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平成23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）�
　　　　　　　 苛　原　　　　稔（徳島大学大学院教授）�
                      齋　藤　　　　滋（富山大学教授）�
世  話  人 　井　坂　　恵　一（東京医科大学教授）�
　　　　　　　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　稲　葉　　憲　之（獨協医科大学学長）�
　　　　　　　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）�
�



一般演題セッションⅠ〈40分〉 
《4演題》 

 

開会の辞 

閉会の辞 

総会〈10分〉 
 

ランチョンセミナー 
〈40分〉 

 

優秀演題賞　授与・発表〈2題 25分〉 
 

9:20

10:55

11:55

12:05

9:25

10:05

12:45

12:55

13:05

15:40

15:45

15:00

13:30

14:10

14:50

第31回産婦人科漢方研究会学術集会 
タイムスケジュール 

（7分口演・3分質疑） 
 

シンポジウム 
〈60分〉 
《4演題》 

 ［各15分口演（質疑含む、総合討論無し）］ 

一般演題セッションⅡ〈50分〉 
《5演題》 

（7分口演・3分質疑） 

一般演題セッションⅢ〈40分〉 
《4演題》 

（7分口演・3分質疑） 

特別講演〈40分〉 

一般演題セッションⅣ〈40分〉 
《4演題》 

（7分口演・3分質疑） 

 休憩（弁当配布） 

 休憩（弁当片付け）  

休憩 

◎当日、第31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 
　年会費（1000円）の2000円を頂きます。 
◎本学術集会に参加された方は日本産科婦人科学会認定医10単位シール及び日本産婦人科 
　医会研修参加証が発行されます。 



第31回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム�

開会の辞　　　　　       徳島大学 教授　苛原　稔� 9：20 ～ 9：25

9：25～10：05

10：05～10：55セッションⅡ            座長：岩手医科大学 教授　杉山　徹�

セッションⅠ　         座長：京都大学 教授　小西 郁生�

1．女性患者に対する防已黄耆湯の応用疾患の多様性�
　　　　　　　　　　　　　　　 　岐阜県総合医療センター 産婦人科1）、漢方外来2）�
　　　　　　　　 ○佐藤 泰昌 1）2）、森　美奈子 1）、志賀 友美 1）、三和 紀子 1）　　�
　　　　　　　　　　牧野　弘 1）、田上慶子 1）、横山 康宏 1）、山田 新尚 1） 

2．女性に見られる冷えと消化器系障害に対するツムラ六君子湯の効果�
　　　　　　　　　　　　　　　                          坂下厚生総合病院 産婦人科�
                                                                                          山田 純也�

3．当科における婦人科外来患者に対する漢方薬処方の実態調査�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金沢医科大学 産科婦人科学�

                                                     ○柴田 健雄、笹川 寿之、高木 弘明�
                                                        冨澤 英樹、藤田 智子、牧野田　知�

4．東日本大震災による精神不安に柴胡加竜骨牡蛎湯が有効であった1例�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　福島県立医科大学 性差医療センター�
                                                                                       渡辺 久美子�

6．若年女性の月経諸症状に、温経湯は第一選択になりえるか？�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    旭川医科大学 産婦人科�

                                                                       ○加藤 育民、千石 一雄 

7．四物湯の使用経験�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    朋佑会札幌産科婦人科�

                                                                                          佐野 敬夫�

8．ＰＭＳ・ＰＭＤＤに対する漢方治療の有効性検討�
                                                  東北大学大学院医学系研究科 先進漢方治療医学講座�

                                                         ○武田　卓、築地 賢治、高山　真�
                                                            関　隆志、八重樫 伸生�

9．卵巣がんのリポソーム化ドキソルビシン療法による口内炎に対するツムラ半夏瀉心湯の効果�
                                                                    財団法人温知会会津中央病院 産婦人科�
                                     ○武市 和之、野村 真司、高梨子 篤浩、飯沢 禎之 

5．大建中湯の長期内服が深部静脈血栓発症後の下肢痛に有効であった1例�
　　　　　　　慶應義塾大学病院 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）、横田 めぐみ1）、平沢　晃 1）�

                             岩田　卓 1）、青木 大輔 1）、吉村 　典 1）�



～休　憩～� （11：55～12：05）�

～休　憩～� （12：45～12：55）�

10：55～11：55

ランチョンセミナー　 座長：富山大学 教授　齋藤　滋� 12：05～12：45

「女性のライフステージにおける漢方の使い分け」�
     金沢大学附属病院 特任准教授 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 和漢診療外来　小川 恵子�

12：55～13：05総　　会　　　　　司会：近畿大学 教授　星合　昊�

シンポジウム「癌治療に求められる漢方の意義�
　　　　　　　～臨床現場にどのように活かすか～」�

                           座長：名古屋大学 教授　吉川 史隆�

（1）六君子湯による食欲 ･消化管運動改善効果�
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 社会行動医学講座心身内科学分野�

浅川 明弘�

（2）牛車腎気丸によるFOLFOX関連末梢神経障害の軽減�
  徳島大学 消化器・移植外科�

西岡 将規�

（3）卵巣癌治療における十全大補湯の長期予後に対する影響�
郡上市民病院 産婦人科�

丹羽 憲司�
�

（4）担癌患者に対する補完代替療法としての漢方治療�
大分大学医学部 産婦人科�

西田 欣広�
�

優秀演題賞　授与・発表�

                            座長：徳島大学 教授　苛原　稔　　　　　          13：05～13：30

1．高血圧・正常高値血圧を示す更年期女性に対する�
　 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒の効果について�
　　　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生殖機能協関学分野�

　　　　　　　　　　　　　○寺内 公一、平光 史朗、秋吉 美穂子、大輪 陽子�
　　　　　　　　　　　　　　加藤 清子、尾林　聡、久保田 俊郎�

2．ヒト妊娠子宮平滑筋収縮に対する　薬甘草湯の効果についての検討�
                                                                               関西医科大学 産科学婦人科学教室�
                                          ○辻　祥子、安田 勝彦、　 　玄一郎、金森 千春�
                                             都築 朋子、　 　寿勇、岡田 英孝、神崎 秀陽�



～休　憩～� （14：50～15：00）�

閉会の辞　　　　　       近畿大学 教授　星合　昊� 15：40 ～15：45

14：10～14：50

15：00～15：40

セッションⅢ         　座長 ：弘前大学 教授　水沼 英樹�

13：30 ～14：10特別講演 　　 座長：近畿大学 教授　星合　昊�

       「大建中湯の効果的運用術」�
                                      　　　　　山口大学医学部附属病院 漢方診療部 准教授　飯塚 徳男�

10．CBA/J×DBA/2J流産マウスモデルにおける当帰　薬散の効果�
                                                                日本大学医学部 病態病理学系微生物学分野�

                                                            ○相澤（小峯）志保子、早川　智�

11．切迫流早産治療薬副作用に対する炙甘草湯の使用経験�
　　（当帰　薬散無効例についての検討）�
                                                                                      共立習志野台病院 産婦人科�

                                                                                             木下 哲郎�

12．当院での不育症患者へのツムラ柴苓湯の使用経験�
　　　　　　　　　　　　　　　     　さいじょう産婦人科1）、阿南共栄病院 産婦人科2）�

　　　　　　　　　　　　　　　　  　○西條 良香 1）、西條 康代 1）、滝川 稚也 2）�

13．NK活性高値を示す不育症・習慣流産患者に対する漢方療法併用の効果�
　　　　　　　　　　　　 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、日高 隆雄、稲田 貢三子�
                                                          米田 徳子、齋藤　滋�

14．不妊治療における気の異常改善の重要性�
　　　　　　　　　　　　　　　                     鹿児島大学病院 女性診療センター�
                                             ○沖　利通、堀　新平、河村 俊彦、堂地　勉�

セッションⅣ　           座長：東京医科大学 教授　井坂 恵一�

15．機能性不妊症に対する、柴苓湯の有効性について�
　　－当帰　薬散との比較検討をもとに－�
                                                                        JA静岡厚生連静岡厚生病院 産婦人科�
                                       ○中山　毅、宮野 奈緒美、石橋 武蔵、田中 一範�

16．女性の不定愁訴に、“四逆散”を第一選択した15例の検討�
       　　　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）、�

       　　　大阪市立大学大学院医学研究科 女性病態医学3）、かげやま医院4）、越田クリニック5）�

                   　　　○中井 恭子 1）2）3）4）、蔭山　充 3）4）、森下 真成 3）、福田 武史 3）�

                      　　 志馬 千佳 5）、浮田 勝男 3）、今中 基晴 3）、石河　修 3）　�

 17．片頭痛患者における「冷え症」の合併頻度に関する比較検討�
　                  牧田産婦人科医院1）、六甲アイランド病院 産婦人科2）、甲南病院 神経内科3）　               �
                                                ◯牧田 和也 1）、稲垣 美恵子 2）、北村 重和 3）�



�






