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        平成21年度　産婦人科漢方研究会役員一覧�
  �
�
常任世話人・代表世話人　田　中　  俊　誠（秋田大学教授）�
常 任  世  話  人　武　谷　  雄　二（東京大学大学院教授） �
　　　　　　　　  星　合　　     昊（近畿大学教授）�
�
世 話 人 稲　葉　  憲　之（獨協医科大学教授）�
　　　　　　        岩　坂　 　　 剛（佐賀大学教授）�
　　　　　　　　  苛　原　　　  稔（徳島大学大学院教授）�
　　　　　　        太　田　  博　明（東京女子医科大学教授）�
　　　　　　        岡　井　　　  崇（昭和大学教授）�
　　　　　　        嘉　村　  敏　治（久留米大学教授）�
　　　　　　        吉　川　  史　隆（名古屋大学教授）�
　　　　　　        久保田　  俊　郎（東京医科歯科大学教授）�
　　　　　　        齋　藤　　　  滋（富山大学教授）�
　　　　　　        杉　山　  　   徹（岩手医科大学教授） �
　　　　　　        千　石　  一　雄（旭川医科大学教授） �
　　　　　　        水　沼　  英　樹（弘前大学教授）�
　　　　　　        八重樫　  伸　生（東北大学教授）�
　　　　　　        山　本　  樹　生（日本大学教授）�
　　　　　　        吉　村　     　典（慶應義塾大学教授） �
�
顧 問 青　野　  敏　博（徳島大学学長）�
顧 問 ・ 監 事  麻　生　  武　志（東京医科歯科大学名誉教授）�
顧 問 石　川　  睦　男（旭川医科大学名誉教授）�
顧 問 ・ 監 事  大　濱　  紘　三（広島県　病院事業管理者）�
顧 問 佐　藤　  和　雄（前日本大学教授）�
                          玉　舎　  輝　彦（岐阜大学名誉教授）�
                          野　田　  洋　一（滋賀医科大学名誉教授）�
                          本　庄　  英　雄（京都府立医科大学名誉教授）�
                          矢内原　　　  巧（昭和大学名誉教授）�
  �
                                                         （五十音順敬称略）�



閉会の辞 

セッションⅠ〈55分〉 
《5演題》 

 

開会の辞 

総会〈10分〉 
 

ランチョンセミナー 
「緩和ケアにおける漢方の役割」 

〈40分〉 
 

特別講演 
「更年期障害の精神神経症状に対する加味逍遙散投与、ホルモン補充療法の比較」 

－諸症状の推移に及ぼす効果の違いについて－ 
〈40分〉 
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第29回産婦人科漢方研究会学術集会 
タイムスケジュール 

◎当日、第29回産婦人科漢方研究会学術集会参加費（1000円）と、産婦人科漢方研究会 
　の年会費（1000円）の2000円を徴収させていただきます。 
◎本学術集会に参加された方には日本産科婦人科学会認定医10単位シールが発行されます。 

（6分口演・5分質疑） 
 

シンポジウム 
「婦人科癌放射線治療後に用いられる漢方」〈60分〉 

《3演題》 
 （6分口演・5分質疑） 
 

セッションⅡ〈55分〉 
《5演題》 

（6分口演・5分質疑） 

セッションⅢ〈55分〉 
《5演題》 

（6分口演・5分質疑） 

セッションⅣ〈35分〉 
《3演題》 

（6分口演・5分質疑） 



第29回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム�

開会の辞　　　　　 日本大学 教授　山本 樹生� 9：00 ～ 9：10

9：10 ～10：05

10：05～11：00セッションⅡ    座長：富山大学 教授　齋藤　滋�

セッションⅠ　 座長：弘前大学 教授　水沼 英樹�

�

3．アゼリア（更年期）外来における漢方療法の評価�
　　　　　　　　　　　　　　                        聖マリアンナ医科大学 産婦人科�
　　　　　　　○新橋 成直子、谷内 麻子、五十嵐 豪、代田 琢彦、石塚 文平�
�

2．柴胡加竜骨牡蠣湯を初診時に投与する事による更年期障害治療法に附いて�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白十字総合病院�

                                                                       ○松永 要一、鍋島 雄一�

4．漢方療法によるメタボリックシンドローム予防・改善効果の検討                   �
                                                                          東京女子医科大学 産婦人科学教室�
                      ◯中野 千枝、石谷　健、折戸 征也、春名 由美子、大原 麻美�
　　　　　　　　吉形 玲美、尾上 佳子、橋本 和法、太田 博明�

１．難治性ののぼせ感に対し、漢方治療が奏効した1例�
　                                                 　　      岐阜県総合医療センター 産婦人科�
　　　　　　　　　 　○佐藤 泰昌、小坂井 恵子、柴田 万祐子、小野木 京子�
　　　　　　　　　　　田上 慶子、横山 康宏、山田 新尚�
�

5．岐阜県の華岡流医家に伝来する江戸末期種痘針からのワクシニアDNAの検出�
　　　                                                   日本大学医学部 病態病理学系微生物学分野1） 　�

                                                             Vaccine Research Center, NIAID, NIH2） �

                                                                  ◯早川　智1）、本多 三男 2） 

6．妊娠中のマイナートラブルに“二陳湯”“黄　湯”エキスが劇的に有効であった高齢初産婦�
         南森町レディースクリニック1） 、たかばたけウィメンズクリニック2） �

         かげやま医院3） 、大阪市立大学大学院医学研究科 女性病態医学4） �

         大阪市立大学医学部 看護学科5） 、大阪大学大学院医学系研究科 漢方医学寄附講座6） �

　　　　　　○中井 恭子 1）2）3）4）、蔭山　充 3）4）6）、平井 光三 1）、今中 基晴 4）5）�
　　　　　　　浮田 勝男 4）、石河　修 4）、中西 美保 3）6）、志馬 千佳 3）�
　　　　　　　高畠 桂子 2）、西田 愼二 6） 

7．妊娠中の便秘症に対する大建中湯の効果 �
                                                     JA静岡厚生連静岡厚生病院 産婦人科　中山　毅�

8．妊婦における過敏性腸症候群と思われる症状に対する桂枝加　薬湯の使用経験�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 共立習志野台病院 産婦人科　木下 哲郎�
�



～休　憩～� （12：00～12：10）�

～休　憩～� （12：50～13：00）�

ランチョンセミナー　 座長：日本大学 教授　山本 樹生�

11：00 ～12：00

12：10 ～12：50

13：00 ～13：10

13：10 ～13：50

S-1．婦人科癌放射線治療後の腹部愁訴に対する六君子湯・大建中湯の有効性について�
　　　　　　　　 東北大学大学院医学系研究科 先進漢方治療学講座 准教授　武田　卓�

S-2．婦人科悪性腫瘍の放射線治療もしくは化学療法に伴う副作用軽減における漢方薬投与の意義�
                                      東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 講師　中川 俊介�

S-3．癌の放射線治療と漢方の役割　－十全大補湯による癌患者の延命効果－�
                                                                  徳島大学名誉教授・三船病院　竹川 佳宏�
�

シンポジウム「婦人科癌放射線治療後に用いられる漢方」�

　　　　　    　　　座長：東北大学 教授　八重樫 伸生�

9．帝王切開術後の頭痛における当帰四逆加呉茱萸生姜湯と�
　 ロキソプロフェンナトリウムの服用比較�
                                                                                       新潟市民病院 産婦人科�
                                  ○西島 翔太、南川 高廣、佐藤 ひとみ、常木 郁之輔�
                                     田村 正毅、柳瀬　徹、倉林　工�
�
10．帝王切開術後の貧血に対する加味帰脾湯の効果の検討�
                                                            藤田保健衛生大学坂文種報　會病院 産婦人科1）�

                                                            藤田保健衛生大学 産科婦人科2）�

               ○丹羽 邦明1）、酒向 隆博1）、山口 陽子1）、西尾 永司2）、宇田川 康博2）�

「緩和ケアにおける漢方の役割」�
                             日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野 医局長　木下 優子�
�

総　　会　　　　　司会：秋田大学 教授　田中 俊誠�

特別講演 　　 座長：秋田大学 教授　田中 俊誠�

       「更年期障害の精神神経症状に対する加味逍遙散投与、ホルモン補充療法の比較」�
         －諸症状の推移に及ぼす効果の違いについて－�
                                       弘前大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座 講師　樋口　毅�



～休　憩～� （14：45～14：55）�

13：50～14：45セッションⅢ 　座長 ：東京医科歯科大学 教授　久保田 俊郎�

14：55～15：30セッションⅣ　 　座長：旭川医科大学 教授　千石 一雄�

11．稽留および不全流産に対する漢方療法�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           朋佑会札幌産科婦人科　�
                                                                          ○佐野 敬夫、郷久 鉞二�

12.“四逆散”にて心身のストレスが軽減し妊娠に至った不妊3症例�
                                                          越田クリニック1）、かげやま医院2）�

                                                         大阪市立大学大学院医学研究科 女性病態医学3）�

                                                         大阪大学大学院医学系研究科 漢方医学寄附講座4）�

　　　　　　　 ○志馬 千佳1）2）4）、蔭山　充2）3）4）、中井 恭子2）3）4）、中西 美保2）4）�
　　　　　　　　　志馬 裕明1）、今野　彰1）、西田 愼二4）、越田 光伸1）�

13.  ドパミン受容体刺激薬（アゴニスト）が服用できない�
      潜在性高プロラクチン血症性不妊に‘炒麦芽’が有効な11例のうちの1例�
                                                               大阪市立大学大学院医学研究科 女性病態医学�
　　　　　　　　　　　　　                   ○浮田 勝男、蔭山　充、西本 幸代�
                                                             中井 恭子、今中 基晴、石河　修�
�

15.  黄体機能不全に対するクロミフェンと温経湯の単独および併用療法について　　　　　　　　
                                                                             鹿児島大学病院 女性診療センター　　�
                                                                            ○沖　利通、堂地　勉�

16.  月経関連片頭痛に対する呉茱萸湯の周期的投与の試み�
                                                                                  慶應義塾大学医学部 産婦人科1）�

                                                                                  牧田産婦人科医院2）　               �
                  　◯牧田 和也1）2）、堀場 裕子1）、平沢　晃1）、青木 大輔1）、吉村 　典1）�

17.  月経不順ならびに月経困難症に対する温経湯の有効性について�
　                                                                                 旭川医科大学 産婦人科�
                                                                               ○加藤 育民、千石 一雄�

14.  潜在性絨毛膜羊膜炎に対する柴苓湯を用いた治療効果の検討�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                岩手医科大学 産婦人科�
　　　　　　　　○　田 杏奈、村井 正俊、高取 恵里子、畑山 伸弥、尾上 洋樹�
　　　　　　　　　永沢 崇幸、賀来 宏維、三浦 史晴、西郡 秀和、熊谷 晴介�
　　　　　　　　　福島 明宗、吉崎　陽、杉山　徹�



15：30～15：40

18.  鉄剤内服時の消化器症状に対する六君子湯使用の試み�
                                                                           東京歯科大学市川総合病院産婦人科�

                                   ○ 小川 真里子、伊野塚 喜代乃、宮田 雅子、菅原 かな�
                                        仲村　勝、佐藤 健二、吉田 丈児、　松　潔�
�

閉会の辞　　　　               富山大学 教授　齋藤　滋�



�

第29回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム〔紙上発表〕�

�2．インフルエンザ感染症に罹患した妊娠中の女性における麻黄湯の効果�
                                                             愛知医科大学大学院医学研究科 感染制御学1)�

                                                             いずみレディスクリニック2)�

                                                 ○山岸 由佳1）、和泉 孝治2）、三鴨 廣繁1）2）�

3．更年期症候群治療において虚実に関する証の重要性を認識した1例 �
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸の内クリニック1)�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野2)�

　　　○丸山　綾1）2）、矢久保 修嗣2）、木下 優子2）、上田 ゆき子2）、安藝 竜彦2）�
　　　　奥平 智之2）、田中　均2）、山根 理子2）、山口 千枝2）、小泉 久仁弥2）�

1． 当科更年期外来における続発性無月経対する漢方療法－第2報－�
　                                                                        山田赤十字病院産婦人科�
                                      ○西村 公宏、山崎 晃裕、小河 恵理奈、菊川　瞳�
                                         山脇 孝晴、能勢 義正�
�



■ 交通のご案内�

● 九段下駅�

　 東京メトロ東西線 �
　　7番出口 徒歩 3分�

　 東京メトロ半蔵門線、都営新宿線 �
　 5番出口 徒歩 3分�

● 神保町駅�

　 東京メトロ半蔵門線、都営新宿線・三田線 �
　 Ａ2出口 徒歩 7分�
�

■ 羽田空港より�
　　　● 羽田空港駅～日本橋駅 京浜急行 35 分�
　　日 本 橋 駅～九段下駅 東西線 5分�
　　　九段下駅から7番出口 徒歩 3分�
        ● タクシー 40 分�
�

■ 東京駅より�
　　　● 東 京 駅～大手町駅 丸ノ内線 1分�
　　大手町駅～九段下駅 東西線 4分�
　　　九段下駅から7番出口 徒歩 3分�
        ● タクシー 15 分�
�

■ご案内図■�

連絡先：�
第29回 産婦人科漢方研究会学術集会事務局�
株式会社ツムラ　学術企画部�
TEL:03-6361-7187  FAX:03-5574-6668

● 飯田橋駅�

　 東京メトロ東西線 �
　 Ａ5 出口 徒歩 3 分�

　 ＪＲ総武線、東京メトロ有楽町線・南北線 �
　 Ｂ5 出口 徒歩 10 分�

　 東京メトロ大江戸線�
 　Ｃ1 出口 徒歩 13 分�

● 水道橋駅�

　 ＪＲ総武線 西口 徒歩 8 分�
　 都営三田線 Ａ2 出口 徒歩 10 分�

※駐車場はございませんので、ご了承ください。�

至江戸川橋�

有楽町線�

至神楽坂�

至牛込神楽坂�

飯田橋駅�

ラムラ�

JR飯田橋駅�

至市ヶ谷�

至市ヶ谷�

至市ヶ谷�

●�
警察病院�

至半蔵門�

●靖国神社�

半蔵門線�
内堀通り�

新宿線�
靖国通り�

●日本歯科大学病院�

至春日�大江戸線�

東京区政会館�
 ■A5番出口�

 ■�
 B5番出口�

 ■C1番出口�

A2番出口■�

A4番出口■�

■�
A2番出口�

5番出口�
■�

ホテル�
メトロポリタンエドモント�

飯田橋通�
郵便局�
　　●�
�
目白通り�

ホテル・�
グランドパレス�

 7番出口■�

北の丸スクエア�

九段下駅�

日本武道館�

九段会館�

千代田区役所�

●�
りそな銀行�

●九段郵便局�

●�
ローソン�

専大通り�

東西線�

首都高速�

南北線�

JR中央・総武線�

JR水道橋駅�

水道橋駅�
至後楽園� 東京ドーム�

東京ドームホテル�
●�

外堀通り�

■西口�

三崎町郵便局�
●�

水道橋西通り�

        ●�
千代田ファーストビル東館�

        ●�
千代田ファーストビル西館�

西神田ランプ�

専修大学�
●�

ヴィラフォンテーヌ�
九段下� ヴィラフォンテーヌ�

神保町�●三井住友銀行�

●三菱東京UFJ銀行�

みずほ銀行●�

みずほ銀行●�

岩波ホール●�

三田線�

竹橋駅�

 神保町駅�

至御茶ノ水�

至小川町�

至大手町�

至大手町�

白山通り�

ベルサール九段�BELLESALLE�KUDAN

（住友不動産九段ビル3・4階）�




