
日本東洋医学会関東甲信越支部栃木県部会学術報告

第1回学術集会

日時：平成4年9月13日（日）午後1時～6時30分

場所：国立栃木病院　地域医療研修センター

一般演題

第1群　座長：原田　一哉

1．排卵障害と妊娠中の骨盤周囲の痛みに対する漢方療法

○柏渕　成一（かしわぶち産婦人科）

2．補中益気湯が奏効した腹部大動脈癌破裂術後の1例

○木多　秀彰、宮田　秀夫、冨田　利夫、佐藤　直毅、門馬　公経、田島　芳雄

（猫協医大　第二外科）

第2群　座長：北島　敏光

3．当院における慢性疾患と漢方治療の傾向

○戸村　光宏（戸村医院）

4．牛車腎気丸と神経ブロックにより治癒した慢性片頭痛の1症例

○粕田　晴之（自治医大　麻酔科）

5．柴朴湯が著効を示したと思われる気管支喘息の1例

一特に使用前後の入院歴の比較検討一

〇川畑　勉、植田　高弘（県南総合病院　小児科）

教育講演

座長：村井　敬爾

1．「耳鼻咽喉科領域における漢方療法」

座長：石崎　達

2．「足利学校における医学教育」

座長：山内　浩

3．「漢方薬の薬理」

鎌田　慶市郎　先生

日本東洋医学会千葉県部会委員

菊地　　卓　先生

足利女子高等学校教諭、足利市文化財専門委員

油田　正樹　先生

㈱ツムラ　第一企画開発本部

第2回学術集会

日時：平成5年9月12日（日）午後1時～6時30分

場所：宇都宮市夜間休日診療所

－16－



一般演題

第1群　座長：近渾　幸嗣邸

1．腰痛に対する漢方療法

○北島　敏光（猫協医大　第一麻酔科）

2．感染症疾患に対する“柴胡剤”の効果

○粕田　晴之、斎藤　仁、福田　博一、清水　礼寿（自治医大　麻酔科）

3．重症感染症（成人水痘、帯状癌疹）に対する“人参養栄湯”の検討

○関口　直男、大塚　俊（国立栃木病院　皮膚科）

4．精神科領域の漢方療法一肝気鬱結：疏肝解鬱一

〇手塚　隆夫（一番町クリニック）

飯森　眞富雄、清水　宗夫（東京医大　精神医学教室）

5．内臓疾患と診断されやすい筋骨格系の異常

○原田　一哉（神鳥谷クリニック）

第2群　座長：関口　直男

6．当院の外来患者の漢方薬の使用状況一第2報一

〇長田　浩一（長田クリニック）

7．老人性疾患に対する漢方療法の1例

○石塚　孝夫（医療法人　石塚産婦人科）

8．漢方療法と体外受精を併用して妊娠に成功した重症乏精子症の1例

○近渾　幸嗣邸（ちかぎわレディースクリニック）

9．“小建中湯”の1例

○戸村　光宏（戸村医院）

10．日本の古文書における民間療法

〇日野原　正（猫協医大　気管食道科）

教育講演

座長：北畠　敏光

1．「栃木県における鍼灸の現状」

座長：日野原　正

2．「喘息と漢方」

第3回学術集会

日時：平成6年9月11日（日）午後1時～6時30分

場所：国立栃木病院　地域医療研修センター
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中川　　節　先生

栃木県鍼灸師会副会長

牧野　荘平　先生

猫協医大アレルギー内科教授



一般演題

第1群　座長：北島　敏光

1．頻回手術に伴う慢性痺痛・しびれ感に対し疎経活血湯を処方した1例

○鈴木　圭子、北島　敏光（猫協医大　第一麻酔科）

2．著名な足のほてり（煩熱）に加味迫遥散が有効であった1例

○羽生　修治、村松　慎一（自治医大　神経内科）

3．機能性便秘症に対する漢方療法

○北島　敏光、鈴木　圭子（猫協医大　第一麻酔科）

第2群　座長：原田　一哉

4．高血圧における漢方治療の意義

○戸村　光宏（戸村医院）

5．周期性嘔吐症に対する五苓散の予防的内服の検討

○川畑　勉、寺嶋真理子（県南総合病院　小児科）

6．当科における漢方治療の現況について

○関口　直男、藤原　景子（国立栃木病院　皮膚科）

第3群　座長：近渾　幸嗣郎

7．難聴・耳嶋に対する漢方療法の一知見

○金子　達（金子耳鼻咽喉科・昭和大学耳鼻咽喉科）

8．小児反復性単純ヘルペスに柴胡剤が有効であった1例

○石塚　孝夫（医療法人　石塚産婦人科）

9．子宮筋腫に対する八味地黄丸の投与効果

○大塚　進（濁協医大　産科婦人科）

10．6歳男児難聴の針治療の成果

○長田　浩一（長田クリニック）

教育講演

座長：日野原　正

1．「明代医書の現代漢方への影響について」

2．「漢方製剤の副作用について」

第4回学術集会

稲木　一元　先生

日本漢方医学研究所附属渋谷診療所副所長

代田　文彦　先生

東京女子医科大学附属東洋医学研究所教授

日時：平成7年9月10日（日）午後1時～6時30分

場所：国立栃木病院　地域医療研修センター
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一般演題

第1群　座長：近渾　幸嗣邸

1．猫協医科大学東洋医学研究会における活動報告

一医学生の目から見た東洋医学一

〇糸岐　一茂、高橋　渉、田坂登司博、木村　直子、河村美紀子

（猫協医大　東洋医学研究会）

2．アレルギー性鼻炎における東洋医学的問診の検討

○金子　達（金子耳鼻咽喉科、昭和大学耳鼻科）

久住　武、村田　博明、山内　恵子（昭和大リハビリ科）

遠田　香（筑波大学理学療法科）

3．当院ペインクリニック外来における漢方処方のための問診表について

○鈴木　圭子、北島　敏光（猫協医大　第一麻酔科）

4．当科における使用方剤の検討

○川畑　勉、津田　晃男（県南総合病院　小児科）

第2群　座長：村井　敬爾

5．皮膚科領域における紫雲暫治療の臨床的有用性（続報）

○関口　直男、平林　昌子、桜井　直樹（国立栃木病院　皮膚科）

6．アトピー性皮膚炎に対する長期漢方療法の1例

○石塚孝夫（那須郡　医療法人石塚産婦人科）

7．慢性疲労症候群（CSF）に対する補中益気湯の使用経験

○手塚　隆夫（宇都宮市　一番町クリニック）

飯森裏書雄（東京医大　精神医学教室）

8．下腹部痛・腰下肢痛に当帰四逆加呉莱粟生妻湯の著効した1例

○北島　敏光、鈴木　圭子（猫協医大　第一麻酔科）

第3群　座長：関口　直男

9．葛根湯の抗ウイルス効果について

－バイ・ディジタル0リングテストによる評価一

〇原田　一哉（小山市　神鳥谷クリニック）

10．気管切開症例のMRSA感染に対する漢方製剤の使用経験

○平林　秀樹、大垣　治幸、越井　健司、宇野　浩平、藤沢　勉

生野　登、平林　敬之、日野原　正（猫協医大　気管食道科）

11．乙字湯の向精神薬的効果

○戸村光宏（塩谷町　戸村医院）

12．味覚障害に対する漢方治療の応用

○粕田暗之（自治医大　麻酔科）
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教育講演

座長：日野原　正

1．「不眠の漢方治療」

座長：北島　敏光

2．「漢方治療における生薬について」

第5回学術集会

杵渕　　彰　先生

日中友好会館クリニック所長

小菅　敏雄　先生

佐野厚生総合病院薬局長

日時：平成8年9月8日（日）午後1時～6時30分

場所：国立栃木病院　地域医療研修センター

一般演題

第1群　座長：関口　直男

1．成人型アトピー性皮膚炎に対する当帰飲子合黄連解毒湯加減

の有用性について（第2報）

○山内　浩、大木　英二、国府　正英、高田　尚子、戸村　光宏、手塚　隆夫

篠崎　尚哉、永野　稔（都立大久保病院東洋医学科、宇都宮漢方懇話会）

2．当帰飲子の著効した老人性皮膚掻梓症の1例

○北島　敏光、鈴木　圭子（猫協医大　第一麻酔科）

3．帯状癌疹に対する柴苓湯治療についての検討

○関口　直男、平林　昌子、桜井　直樹（国立栃木病院　皮膚科）

第2群　座長：川畑　勉

4．漢方エキス剤の副作用

○戸村　光宏、手塚　隆夫、永野　稔、国府　正英、高田　尚子、山内　浩

（宇都宮漢方懇話会）

5．麻子仁丸による赤色尿について

○粕田　晴之（自治医大　麻酔科）

斎藤春江、原口和子、西田健一（特別養護老人ホーム滝の原苑）

6．L－NAME高血圧ラット腎硬化症に対するTJ－114（ツムラ柴苓湯）の効果

○小野　英彦、鷹背　徳子、寺西　恵、小川　吉一、太尾　泰雄、松岡　博昭

（猫協医大　循環器内科）

第3群　座長：原田　一哉

7．“腰痛症”の調査一当科ペインクリニック外来における漢方薬処方について一

〇鈴木　圭子、北島　敏光（濁協医大　第一麻酔科）

8．耳鼻咽喉科慢性疾患に対する漢方（特に補剤による）治療の経験
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○越井　健司（高根沢町　越井クリニック）

9．精神科領域における中年男性に対する加味遭遥散の効果

○手塚　隆夫、戸村　光宏、国府　正英、山内　浩（宇都宮漢方懇話会）

教育講演

座長：北畠　敏光

1．「アトピー性皮膚炎の漢方治療」 岡部　俊一　先生

岩手県　星の岡クリニック院長

座長：日野原　正

2．「中国漢方心身医学一中国婦科心理学について－」　　　　小野　正弘　先生

佐野市　小野薬局

第6回学術集会

日時：平成9年9月7日（日）午後1時～6時30分

場所：国立栃木病院　地域医療研修センター

一般演題

第1群　座長：粕田　暗之

1．外傷性坐骨神経痛に当帰苛薬散が有効であった1例

○鈴木　圭子、北島　敏光（猫協医大　第一麻酔科）

2．漢方療法と針治療が有効であった頭痛と心商都痛を主訴とした1例

○北島　敏光、鈴木　圭子（猫協医大　第一麻酔科）

3．再発を繰り返す子宮内膜症に対して桂根荏苓丸長服が有効であった1例

○石塚　孝夫（医療法人　石塚産婦人科）

4．各種神経疾患に対する漢方診療経験から

○近内　弘人、今井　明、鈴木　宗弥、種子島　和洋

（済生会宇都宮病院内科、同　神経内科、芳賀赤十字病院内科）

5．精神科領域の漢方療法一小建中湯

○手塚　隆夫、戸村　光宏、金沢　司、永野　稔、国府　正英、高田　尚子、

須藤美江子、勝山　昌任、山内　浩

（一番町クリニック、宇都宮漢方懇話会、都立大久保病院東洋医学科）

第2群　座長：戸村　光宏

6．西藤五苓散単独療法により著名に縮小した巨大肝嚢胞の1例

○小松崎　修、比企　達男（宇都宮市　比企病院）

7．当科におけるC型慢性肝炎の随証治療の臨床的検討

0山内　浩、大木　英二、国府　正英、高田　尚子、戸村　光宏、手塚　隆夫

金沢　司、須藤美江子、勝山　昌任、永野　稔、石井　裕正
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（都立大久保病院東洋医学科、宇都宮漢方懇話会、慶應義塾大学消化器内科）

8．加味迫遥散が奏効した顔面紅皮症型成人アトピー性皮膚炎の1例

○関口　直男、桜井　直樹、新井　陽子（国立栃木病院皮膚科）

9．薬局における気管支哨息の治療経験

○国府　正英、高田　尚子、須藤美江子、勝山　昌任、金沢　司、手塚　隆夫、

戸村　光宏、永野　稔、山内　浩（漠証堂薬局、宇都宮漢方懇話会）

教育講演

座長：北島　敏光

1．「腑としての三焦－『傷寒論』にみる病証－」 森　　雄材　先生

森医院院長　神戸中医学研究会

座長：日野原　正

2．「漢方薬はなぜ必要なのか一現代薬理学からみた漢方薬の有用性－」

田代　眞一　先生

昭和薬科大学病態科学教授

第7回学術集会

日時：平成10年8月23日（日）午後1時～6時30分

場所：国立栃木病院　地域医療研修センター

一般演題

第1群　座長：関口　直男

1．めまい、動博などの不定愁訴に漢方療法が著効した1症例

○恵川　宏敏、鈴木　圭子、奥田　泰久、北島　敏光（濁協医大　第一麻酔）

2．精神科領域の漢方療法一小建中湯

○手塚　隆夫、山内　浩、戸村　光宏、永野　稔、金沢　司、岡　一雄

国府　正英、高田　尚子、須藤美江子、勝山　昌佳

（宇都宮漢方懇話会　医師、同　薬剤師）

3．慢性心不全の高齢者に対する漢方的対応

○戸村　光宏、手塚　隆夫、永野　稔、金沢　司、岡　一雄、国府　正英

高田　尚子、勝山　昌任、須藤美江子、山内　浩、

（宇都宮漢方懇話会　医師、同　薬剤師）

4．日でみる漢方一舌診を中心に一

〇越井　健司（高根沢町　越井クリニック）

5．半夏潟心湯投与後吃逆が消失した頚髄病変の1例

○村松　慎一、山本　尚史、宮崎　之男、中野　今治（自治医大　神経内科）
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第2群　座長：手塚　隆夫

6．柴胡桂根湯が有効であった腰下肢痛の2症例

○鈴木　圭子、北島　敏光（猫協医大　第一麻酔）

7．高齢者変形性膝関節症に防巳黄書湯が有効であった2例

○金沢　司、永野　稔、勝山　昌佳、国府　正英、須藤美江子、高田　尚子、
2）　　　　　　　　　　　　　2）　　　　　　　　　2）3）

手塚　隆、戸村　光宏、山内　浩

（金沢医院、宇都宮漢方懇話会、都立大久保病院東洋医学科）

8．疾血腹証と筋・骨格系の異常

○原田　一哉（小山市　神鳥谷クリニック）

9．小児のてんかんに対する柴胡桂根湯の使用経験

－とくに抗痙攣剤との併用療法の検討一

〇川畑　勉、鳥羽　誉之（県南総合病院　小児科）

教育講演

座長：北島　敏光

1．「漢方医学から見た肝疾患の病態と治療」 佐藤　　弘　先生

東京女子医科大学附属東洋医学研究所　副所長

座長：川畑　勉

2．「中・近世における、しもつけ医事散策」

第8回学術集会

日野原　正　先生

前猫協医科大学気管食道科学教授

日時：平成12年8月27日午後1時～6時30分

場所：国立栃木病院　地域医療研修センター

一般演題

座長：村松　慎一

1．実験的ニューロパシックペインモデルに対する当帰四逆加呉栄華生麦湯の有効性

について

○奥田　圭子、北島　敏光（猫協医大　第一麻酔科）

2．酒溶性痘瘡に対して、荊芥連勉湯加黄連解毒湯が有効であった1例

○恵川　宏敏、臼井　要介、柿沼　宏幸、奥田　圭子、北島　敏光

（濁協医大　第一麻酔科）

3．潤腸湯による常習性便秘の漢方的考察

○戸村　光宏、国府　正英、手塚　隆夫、永野　　稔、岡　一雄

金子　　達、森島　　兵、高田　尚子、須藤美江子、山内　浩

（宇都宮漢方懇話会）
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4．－桔梗石膏エキス剤、或は生薬の桔梗・石膏が有効であったと思われる皮膚疾患

の3症例一

〇清水　贋三（東洋堂宇都宮医院）

5．精神科領域の漢方療法一身体表現性障害様症状に対する漢方エキス剤の効果一

〇手塚　隆夫、山内　浩、戸村　光宏、永野　稔、岡　一雄、金子　達、森島　莫

国府　正英、高田　尚子、須藤美江子

（一番町クリニック、つるかめ漢方センター、宇都宮漢方懇話会）

6．柴胡加竜骨牡蛎湯投与後消失した半側顔面痙撃の1例

○村松　慎一、中野　今治（自治医大　神経内科）

教育講演

座長：手塚　隆夫

1．「慢性肝炎に対する隔証治療」

座長：北島　敏光

2．「日常診療における漢方療法」

山内　　浩　先生

新宿海上ビル診療所　つるかめ漢方センター所長

慶應義塾大学　内科講師

村田　高明　先生

南多摩病院

第9回学術集会

日時：平成13年9月2日午後1時～6時

場所：宇都宮グランドホテル（1階）平安の間

一般演題セッションⅠ座長：村松　慎一

1．疲労症候群に対する竹節温胆湯の使用経験

○手塚　隆夫、山内　浩、戸村　光宏、金子　達、永野　稔、岡　一雄
3）　　　　　　　　　　　　Z〉　　　　　　　　　　　　2）4）　　　　　　　　　　　2）5）　　　　　　　　　　2）5）　　　　　　　　　　2）5）

森島　英、飯野　一郎、粕田　晴之、国府　正英、高田　尚子、須藤美江子

一番町クリニック、宇都宮漢方懇話会、新宿海上ビル診療所つるかめ

漢方センター、自治医大麻酔科、薬剤師、その他は医

2．六君子湯が奏効した手の反射性交感神経性ジストロフィーの1例

○松村　崇史、相羽　整、吉田　祐文、八代　忍、山口　健治、清水　国章

岩本　卓士（大田原赤十字病院　整形外科）

3．神経症に有効であった当帰四逆加呉莱英生姜湯の1症例

○青山　幸生、大江　容子（東邦大医学部　第二麻酔科）

村山　良介（良心会小曽戸記念病院）
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4．抑肝散・抑肝散加陳皮半夏の当科における一知見

○金子　達（金子耳鼻咽喉科、宇都宮漢方懇話会）

手塚　隆夫、山内　浩、戸村　光宏、永野　稔、岡　一雄、森島　莫

飯野　一郎、粕田　晴之、国府　正英、高田　尚子、須藤美江子

（宇都宮漢方懇話会）

5．半夏厚朴湯が著効を示した高齢透析患者のペースメーカー症候群の1例

○内藤莫礼生、長田　高志、三村　卓、岡村　幸垂、渡辺慎太郎、中村　信

峯崎　賢亮、大久保充人（佐野厚生総合病院　内科）

一般演題セッションⅠ　座長：金子　　達

6．さまざまな下腹部痛・外陰部痛に対する補中益気湯の効果

○柏渕　成一（柏渕産婦人科）

7．号帰調血飲の証7症例について一現代女性における適応症の一考察一

〇浦川　博美（仁神堂クリニック）

8．疾血を背景とした痛みの4症例

○原田　一哉（神鳥谷クリニック）

9．実験的ニューロパシックペインモデルに対する疎経活血湯の有効性について

○奥田　圭子、臼井　要介、篠崎　末席、恵川　宏敏、柿沼　宏幸、北島　敏光

（濁協医大　第一麻酔科）

教育講演

座長：粕田　暗之

1．「江戸時代の症例報告一曲直瀬玄朔　淀君のノイローゼを治す、

浅田宗伯　フランス公使の坐骨神経痛を治す－」　　安井　贋辿　先生

安井医院院長、三重県四日市市

座長：手塚　隆夫

2．「高齢者疾患の特徴と漢方治療」　　　　　　　　　　秋葉　哲生　先生

医療法人社団伝統医学研究会あきば病院院長、

日本東洋医学会関東甲信越支部代表理事、千葉県

第10回学術集会

日時：平成14年9月1日午後1時～6時

場所：宇都宮グランドホテル（1階）平安の間

一般演題セッションⅠ座長：戸村　光宏

1．柴朴湯が有効であった頚椎前縦靭帯骨化による嘆下障害の1例

○吉田　祐文（大田原赤十字病院　整形外科）
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2．50年以上続いた外傷後ストレス障害（mD）が漢方薬で改善した1例

○松村　崇史（済生会宇都宮病院　整形外科）

吉田　祐文（大田原赤十字病院　整形外科）

3．抑肝散が著効を示した高齢者の精神運動興奮の1症例
1）2）　　　　　　　　　2）3）　　　　　　　　　　　　2）4）　　　　　　　　　　　　2）　　　　　　　　　　　2）　　　　　　　　　　　2）

○手塚　隆夫、山内　浩、粕田　晴之、戸村　光宏、金子　達、岡　一雄

森島　真、永野　稔、

（薬）国府　正英、高田　尚子、須藤美江子

一番町クリニック、宇都宮漢方懇話会

新宿海上ビル診療所つるかめ漢方センター、自治医大麻酔科

4．桂根夜苓丸が著効を示した異型狭心症の1例

○泉田　知子、渡辺慎太郎、峯崎　賢亮、内藤莫礼生（佐野厚生総合病院　内科）

一般演題セッションⅠ　座長：清水贋三

5．六君子湯が有効であった牌陰虚の1例

○恵川　宏敏、臼井　要介、奥田　圭子、奥田　泰久、

北島　敏光（猫協医大麻酔科）

6．心臓疾患に随伴する浮腫に対する五苓散と猪苓湯の有効性

○加藤　士邸（猫協医大　心血管・肺内科）

7．漢方治療とEBM

O石川　鎮清、藤原　真治、福士　元春（自治医大　地域医療）

村松　慎一（同　神経内科）、斎藤　仁、粕田　暗之（同　麻酔科）

8．アレルギー性鼻炎（主にスギ花粉症）における

漢方と西洋薬の併用療法についての一考察

○金子　　達（金子耳鼻咽喉科、宇都宮漢方懇話会）

手塚　隆夫、山内　浩、戸村　光宏、永野　稔、岡　一雄、森島　莫

九里　武晃、粕田　暗之、松村　崇史、吉田　祐文、国府　正英、高田　尚子

須藤美江子、佐藤雄一郎、長　優子（宇都宮漢方懇話会）

9．麻黄附子細辛湯の発熱抑制作用に対する検討

○柏渕　成一（かしわぶち産婦人科）

10．肥満、蛋白尿を伴った月経不順に柴苓湯が有効であった1例

○石塚　孝夫（医療法人　石塚産婦人科）

教育講演Ⅰ　座長：粕田　暗之

1．「肺気腫、COPDと漢方補剤」

教育講演Ⅰ　座長：手塚　隆夫

2．「自律神経から見た漢方投薬のコツ」
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杉山　幸比古　先生

自治医科大学呼吸器内科教授

水嶋　文雄　先生



水嶋クリニック院長、佐久総合病院東洋内科嘱託、長野県

第11回学術集会

日時：平成15年9月7日午前10時30分～午後4時30分

場所：宇都宮グランドホテル（1階）平安の間

一般演題セッションⅠ座長：戸村　光宏

1．竜胆潟肝湯が著効を示した夜間大量発汗の1症例

○粕田　暗之、斎藤　仁、緑川由紀夫、蛭田　章子

（国際医療福祉大学臨床医学研究センター　麻酔科）

山内　浩、手塚　隆夫、戸村　光宏、金子　達、高田　尚子、国府　正英

須藤美江子

（宇都宮漢方懇話会）

2．頚椎術後の下肢症状に当帰四逆加呉莱糞生妾湯が有効であった2症例

○吉田　祐文（大田原赤十字病院　整形外科）

松村　崇史（済生会宇都宮病院　整形外科）

3．膝関節術後患者に対して防巳黄書湯は有効であった

○大塚　稔（茨城県立中央病院　整形外科）

一般演題セッションⅠ　座長：金子　　達

4．西洋医学的療法と和漢診療学的療法の併用が有効であった、

冷えを伴った気管支喘息の1症例

○加藤　士郎（猫協医大　心血管・肺内科）

5．めまい症例の西洋医学的診断と東洋医学的アプローチ

○越井　健司（高根沢町　越井クリニック）

6．ニューラルネットワークによる漢方処方支援システム～実用化へ向けて

○竹田　俊明（自治医科大学　看護学部）

村松　慎一（自治医科大学　神経内科）

玉田　太朗（境町メディカルピクニック、自治医科大学名誉教授）

小笠原拓邸、松岡　孝栄（宇都宮大学　工学部）

一般演題セッションⅡ　座長：満川　博美

7．精神遅滞の感情障害に補中益気湯が有効であった1例

○篠崎　徹（那須高原病院　精神科）

8．精神科領域の漢方療法

－ツムラ加味迫遥散合苓桂苑甘湯が著効を示した身体表現性障害の1症例一

宇都宮漢方懇話会
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○手塚　隆夫（一番町クリニック）、金子　　達（金子耳鼻咽喉科）

戸村　光宏（戸村医院）、森島　　真（森島医院）、九里　武晃（宇都宮記念病院）

山内　浩（つるかめ漢方センター）粕田　暗之（国際医療福祉大学麻酔科）

国府　正英（漢証堂薬局）、高田　尚子（本郷堂薬局）、須藤美江子（須藤薬局）

9．長期不妊の患者に漢方薬が有効であった1例

○石塚　孝夫（石塚産婦人科）

教育講演Ⅰ座長：村松　慎一

「薬の社会史一戦国時代の医師と漢方処方－」

木勿」」茂　先生

千葉大学薬学部卒　薬学博士

日本薬史学監事　㈱カイノス取締役会長

教育講演Ⅰ　座長：手塚　隆夫

「心理的側面を考慮した更年期障害の漢方治療」

喜多　敏明　先生

富山医科薬科大学医学部卒　医学博士

千葉大学環境健康フィールド科学センター助教授

第12回学術集会

日時：平成16年9月5日午後12時30分～5時30分

場所：宇都宮グランドホテル（1階）平安の間

一般演題セッションⅠ　座長：越井　健司

1．半夏厚朴湯と西洋薬の併用が有効であった高齢者胃食道逆流症

gastroesophagealremlXdisease（GERD）の2症例

○加藤　士郎（猫協医大　心血管・肺内科）

2．莫武揚が効果を示した腰下肢痛の1症例

○粕田　暗之、斎藤　仁、緑川由紀夫、半田　紀子、桃谷　孝之

（国際医療福祉大学臨床医学研究センター　麻酔科）

山内　浩、手塚　隆夫、戸村　光宏、金子　達、高田　尚子

（宇都宮漢方懇話会）

3．漢方治療が奏効した再発性多発性軟骨炎の1例

○滝沢健司、新井　信、佐藤　弘（東京女子医大附属東洋医学研究所）

川嶋　朗（東京女子医大附属青山女性・自然医療研究所部）

4．苛薬甘辛湯と当帰四逆加呉莱粟生麦湯の併用が有効であった頚髄不全麻痺の1症

例
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○吉田　祐文（大田原赤十字病院　整形外科）

松村　崇史（済生会宇都宮病院　整形外科）

一般演題セッションⅠ　座長：越川　千秋

5．十全大補湯により胃癌の肺転移巣縮小効果が認められた1例

○山崎　昌司（自治医大病院　薬剤部）、徳江　華彦（国際医療福祉大学）

本間　精一（温故堂）、森田辰男（自治医大　泌尿器科）

6．百日咳における漢方治療の一知見

○金子　　達（金子耳鼻咽喉科医院）

手塚　隆夫、戸村　光宏、山内　浩、粕田　暗之、高田　尚子

（宇都宮漢方懇話会）

7．不明熱と思われる発熱に有効であった柴胡桂枝湯の1例

○北島　敏光（濁協医大　麻酔科）

8．両下肢筋力低下に牛車腎気丸が著効した糖尿病性腎症による血液透析患者の1例

○御園生　与志、内藤　莫礼生（佐野厚生総合病院　内科）

教育講演Ⅰ　座長：満川　博美

「現代人のストレスと漢方」

手塚　隆夫　先生

一番町クリニック院長

日本東洋医学会栃木県部会副会長

教育講演Ⅰ　座長：粕田　晴之

「中国伝統医学理論よりみた処方と症例」

三浦　於克　先生

日本医科大学東洋医学学科助教授

関東甲信越支部栃木県部会会長（事務局）

第1回～第　5　回　　　　日　野原　　正

（平成4年4月～：濁協医科大学気管食道科学教室内）

第　6　回～第　8　回　　　北島　　敏光

（平成9年4月～▲燭協医科大学第一麻酔科学教室内）

第　9　回～第12回　　　柏田　　晴乏

（平成13年4月～：自治医科大学麻酔科学教室内）

（平成15年4月～：国際医療福祉大学臨床医学研究センター麻酔科内）
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