内分泌・代謝疾患 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
10110 悪性腫瘍 緩和期に生じた硬膜下血種（水腫）に対する五苓散の効果
10111 医学史 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
10112 耳鼻咽喉科疾患 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
10113 悪性腫瘍 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
10114 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
「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

10115 疼痛疾患 前腕のしびれに対し五積散が奏効した一例
10116 産科・婦人科疾患 子宮頸部異形成に対し、ヨクイニンが有効であった一例
10117 神経・筋疾患 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
10118 伝統医学的病態 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
10119 疼痛疾患 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
10120 循環器疾患 八味地黄丸により顕著な利尿を認めた１例
10121 眼科疾患 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
10122 医療経済 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
10123 歯科・口腔外科疾患 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？
10124 産科・婦人科疾患 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
10125 教育 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
10127  鍼灸 承霊への施灸により直後効果を認めた2症例
10128 基礎研究 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
10129 学術教育委員会企画 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
10130 老年医学 小腹不仁と腹部CTでの測定値との相関に関する検討
10131 生薬 難病・難症に対するフアイア加味方の使い方



登録番号 カテゴリー第1選択 演題名
10132 学術教育委員会企画 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
10133 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
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

10134 漢方処方・湯液・服薬指導 漢方エキス製剤合方の臨床応用(第３報)
10135 精神・心身医学 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
10136 耳鼻咽喉科疾患 睡眠障害を来たす耳鳴に漢方治療が奏功した一例
10137 医学史 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
10138 精神・心身医学 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
10139 泌尿器科疾患 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
10140 産科・婦人科疾患 女神散が有効であった産褥精神病の1例
10141 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
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

10142 教育 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～
10143 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
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

10144 伝統医学的診断 気血水を統べるもの、経脈診断の重要性
10146 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
COVID-19入院患者に対する漢方治療の効果

10147 悪性腫瘍 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
10148 伝統医学的治療 肛門痛に当帰四逆加呉茱萸生姜湯加減が奏功した一例
10149 泌尿器科疾患 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
10150 疼痛疾患 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
10151 疫学、臨床統計 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
10152 鍼灸 医学部5年生の鍼灸に対する実習前アンケートの分析
10153 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
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ー

10154 産科・婦人科疾患 黄連解毒湯が陣痛発来に有効であった２症例
10155 教育 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）



登録番号 カテゴリー第1選択 演題名
10156 精神・心身医学 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
10157 悪性腫瘍 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
10158 消化器・肝胆膵疾患 漢方方剤を用いたHelicobacter pylori感染症の治療経験
10159 疼痛疾患 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
10160 皮膚科疾患 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
10161 耳鼻咽喉科疾患 嚥下困難感に対し黄連解毒湯が有効であった一例
10162 血液疾患 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
10163 耳鼻咽喉科疾患 咽喉頭異常感症に対する漢方治療の検討
10164 耳鼻咽喉科疾患 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
10166 血液疾患 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
10167 神経・筋疾患 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
10168 産科・婦人科疾患 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
10170 老年医学 高齢者施設で「死にたい」と漏らす入所者への対応
10171 免疫・アレルギー疾患 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
10172 耳鼻咽喉科疾患 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
10173 伝統医学的診断 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～
10174 教育 山梨大学漢方塾の腹診脈診実技講座の変遷と工夫
10175 泌尿器科疾患 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
10176 基礎研究 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
10177 内分泌・代謝疾患 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
10178 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
Long COVIDへの東洋医学の運用

10179 皮膚科疾患 難治性蕁麻疹が八味地黄丸で軽快した一症例
10180 血液疾患 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
10182 眼科疾患 漢方治療が奏功したシャルル・ボネ症候群の1症例
10183 医学史 『勿誤薬室方函口訣』に引用された『療治経験筆記』
10184 精神・心身医学 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



登録番号 カテゴリー第1選択 演題名
10185 その他 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
10186 教育 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
10187 教育 中国中医教育の現状と問題点
10189 神経・筋疾患 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
10190 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）
COVID-19後遺症に対して漢方医学的治療をおこなった２例

10191 学術教育委員会企画 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
10193 歯科・口腔外科疾患 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
10194 精神・心身医学 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
10195 消化器・肝胆膵疾患 四逆散が有効であった腹部症状の３症例の検討
10196 神経・筋疾患 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
10197 精神・心身医学 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
10198 その他 動揺病（3Dゲーム）と気象病に五苓散が効いた一例
10199 泌尿器科疾患 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
10200 伝統医学的治療 難治性吃逆に奏効した呉茱萸湯：作用機序の考察．
10202 疼痛疾患 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
10203 皮膚科疾患 十味敗毒湯が有効であった酒皶の2例
10204 精神・心身医学 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―


