
日本東洋医学会関東甲信越支部学術総会（栃木県部会担当）

第48回関東甲信越支部学術総会

準備委員長　日　野原　　正

会　　期：平成3年10月26、27日

会　　場：ホテルニューイタヤ

特別講演「足利学校古文書にみられる医療」

白鴎女子短期大学講師　　　　　　倉澤　昭毒

伝統医学セミナー「臨床腹診一漢方の診察法　殊に腹診について－」

日本東洋医学会名誉会員 山田　光胤

一般演題　32題

サテライトセッション

日　　時　　平成3年10月26日（土）　17：00～19：00

場　　所　　ホテルニューイタヤ　4階「桜の間」

一般演題　　座長　猫協医科大学名誉教授　　石崎　　達

1．気管支喘息における柴朴湯の臨床効果

一好酸球活性と細胞性免疫への影響一

濁協医科大学　アレルギー内科　　戸田　正夫

2．座瘡に対する漢方薬治療の臨床的評価

国立栃木病院　皮膚科　　関口　直男

3．当院の外来患者の漢方薬の使用状況と風邪の治療の実態

長田クリニック　耳鼻咽喉科　　長田　浩一

4．オーストラリアの生薬について

自治医科大学　産婦人科　　近渾　幸嗣邸

5．針の末梢性鎮痛機序について

猫協医科大学　麻酔科　　北島　敏光

教育講演　　座長　　日本東洋医学会理事　　杵渕　　彰

肝疾患の漢方治療

国立栃木病院　内科　　山内　　浩
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日本東洋医学会関東甲信越支部学術総会（栃木県部会担当）

第56回関東甲信越支部学術総会

会　長　　北　島　敏　光

会　　期：平成11年10月17日（日）

会　　場：栃木県総合文化センター

特別講演I「中・近世におけるしもつけ医事散策

一特に東洋医学的観点から」

猫協医科大学気管食道科学教授　　日野原　正

特別講演I「細野診療所における頻用処方」

医療法人聖光園細野診療所　　　　中野　敬吾

シンポジウム　ー痛みと漢方－

「腰下肢痛と漢方」

猫協医科大学第一麻酔学教室　　　　　奥田　圭子

「頭痛に対する漢方治療一当クリニックでのまとめ－」

医療法人どちペインクリニック　　　　土地　邦彦

「関節痛」

医療法人社団順仁会元麻布クリニック　町　　俊夫

一般演題　37題

サテライトセッション　会場風景
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栃木県部会市民公開講座「漢方で元気」

第1回市民公開講座 参加者144名

日　時：平成15年2月11日（火）午後2時～4時

会　場：栃木県総合文化センター　3階第1会議室

第2回市民公開講座 参加者230名

日　時：平成16年2月11日（火）午後2時～4時

会　場：栃木県総合文化センター　サブホール

第3回市民公開講座 参加者250名

日　時：平成17年3月6日（日）午後2時～4時

会　場：栃木県総合文化センター　サブホール

第1回市民講座（平成15年2月11日）
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日本東洋医学会関東甲信越支部

栃木県部会

第1回市民公開講座「漢方で元気」プログラム

日　時：平成15年2月11日（火）午後2時～4時

会　場：栃木県総合文化センター3階第1会議室

（14：00）　開会の挨拶

総合司会：粕田　晴之（国際医療福祉大学麻酔科教授）

日本東洋医学会・栃木県部会会長

第一部

（14：05～15：30）　講　演　メインテーマ：漢方で元気

司　　会　　関口　直男（比企病院皮膚科部長）

前・日本東洋医学会・栃木県部会副会長

徳江　章彦（自治医科大学泌尿器科教授）

自治医科大学東洋医学研究会会長

講演1．「不眠症」　手塚　隆夫　先生（一番町クリニック）

講演　2．「花粉症」　金子　達　先生（金子耳鼻咽喉科医院）

講演　3．「冷え症」　奥田　圭子　先生（猫協医科大学麻酔科）

講演　4．「頭　痛」　村松　慎一　先生（自治医科大学神経内科）

休　　　憩（10分間）

第二部

（15：30～16：00）　討論と質疑応答

司　　会　　　関口　直男

徳江　章彦

（16：00）　閉会の挨拶

総合司会　　　粕田　暗之

栃木県総合文化センター（平成17年3月6日）
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日本東洋医学会関東甲信越支部

栃木県部会

第2回市民公開講座「漢方で元気」プログラム

日　時：平成16年2月11日（火）午後2時～4時

会　場：栃木県総合文化センター　サブホール

（14：00）　開会の挨拶

総合司会：　日本東洋医学会・栃木県部会会長　　粕田　暗之

（国際医療福祉大学麻酔科教授）

（14：05～15：25）　第一部「漢方で元気」ミニ講演

司　会：栃木県病院薬剤師会会長　　　　　　小菅　敏雄（佐野厚生総合病院薬局長）

日本東洋医学会・専門医制度委員　　村松　慎一（自治医科大学神経内科）

講演1．「便秘と下痢と腹痛と」戸村　光宏　先生（栃木県保険医協会会長）

講演　2．「肩こりと腰痛」　　　北島　敏光　先生（猫協医科大学麻酔科教授）

講演　3．「アトピー性皮膚炎」　二宮　文乃　先生（静岡県・アオキクリニック院長）

（15：25～15：40）休憩

（15：40～15：30）　第二部　特別講演

司　　会：　日本東洋医学会・栃木県部会副会長　手塚　隆夫（一番町クリニック院長）

特別講演　　「心のケアと漢方」　　衆議院議員・精神科医　水島広子　先生

（15：30～16：00）第三部　市民の皆さまからの質問にお答えします

司　　会：栃木県病院薬剤師会副会長　　　　　　小菅　敏雄

日本東洋医学会・専門医制度委員　　村松　慎一

（16：00）　閉会の挨拶

総合司会：　日本東洋医学会・栃木県部会会長　　粕田　暗之
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日本東洋医学会関東甲信越支部

栃木県部会

第3回市民公開講座「漢方で元気」プログラム

日　時：平成17年3月6日（日）午後2時～4時

会　場：栃木県総合文化センター　サブホール

（13：00）　開会の挨拶

総合司会：日本東洋医学会・栃木県部会会長　粕田　晴之

（国際医療福祉大学麻酔科教授）

（13：05～14：20）　第一部　　講　演

（猫協医科大学麻酔科教授）　日本東洋医学会指導医

（戸村医院院長）　　　　　栃木県保険医協会会長

（自治医科大学附属病院薬剤部副薬局長）

講演1．「カゼを引いたら漢方薬」　　越井　健司　先生

（高根沢町・越井クリニック院長）

講演　2．「素敵に更年期」　　　　　　浦川　博美　先生

（鹿沼市・仁神堂クリニック・

栃木県保険医協会副会長）

講演　3．「漢方薬を正しく使うために」　小菅　敏雄　先生

（佐野厚生総合病院・栃木県薬剤師会副会長）

（14：20～14：40）　休　憩

（14：40～15：10）　第二部　市民の皆さまからの質問にお答えします

司　会　　村松　慎一（自治医科大学神経内科講師）　日本東洋医学会

専門医制度委員会委員

金子　　達（金子耳鼻咽喉科副院長）　　　日本東洋医学会指導医

（15：30）　閉会の挨拶

総合司会：日本東洋医学会・栃木県部会副会長　　手塚　隆夫

（一番町クリニック院長）
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日本東洋医学会　平成16年度栃木県部会役員

平成16年12月

日本東洋医学会評議員

粕田　晴之　　国際医療福祉大学麻酔科教授

関東甲信越支部幹事

粕田　晴之　　国際医療福祉大学麻酔科教授

手塚　隆夫　　一番町クリニック院長

村松　慎一　　自治医科大学神経内科講師

県部会役員

会　　長　　粕田　晴之　　国際医療福祉大学麻酔科教授

副会長　　手塚　隆夫　　一番町クリニック院長

幹　　事　　日野原　正　　岡田記念耳鼻咽喉科クリニック院長

石塚　孝夫　　石塚産婦人科理事長（那須塩原市）

会　　計

監　　査

事務局長

北島　敏光　　濁協医科大学麻酔科教授

原田　一哉　　神鳥谷クリニック院長（小山市）

越井　健司　　越井クリニック院長（高根沢町）

金子　　達　　金子耳鼻咽喉科副院長　宇都宮市医師会理事

杉山幸比古　　自治医科大学呼吸器内科教授

松村　崇史　　済生会宇都宮病院整形外科医長

内藤異礼生　　佐野厚生総合病院内科医長

恵川　宏敏　　猫協医科大学麻酔科講師

満川　博美　　仁神堂クリニック院長（鹿沼市）

小菅　敏雄　　佐野市厚生総合病院薬剤部長　栃木県薬剤師会副会長

越川　千秋　　猫協医科大学病院薬局長

山崎　晶司　　自治医科大学附属病院副薬局長

桃谷　孝之　　国際医療福祉病院小児科部長

村松　慎一　　自治医科大学神経内科講師

戸村　光宏　　戸村医院院長（塩谷町）栃木県保険医協会会長

満水　虜三　　東洋堂宇都宮医院院長（宇都宮市）

斎藤　　仁　　斉藤クリニック副院長（那須塩原市）

国際医療福祉病院麻酔科

（総合文化センター・サブホール　平成17年3月6日）
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関東甲信越支部学術総会（東日本支部）の動向

日本東洋医学会関東甲信越支部栃木県部会会則

栃木県部会会員推移

社団法人日本東洋医学会専門医（栃木県部会）

濁協医科大学漢方研究会

自治医科大学漢方研究会

国立栃木病院漢方医学入門シリーズ

宇都宮市漢方懇話会

（付）「漢方研究会・中国医療視察」報告記

栃木県部会　目で見るあゆみ



関東甲信越支部学術総会（東日本支部）の動向
回数 �開催年月日 �会　　　場 �開催県 �会　長 �支部代表理事 �支部学閥会会長 �準備委員長 

1 �昭和25．5．28（日） �千葉大学病院5階 �千　葉 �（庶務理事）龍野一雄 � � � 

日本東洋医学会会員数98名 

2 �25．8．20（日） �水戸市弘道舘 �茨　城 �同　上 � � � 

3 �26．11．29（日） �日大法文学部 �東　京 �同　上 � � � 

4 �27．11．29（土） �中将湯ビル8階 �同上 �細野史郎 � � � 

5 �28．7．24（金） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

6 �28．11．20（金） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

7 �29．1．22（金） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

8 �29．6．26（土） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

9 �29．11．23（火） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

10 �30．11．22（土） �同　上 �同上 �和田正系 � � � 

11 �31．1．28（日） �大阪商船ビル8階 �同上 �同　上 � � � 

12 �31．9．30（日） �横浜市立大医学部 �神奈川 �同　上 � � � 

13 �32．7．13（日） �東京医科歯科大学病院地階 �東　京 �大塚敬節 � � � 

14 �32．10．19（土） �千葉大学医学部病院2階 �千　葉 �同　上 � � � 

15 �33ト9．27（土） �電気工業会館4階 �東　京 �同　上 � � � 

支部会と改称 

16 �34．10．10（土） �電気工業会館2階 �東　京 �矢数道明 � � � 

17 �35．10．15（土） �電気工業会館講堂 �同上 �同　上 � � � 

18 �36．10．7（土） �東京医科大学本館第2講堂 �同上 �同　‾上 � � � 

19 �37．10．22（月） �小田原市星崎記念館講堂 �神奈川 �同　上 � � � 

医史学会と合同、第2日目は史跡めぐり 

20 �38．10．13（日） �順天堂医科大学講堂 �東　京 �藤平　健 � � � 

21 �39．11．28（土） �東京医科大学同窓会結いル �同上 �同　上 � � � 

22 �40．10．24（日） �同　上 �同上 �相見三郎 � � � 

23 �41．10．22（土） �横浜市神奈川医師会館大行ル �神奈川 �同　上 � � � 

24 �42．10．22（日） �東京医科大学同窓会館ホール �東　京 �同　上 � � � 

25 �43．10．24（土） �東条会館東条ホール �同上 �伊藤滴夫 � � � 

26 �44．11．1（土） �東京医科大学同窓会館トル �同上 �同　上 � � � 

27 �45．11．29（日） �日本薬局協励会館 �同上 �同　上 � � � 

日本東洋医学会会員数1，000名を超える（1，035名） 

28 �46．10．24（日） �医科歯科大学同窓会館 �東　京 �伊藤清夫 � � � 

29 �47．10．22（日） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

30 �48．10．21（日） �同　上 �同上 �坂口　弘 � � � 

31 �49．10．20（日） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

32 �50．10．19（日） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

33 �51．10．17（日） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

34 �52．11．13（日） �同　上 �同上 �山田光胤 � � � 

社団法人認可される・東日本支部と改称 

35 �53．10．21（土） �同　上 �東　京 �山田光胤 � � � 

36 �54．10．21（目） �同　上 �同上 �同　上 � � � 

日本東洋医学会会員数2，000名を超える（2，261名） 

37 �55．10．26（日） �日本学生会館 �東　京 �山田光胤 �寺師睦宗 � � 

38 �56．10．4（日） �医科薗科大学同窓会館講堂 �同上 �寺師睦宗 �松下嘉一 � � 

－38－



回数 �開催年月日 �会　　　場 �開催県 �会　長 �支欝代表理事 �支部学稚会会長 �準備委員長 

39 �昭和57．10．24（日） �医科歯科大学5号館4階 �東　京 �寺師睦宗 �松下嘉一 � � 

40 �58．10．16（日） �同　上 �同上 �室賀昭三 �同　上 � � 

41 �59．11．23（祝） �同　上 �同上 �同　上 �同　上 � � 

42 �60．11．17（日） �同　上 �同上 �同　上 �藤井美樹 � � 

8月に東北支部、11月に北海道支部が発足・東日本支部を関東甲信越支部と改称 

43 �61．11．9（日） �医科歯科大学1号館9階 �東　京 �室賀昭三 �藤井美樹 � � 

日本東洋医学会会員数3，000名を超える（3，013名） 

44 �62．11．8（金） �医科歯科大学1号舘9階 �東　京 �大塚恭男 �松下嘉一 � � 

45 �63．10．23（土） �医科歯科大学5号館4階 �同上 �同　上 �同　上 � � 

46 �平成1．10．15（日） �ホテルサンガーデン千葉 �千　葉 �室賀昭三 �杵渕　彰 � � 

専門医制度発足・支部会を東京以外でも開催する 

47 �2．9．16（日） �新潟ワシントンホテル �新　潟 �室賀昭三 �杵渕　彰 � � 

専門医第1回認定 

48 �3．10．26－27（土、削 �ホテルニューイタヤ �栃　木 �松田邦夫 �杵渕　彰 � �日野原正 

日本東洋医学会会員数10，000名を超える（19，437名） 
日本東洋医学会加盟承認（平成3年6月25日） 

49 �4．11．7－8（土、日） �日本都市センター �東　京 �松田邦夫 �杵渕　彰 � �花輪義彦 

50 �5．10．23－24（土、日） �関内ホール �神奈川 �同　上 �同　上 � �石橋　晃 

日本東洋医学会会員数10，876名（栃木県：135名） 

51 �6．10．30（目） �群馬県民会館 �群　馬 �松田邦夫 �杵渕　彰 �小林節雄 �小林節雄 

52 �7．10．29（目） �千葉市文化センター �千　葉 �宮本昭正 �同　上 �奥井勝二 �秋葉哲生 

日本東洋医学会会員数10，547名（栃木県：140名） 

53 �8．10．27（目） �茨城県民文化センター �茨　城 �宮本昭正 �杵渕　彰 �福富久之 �田中直見 

54 �9．10．26（土） �新潟ユニゾンプラザ �新　潟 �同　上 �石橋　晃 �伊藤慶夫 � 

日本東洋医学会会員数9，767名（栃木県：134名） 

55 �10．10．25（土） �JAアクティホール �長　野 �宮本昭正 �石橋　晃 �田口善一郎 �中村敬而 

56 �11．10．17（日） �栃木県総合文化センター �栃　木 �代田文彦 �同　上 �北島敏光 � 

日本東洋医学会会員数8，934名（栃木県：126名） 

57 �12．10．15（日） �大宮ソニックシティー �埼　玉 �代田文彦 �石橋　晃 �土肥　豊 � 

58 �13．10．28（日） �ニッショー・ホール �東　京 �石橋　晃 �秋葉哲生 �村田高明 �川越宏文 

日本東洋医学会会員数8，632名（栃木県：130名） 

59 �14．10．27（日） �パシフイコ横浜・アわクスホール �神奈川 �石橋　晃 �秋葉哲生 �杉山　頁 � 

60 �15．10．12（日） �群馬県民ホール �群　馬 �同　上 �同　上 �小林節雄 �小野光弘 

日本東洋医学会会員数8，717名（栃木県：131名） 

61 �16．11．14（日） �つくば国際会議場 �茨　城 �石橋　晃 �秋葉哲生 �田中直見 �中原　朗 

62 �（予定）17．10．9（土） �幕張メッセ �千　葉 �同　上 �同　上 � � 

日本東洋医学会会員数8，769名（栃木県：130名） 

日本東洋医学会提供（一部追加改訂）

〔摘　録〕

1）昭和55年から平成元年までの10年間、日本東洋医学会東日本支部会として活動。

2）昭和56年度から同59年まで、東京医科歯科大学5号館4階講堂を会場とした。

3）昭和59年、松下嘉一代表理事のもとで東日本支部会から東北支部会および北海道支部会が分離した。

4）昭和60年、東日本支部会は関東甲信越支部会として出発（会場は医科歯科大学内）。

5）平成元年、第46回支部会は、それまで恒例としていた東京を離れて、杵淵彰代表理事のもとで千葉市で

開催（準備委員長：松下嘉一）。以後、関東甲信越支部会は各県輪番制開催となった。

〔日本東洋医学雑誌　第40巻第5号、92～93pp、1990　抜粋〕
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日本東洋医学会関東甲信越支部栃木県部会会則

第1章　総則

第1条　本会は、日本東洋医学会関東甲信越支部栃木県部会と称する。

第2章　目的および事業

第2条　本会は、栃木県内における東洋医学に関する研究の発表、連絡、提携および関係

諸団体との連携を促進し、東洋医学の普及と発展に貢献し、地域発展に寄与する

ことを目的とする。

第3条　本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1．東洋医学に関する研究会、講演会、シンポジウム等学術活動の主催並びに後援

2．（社）日本東洋医学会専門医認定学術教育事業

3．（社）日本東洋医学会との連絡および提携事業

4．その他第2条を遂行するために必要な事業

第3章　構成

第4条　本会は、栃木県に在住する日本東洋医学会の会員をもって構成される。

（栃木県に在住＝栃木県に（社）日本東洋医学会登録住所がある会員）

第4章　役員

第5条　本会は次の役員をおく。

県　部　会　長：1名（以下の条文では会長と略す）

副県部会長：2名

幹　　　　　事：若干名（3名～10名程度）

県部会会計監査：2名

県部会会計：1名

県部会事務局長：1名

県部会会計監査以外の役員は兼ねることを妨げない。

第6条　幹事は、役員の推薦により選出し、総会の承認を必要とする。

幹事を除く役員は幹事の互選とする。

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

監査は総会の承認を必要とする。

第7条　本会に著しい功績があった者、または本会の目的遂行上において必要と認められ

た者を顧問とすることができる。顧問は総会の承認を要する。

第5章　会議

第8条　年1回、定例総会を開催する。また、必要に応じて会長は臨時総会を招集できる。

また、会員の三分の一以上の要請があれば臨時総会を招集できる。総会の議長は
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会長が兼務する。総会の議決は出席者の多数決による。同数の場合は議長がこれ

を決する。委任状は出席とみなされるが、評決に加わることはできない。

第9条　会長は総会において県部会の事業報告及び収支決算等を報告するとともに、事業

計画及び収支予算等を発表する。

第10条　本会は、幹事会をもって会務を協議、遂行する。幹事会は会長が招集する。

第11条　会長は、必要に応じて委員会を置くことができる。委員は会長が依嘱し、委員長

は委員の互選とする。

第6章　会計

第12条　本会の会計年度は4月1日から3月31日とする。会計の予算と決算報告書は総会

の承認事項とする。

第7章　規約の変更

第13条　本規約の変更は総会の承認が必要である。

第14条　本規約に定めない事項については、社団法人日本東洋医学会定款、細則、及び規

則を準用する。

第8章　附則

第15条　本会の会則の変更は総会にて行う。出席者の過半数以上で変更できる。

第16条　会務を円滑に行うため細則を別途定める。細則は理事会で検討し総会にて承認を

受ける。

第17条　この会則は平成15年9月7日から施行される。

社団法人　日本東洋医学会会員推移（学会会員名簿参照）

全　　国 �栃　木　県 

平成　3　年度 �10，437名 �135名（2） 

平成　5　年度 �10，876 �150　（2） 

平成　7　年度 �10，547 �140　（2） 

平成　9　年度 �9，767 �134　（2） 

平成11年度 �8，934 �125　（2） 

平成13年度 �8，632 �130　（2） 

平成15年度 �8，717 �131（2） 

平成17．2．1現在 �8，769 �131（2） 

（）括弧内は団体会員
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社団法人日本東洋医学会専門医（栃木県部会）

安倍　雄大　327－0837

石塚　孝夫　329－2752

上田　明彦　329－2162

岡田　陽子　326－0844

小園江和之　323tO811

柏渕　成一　321－0971

粕田　晴之　329－2763

加藤　邦重　321－0203

金子　　達　320－0062

川畑　　勉　3260062

菊池　宏典　329－0115

木多　秀彰　324－0042

北島　敏光　321－0207

木村　敦子　324－0613

木村眞五郎　321－0121

木村　　透　324－0613

越井　健司　329－1323

小島　連日　　329－0431

小松原敬之　3260836

近内　弘人　321－4337

西澤　高士　321－0962

斎藤　富美　321－0912

斎藤　睦仁　321－0912

志賀　敏郎　327－0104

篠崎堅次郎　321－3223

清水いはね　320－0811

清水　贋三　320－0811

鈴木　　宏　321－0902

関口　直男　320－0015

高橋　雄二　320－0005

種ヶ島和洋　329－0511

塚原　　進　327－0011

手塚　隆夫　320－0812

佐野市植野町1980－2

那須塩原市三島2－14－9

矢板市末広町32－3

足利市鹿島町54＆2

小山市大塚5－14－10

宇都宮市海道町70－8

那須塩原市井口537－3

国際医療福祉大学臨床医学研究センター麻酔科

下都賀郡壬生町幸町3－63

宇都宮市宝木町4－10

足利市赤松台1－7－10

下都賀郡野木町野渡245－2

大田原市末広町1－2－5　医療法人大田原厚生会　室井病院

下都賀郡壬生町北小林880　猫協医科大学麻酔科

那須郡馬頭町馬頭484－3

宇都宮市雀宮2－1＆6

那須郡馬頭町馬頭484－3

塩谷郡高根沢町光陽台4－2－12

河内郡南河内町薬師寺3311－1自治医科大学整形外科

足利市南大町451－1

莫岡市上高間木1－20－9

宇都宮市今泉町2508－3

宇都宮市石井町3385

宇都宮市石井町3385

佐野市赤見町3152

宇都宮市清原台61－52

宇都宮市大通り4－2－21

宇都宮市大通り4－2－21

宇都宮市柳田町1284－1

宇都宮市八幡台16－4

宇都宮市横山3－2－9

下都賀郡石橋町石橋628　石橋総合病院内科

佐野市朝日町717

宇都宮市一番町1－10　小野川ビル2階
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戸田　正夫　321－0293　下都賀郡壬生町北小林880　濁協医科大学呼吸器アレルギー内科

戸村　光宏　329－2332　塩谷郡塩谷町大宮2230

生井　和之　321－0962　宇都宮市今泉町3020－∬

原　　典昭　329－0516　下都賀郡石橋町大光寺1－14－16

原田　一哉　323－0034　小山市神鳥谷1－19－1

深澤　孝夫　329－1206　塩谷郡高根沢町平田1920－1

深澤　泰子　329－1206　塩谷郡高根沢町平田1920－1

本多　陸人　321－4522　芳賀郡二宮町久下田西4－40

滴川　博美　322－0003　鹿沼市仁神堂町351－26

村井　敬爾　329－2161　矢板市扇町1－10－28

村上　正和　320－0838　宇都宮市吉野2－＆14

村上　慎一　329－0498　河内郡南河内町薬師寺3311－1自治医科大学神経内科

桃谷　孝之　329－0434　河内郡南河内町祇園4－5－40

矢吹　清人　320－0046　宇都宮市西一の沢町2－10

山口　康三　329－0403　下都賀郡国分寺町医大前4－＆1

（平成17年3月現在、五十音順）

加藤　士邸　321－0901　宇都宮市平出町368－8　宇都宮東病院内科

松村　崇史　321－0974　宇都宮市竹林町911－1栃木県済生会宇都宮病院整形外科

内藤莫礼生　327－8511　佐野市堀込町1728　佐野厚生総合病院内科

吉田　祐文　324－8686　大田原市住吉町27－3　大田原赤十字病院整形外科

（平成17年4月1日付認定、日東医誌Vol．56　No．1，p189，2005）

付）黒磯市、西那須野町、塩原町は平成17年1月1日「那須塩原市」となった。

氏家町、喜連川町は平成17年3月28日付で「さくら市」となる。

（栃木県）教育病院および教育関連施設

研修病院　　　　　指　導　医　　　　　　　教育関連施設　　　　　　指　導　医

褐協医科大学　　　1．北島　敏光

2．奥田　圭子（非常勤）
一番町クリニック　　　　　手塚　隆夫

金子耳鼻咽喉科　　　　　　金子　　達

自治医科大学　　　1．村松　慎一

2．粕田　晴之（非常勤）兼務

漢方会東洋堂宇都宮医院　　清水いはね

清水　虜三

神鳥谷クリニック　　　　　原田　一哉

国際医療福祉病院　1．粕田　晴之

個際医療福祉大学　　　2．桃谷　孝之

鹿床医学研究センター）　3．戸村　光宏（非常勤）

戸村医院　　　　　　　　　戸村　光宏

仁神堂クリニック　　　　　満川　博美
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