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平成22年度　産婦人科漢方研究会役員一覧�

代 表 世 話 人　星　合　　　　昊（近畿大学教授）�
常 任 世 話 人　武　谷　　雄　二（東京大学大学院教授）�
　　　　　　　 稲　葉　　憲　之（獨協医科大学教授）�
                      苛　原　　　　稔（徳島大学大学院教授）�
                      齋　藤　　　　滋（富山大学教授）�
世     話     人　岩　坂　　　　剛（佐賀大学教授）�
　　　　　　　 岡　井　　　　崇（昭和大学教授）�
                      嘉　村　　敏　治（久留米大学教授）�
                      木　村　　　　正（大阪大学教授）�
                      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）�
                      小　西　　郁　生（京都大学教授）�
                      杉　山　　　　徹（岩手医科大学教授）�
                      千　石　　一　雄（旭川医科大学教授）�
                      堂　地　　　　勉（鹿児島大学教授）�
                      平　松　　祐　司（岡山大学教授）�
                      水　沼　　英　樹（弘前大学教授）�
                      村　上　　　　節（滋賀医科大学教授）�
                      山　本　　樹　生（日本大学教授）�
                      八重樫　　伸　生（東北大学教授）�
                      吉　村　　   　典（慶應義塾大学教授）�
�
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）�
                      太　田　　博　明（国際医療福祉大学教授�
                                                        山王メディカルセンター・女性医療センター長）�
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）�
                      田　中　　俊　誠（秋田大学名誉教授）�
                      玉　舎　　輝　彦（岐阜大学名誉教授）�
                      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〈50分〉 
《5演題》 

 

開会の辞 

総会〈10分〉 
 

ランチョンセミナー 
「産婦人科医のための漢方よもやま話」 

〈40分〉 
 

特別講演 
「漢方薬による癌転移阻害のメカニズム」 

〈40分〉 
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第30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30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。 

（7分口演・3分質疑） 
 

シンポジウム 
「女性のライフステージにおける漢方治療」〈100分〉 

《6演題》 
 （各12分口演・総合討論28分） 
 

セッションⅡ〈50分〉 
《5演題》 

（7分口演・3分質疑） 

セッションⅢ〈40分〉 
《4演題》 

（7分口演・3分質疑） 



第30回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム�

開会の辞　　　　　           富山大学 教授　齋藤　滋� 8：50 ～ 9：00

9：00 ～ 9：50

9：50～10：40セッションⅡ            座長：滋賀医科大学 教授　村上　節�

セッションⅠ　         座長：鹿児島大学 教授　堂地　勉�

�

1．妊娠中の母体の体重増加や浮腫、蛋白尿に対する、防已黄耆湯の効果�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JA静岡厚生連静岡厚生病院 産婦人科�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○中山　毅、石橋 武蔵、田中 一範�

2．塩酸リトドリン点滴による動悸・熱感に対する女神散の効果�
　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県総合医療センター 産婦人科1）、 同 漢方外来2） �

　　　　　　　　 ○佐藤 泰昌 1）2）、寺澤 恵子 1）、三和 紀子 1）、小野木 京子 1）�
        　　　　　　　牧野　弘 1）、横山 康宏 1）、山田 新尚 1） 

3．稽留および不全流産に対する漢方療法のその後の経過�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朋佑会札幌産科婦人科�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○佐野 敬夫、郷久 鉞二�

4．精子無力症に対する補中益気湯の有効性に関する検討�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      近畿大学 産科婦人科学教室�
　　　　　　　　　　　　                  ○宮崎 綾子、辻　　勲、網　和美�
                                                         藤浪 菜穂子、渡部　洋、星合　昊�

5．黄体機能不全に対するクロミフェンおよび�
　 漢方療法における妊娠前後の東洋医学的所見の相違　　　　　　　�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大学病院女性診療センター�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   ○沖　利通、堂地　勉�

6．心身のストレスに対し“四逆散”を処方した不妊女性37例の検討�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）�
　　　　　      今野　彰 1）、志馬 裕明 1）、西田 愼二 4）、越田 光伸 1）�

7．月経随伴症状に対する漢方薬投与の腸内細菌叢におよぼす影響のT-RFLPによる検討�
　　日本大学医学部 学生 n-CME (Nihon Univertus Collegium Medicum Experimentum)1）�

　　日本大学医学部 病態病理学系微生物学分野2）、日本大学医学部 内科学系統合和漢医学分野3）�

　　日本大学医学部 内科学系心療内科学分野4） 、　日本大学医学部 社会医学系法医学分野5） �

　　日本大学医学部 病態病理学系病理学分野6） �

　　　　　　　　　　 ○伊田 英恵 1）、早川　智 2）、木下 優子 3）、村上 正人 4）�
　　　　　　　　　　　 松岡　俊 1）、鉄　　堅 5）、江角 真理子 6）�



10：40 ～12：20

8．月経前症候群（PMS）の『情緒不安定』に、“甘麦大棗湯”が劇的に有効であった10例�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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）�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪大学大学院医学系研究科 漢方医学寄附講座5）�
　　　　　　　　　　　　　　○中井 恭子1）2）3）4）5）、蔭山　充3）4）5）、中西 美保3）5）�
　　　　　　　　　　　　　　 志馬 千佳3）5）、福田 武史4）、森下 真成4）�
　　　　　　　　　　　　　　 今中 基晴 4）、石河　修 4）、西田 愼二 5） �
�
9．精神神経症状を持つ更年期症例への抑肝散エキス顆粒の有用性の検討�
                                                                                          旭川医科大学 産婦人科　�

                                                                       ○加藤 育民、千石 一雄�

10．Visual Analogue Scale（VAS）を用いた呉茱萸湯の片頭痛に対する治療効果の検討�
                                                                                 慶應義塾大学医学部 産婦人科1） �

                                                                                 同 漢方医学センター2）�

                                                                                 牧田産婦人科医院3）　               �
                                               ◯堀場 裕子 1）2）、牧田 和也 1）3）、松村 聡子 1）�
                                                  平沢　晃 1）、 青木 大輔 1）、吉村    典 1） 

シンポジウム「女性のライフステージにおける漢方治療」�

                           座長：東京医科歯科大学 教授　久保田 俊郎�

　　　                                岩手医科大学 教授　杉山　徹�

S-1．子宮頸管粘液顆粒球エラスターゼ陽性切迫早産に対する�
       柴苓湯の有用性に関する検討　　　�
                                                                                             岩手医科大学 産婦人科　�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　田 杏奈 

S-2．妊婦の便秘に伴う腹部症状に対するツムラ大建中湯の有用性に関する検討�
                                                                         財団法人温知会会津中央病院 産婦人科�

                                                                                              武市 和之�

S-3．月経関連症候群（PMS, PMDD）における精神行動障害に対する�
     「抑肝散」の効果について�
　　　                                                        国立成育医療センター 女性診療科（婦人科）�
                                                                                           藤井 絵里子�

S-4．更年期女性の不眠症状に対する当帰　薬散・加味逍遙散・桂枝茯苓丸の�
　　 効果に関する検討�
　　　　                             東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生殖機能協関学�

　　　　　　　                                                                        寺内 公一�



～休　憩～� （12：20～12：30）�

～休　憩～� （13：10～13：20）�

14：10～14：50

13：20 ～13：30

13：30 ～14：10

セッションⅢ         　座長 ：大阪大学 教授　木村　正�

ランチョンセミナー　 座長：富山大学 教授　齋藤　滋� 12：30 ～13：10

「産婦人科医のための漢方よもやま話」�
                             富山大学大学院医学薬学研究部 和漢診療学講座 教授　嶋田　豊�

総　　会　　　　　司会：近畿大学 教授　星合　昊�

特別講演 　　 座長：近畿大学 教授　星合　昊�

       「漢方薬による癌転移阻害のメカニズム」�
                                                                               富山大学 理事・副学長　済木 育夫�

S-5．婦人科癌治療患者における漢方治療に対する意識調査と不安状態に関する検討�
　　　　 　　　　　　                                    東北大学医学部 先進漢方治療医学講座�
　　　　　　　　　　　　                                                            武田　卓�

S-6．婦人科癌化学療法（Paclitaxel, Carboplatin, Cisplatin）時の副作用に対する�
　　 漢方治療の効果�
　　　　　　　　　　　　　　　　　富山大学大学院医学薬学研究部(医学)産科婦人科学講座�
                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米澤 理可 

11．便秘と左下腹部圧痛を目標に処方した“桃核承気湯”が劇的に有効であった10例�
                                                         大阪市立大学大学院医学研究科 女性病態医学1）�

                                                           かげやま医院2）�

                                                           大阪大学大学院医学系研究科 漢方医学寄附講座3）�

                                                           大阪市立大学大学院看護学研究科4）�

                   　　　　　　　　　　○福田 武史 1）、中井 恭子 1）2）3）、蔭山　充 1）2）3）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　中西 美保 2）3）、志馬 千佳 2）3）、森下 真成 1）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　今中 基晴 1）4）、石河　修 1）、西田 愼二 3）�
�
12．産婦人科診療における安中散の使用経験　平成22年�
                                                                                        共立習志野台病院 産婦人科�

                                                                                              木下 哲郎�

～総合討論～�



14：50～15：00閉会の辞　　　　               近畿大学 教授　星合　昊�

14．片頭痛患者における「冷え症」に関するアンケート調査�
                                                                                  牧田産婦人科医院1）�

                                                                                  甲南病院 神経内科2）�

                                                                                  六甲アイランド病院 産婦人科3）�

                                                 ◯牧田 和也 1）、北村 重和 2）、稲垣 美恵子 3） 

13．「下腹部痛」に対する当帰建中湯の使用経験�
                                                                                                     露仙堂クリニック�

                                                                                               　堀　厚�



�

第30回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム〔紙上発表〕�

�

1． 更年期障害の神経症状に投与された抗うつ剤による�
　 胃腸症状に六君子湯が著効した1症例�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田赤十字病院 産婦人科�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○西村 公宏、山崎 晃裕、關　義長�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山脇 孝晴、能勢 義正�

2．感染性下痢症に対する漢方治療の効果に関する検討�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）、三鴨 廣繁1）2）、三浦 陽子1）、和泉 孝治2）�






