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代表世話人 齋　藤　　　　滋（富山大学教授）�
常任世話人　苛　原　　　　稔（徳島大学大学院教授） �

常任世話人 杉　山　　　　徹（岩手医科大学教授）�
　　　　　　千　石　　一　雄（旭川医科大学教授）�
　　　　　　山　本　　樹　生（日本大学教授）�
世　話　人 井　坂　　恵　一（東京医科大学教授）�
　　　　　　岩　坂　　　　剛（医療法人社団高邦会高木病院病院長） �
　　　　　　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）�
　　　　　　木　村　　　　正（大阪大学教授）�
　　　　　　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）�
　　　　　　堂　地　　　　勉（鹿児島大学教授） �
　　　　　　平　松　　祐　司（岡山大学教授）�
　　　　　　深　澤　　一　雄（獨協医科大学教授）�
　　　　　　水　沼　　英　樹（弘前大学教授）�
　　　　　　村　上　　　　節（滋賀医科大学教授）�
　　　　　　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）�
　　　　　　稲　葉　　憲　之（獨協医科大学学長）�
　　　　　　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）�
　　　　　　武　谷　　雄　二（独立行政法人労働者健康福祉機構理事長）�
　　　　　　田　中　　俊　誠（秋田大学名誉教授）�
　　　　　　玉　舎　　輝　彦（岐阜大学名誉教授）�
　　　　　　星　合　　　　昊（社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会富田林病院院長）�
　　　　　　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）�
�
�

（機関紙担当）�

平成24年度　産婦人科漢方研究会役員一覧�
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第32回産婦人科漢方研究会学術集会 
タイムスケジュール 

一般演題セッションⅡ〈35分〉 
《5演題》 

（5分口演・2分質疑） 

 休憩（弁当配布） 

 休憩（弁当片付け）  

一般演題セッションⅠ〈45分〉 
《6演題》 

（5分口演・2分質疑） 

シンポジウム〈80分〉 
《4演題》 

［4演題15分口演、総合討論20分］ 

ランチョンセミナー〈40分〉 

総会〈10分〉 

優秀演題賞授与・発表《2演題》 
（発表：5分口演・2分質疑） 

特別講演〈40分〉 

休憩(5分） 

一般演題セッションⅢ〈45分〉 
《6演題》 

（5分口演・2分質疑） 

一般演題セッションⅣ〈35分〉 
《5演題》 

（5分口演・2分質疑） 

◎当日、第32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32回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム�

開会の辞　　　　　　　岩手医科大学 教授　杉山　徹� 9：15～ 9：20

9：20～10：05

10：05～10：40セッションⅡ            座長：獨協医科大学 教授　深澤 一雄�

セッションⅠ　         座長：久留米大学 教授　嘉村 敏治�

2．ＨＲＴで十分な効果が得られなかった更年期障害に対して、�
    ＨＲＴと漢方療法併用により十分な効果を得た症例の検討�
                                                                                           射水市民病院 婦人科�

                                                                                           齋藤 真実�

3. 更年期女性の頭痛に対するツムラ当帰　薬散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 女性健康医学講座1）�

                                    生殖機能協関学分野2）、心療・緩和医療学分野3）�
　　　　　　　　　　○寺内 公一 1）、平光 史朗 2）、秋吉 美穂子 2）、大輪 陽子 2）�
　　　　　　　　　　加藤 清子 2）、尾林　聡 2）、松島 英介 3）、久保田 俊郎 2）�

4．患者背景に精神的ストレスがある過活動膀胱患者に対する清心蓮子飲の有効性の検討�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢医科大学 産科婦人科�

　　　　　　　　　　　    ○柴田 健雄、笹川 寿之、高木 弘明、牧野田　知�

5．慢性外陰痛（Vulvodynia）に対する漢方製剤の効果�
                                香川大学医学部周産期学 婦人科学1）、鈴木レディースクリニック2）�

　                                                      ○塩田 敦子 1）、秦　利之 1）、鈴木 恵子 2）�

6．不妊治療において気血水の異常のうち、その異常を優先して治療すべきか？�
                                                                           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�

7．閉経後婦人の子宮内ローエコーに排膿散及湯の使用経験�
                                               中濃厚生病院 産婦人科1）、いずみレディスクリニック2）�

                                               村上記念病院 産婦人科3）、岐阜大学病院 産婦人科4）�

                              ○山際 三郎 1）、加藤 順子 1）、太田 俊治 1）、友影 龍郎 2）�

                                 藤本 次良 3）、小倉 寛則 4）、豊木　廣 4）�

8．子宮摘出後の晩期障害に対する漢方療法の経験�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島赤十字原爆病院 産婦人科�

                                        ○高取 明正、小川 達博、西田　傑、石原 佳代�

1．長期的なホットフラッシュに三物黄　湯が有効であった1例�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慶応義塾大学病院 産婦人科�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○堀場 裕子、牧田 和也、横田 めぐみ�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩田　卓、青木 大輔、吉村 　典�



～休　憩～�

〈総合討論〉�

（12：00～12：10）�

～休　憩～� （12：50～13：00）�

10：40～12：00

12：10～12：50

9．同時化学放射線療法(CCRT)の副作用に対する五苓散の効果�
                                                   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）、森　崇宏 1）、吉田 奈央 1）、山本 志緒理 1）、森　美奈子 1）�
　　 小野木 京子 1）、田上 慶子 1）、横山 康宏 1）、山田 新尚 1）�

10．大学病院婦人科外来における十全大補湯処方57症例の解析�
                                                                                     東京女子医科大学 産婦人科�

　　　　　　　◯高橋 伸子、小関 真理子、木崎 尚子、深澤 祐子、鈴木 志保�
　　　　　　　　駒形 依子、鈴木 宏美、秋澤 叔香、石谷　健、松井 英雄�
�
11．婦人科悪性腫瘍術後患者に対する大建中湯の使用経験について�
                                                                                                北海道大学 婦人科�

                  ○首藤 聡子、山田 恭子、三田村　卓、小田切 哲二、加藤 達矢�
                     小林 範子、武田 真人、渡利 英道、金内 優典、櫻木 範明�

シンポジウム「癌治療のQOL向上を目指した漢方薬の現状と展望」�

                              座長：名古屋大学 教授　吉川　史隆�

　　　                                東北大学 教授　八重樫　伸生�

（1）蜂窩織炎を反復するリンパ浮腫患者に対する漢方薬の効果�
                                                                                           北海道大学病院 婦人科�

                                                                                            小林 範子�

（2）婦人科癌化学療法における食欲不振に対する六君子湯の効果�
                                                                                     富山大学 産科婦人科学教室�

                                                                                            米澤 理可�

（3）パクリタキセルによる末梢神経障害に対する牛車腎気丸の効果と機序の解明�
                                                                            弘前大学医学部 産科婦人科学講座�

                                                                                            横山 良仁�

（4）　 薬甘草湯による抗癌剤の副作用対策ーPaclitaxelを用いた化学療法ー�
　　　　　                                                                   NTT東日本関東病院 産婦人科�
                                                                                            杉田 匡聡�

ランチョンセミナー　　座長：岩手医科大学 教授　杉山　徹�

    「ペインクリニック領域への漢方応用」�

      　　　　　　　　　　　　　　 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院�
　　　　　　　　　　　　　　　　 女性漢方外来/ペインクリニック科 部長　 野萱 純子�



～休　憩～� （14：15～14：20）�

13：00～13：10

13：10～13：35

総　　会　　　　　司会：富山大学 教授　齋藤　滋�

13：35～14：15

14：20～15：05

優秀演題賞　授与・発表�
                           座長：日本大学 教授　山本 樹生�
　　　　　　　　　　授与：岩手医科大学 教授　杉山　徹�

1． 卵巣摘出マウスを用いた補中益気湯の更年期女性に対する有効性の検討�
                                                                             藤田保健衛生大学 産婦人科教室�

　　　　　　　　　　　　　○坂部 慶子、西尾 永司、河合 智之、宇田川 康博 

2．ジエノゲスト投与に伴う不正性器出血に対する、　　帰膠　湯の有効性�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JA静岡厚生連 静岡厚生病院�

　　　　　　　　　　　　　○中山　毅、宮野 奈緒美、石橋 武蔵、田中 一範�

特別講演　　        座長：富山大学 教授　齋藤　滋�

    「がん患者の生活の質を改善させる漢方薬�
　　ー作用メカニズム解明から臨床試験へのトランスレーショナルリサーチー」�
     独立行政法人国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野 分野長　上園 保仁�

セッションⅢ　        座長：旭川医科大学 教授　千石 一雄�

12．子宮筋腫に対する桂枝茯苓丸を中心とした待機療法�
                                                                                       金沢医科大学 産科婦人科学�

                                       ○笹川 寿之、柴田 健雄、高木 弘明、牧野田　知�

13．希発月経と多嚢胞性卵巣（PCO）が防風通聖散と当帰　薬散にて改善を認めた1例�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市立大学大学院医学研究科 産科婦人科学1）�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かげやま医院2）、ナンノレディースクリニック3）�
                             ○森下 真成 1）、中井 恭子 1）2）、南野 英隆 3）、蔭山　充 1）2）�

                                 志馬 千佳 2）、福田 武史 1）、古山 将康 1）、石河　修 1）�

15．当科における抗リン脂質抗体陽性不育症症例に対する柴苓湯を中心とした治療法�
                                                                                    久留米大学 産科婦人科学教室�

                                     ○藤本 剛史、今石 裕人、三田尾　拡、三嶋 すみれ�
                                       駒井　幹、牛嶋 公生、堀　大蔵、嘉村 敏治�

17．甘草エキスは妊娠子宮平滑筋収縮を二段階で抑制する�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学 産科婦人科教室�

　　　　　　　　　○　　玄一郎、安田 勝彦、辻　祥子、金森 千春、　 　寿勇�
　　　　　　　　　　都築 朋子、中嶋 達也、岡田 英孝、神崎 秀陽�

16．子宮筋腫合併妊娠による嵌頓子宮の疼痛に対し当帰　薬散を用いた一例�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県厚生連尾西病院 産婦人科�

　　　　　　　　　　　　　　　○渡辺　修、山本 悦子、谷貝 顯博、竹内 一郎�

14．妊婦に対する駆　血剤の投与�
                                                                                             朋佑会札幌産科婦人科�

                                                                                            佐野 敬夫�



15：05～15：40

15：40～15：45

セッションⅣ　           座長：弘前大学 教授　水沼 英樹�

閉会の辞　　　　　　　富山大学 教授　齋藤　滋�
�

18．当大学で実施している院内漢方入門研修会の工夫�
                                                                                   藤田保健衛生大学 産婦人科教室�

                                        ○西尾 永司、坂部 慶子、河合 智之、宇田川 康博�

19．育児ストレスによる情緒不安定な9例に対する四逆散エキスの有用性の検討�
           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）、かげやま医院3） �

            大阪市立大学大学院医学研究科 産科婦人科学（女性病態医学 ）4）�

           ぶどうの木しゅどう内科循環器科クリニック5）�

　　　○中井 恭子 1）2）3）4）、首藤 達哉 5）、蔭山　充 3）4）、森下 真成 4）、福田 武史 4）　�
　　　　　浮田 勝男 4）、今中 基晴 4）、古山 将康 4）、石河　修 4）�

20．産婦人科における当帰湯の使用経験�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共立習志野台病院 産婦人科�
                                                                                              木下 哲郎�

21．片頭痛患者における「冷え症」の年代別の差異に関する検討�
                         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）�

22．長年にわたる外陰部掻痒症に白虎加人参湯が著効した2症例の検討�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手医科大学医学部 産婦人科学講座�

　　　　　　　　　 ○  田 杏奈、賀来 宏維、新沼 花恵、三浦 史晴、杉山　徹�



第32回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム〔紙上発表〕�

当婦人科漢方外来における更年期症状を有する女性の気血水スコアの有用性に関する検討�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山大学 産科婦人科学教室�
                                                               ○米澤 理可、日高 隆雄、齋藤　滋�
�



連絡先：�
第32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

はやて031号�

こまち031号 �

やまびこ067号�

はやて033号�

こまち033号�

はやて105号�

やまびこ06９号�

はやて035号�

こまち035号�

はやて107号�

はやて037号�

こまち037号�

はやて109号�

はやて039号�

こまち039号�

はやて111号�

はやて041号�

こまち041号�

やまびこ071号�

15:41　 18:08�

16:23 　19:24�

16:41 　19:08�

17:20　19:48�

17:23 　20:24�

17:59　 21:12�

18:07　 20:36�

18:41　 21:08�

18:46　 22:00�

19:04　 21:24�

19:41　 22:08�

19:44　 23:00

はやて030号�

こまち030号�

はやて110号�

はやて032号�

こまち032号�

はやて034号�

こまち034号�

はやて112号�

やまびこ064号�

はやて036号�

こまち036号�

はやて038号�

こまち038号�

やまびこ066号�

はやぶさ006号�

はやて040号�

こまち040号 �

やまびこ068号�

14:56    17:22�

15:40　 18:52�

15:56 　18:22�

16:28 　19:30�

16:40 　19:30�

16:56　 19:22�

17:28　 20:30�

17:56 　20:22�

18:28　 21:35�

18:56　 21:27�

19:28 　22:22�

20:04 　22:27�

20:16　 23:22

新幹線時刻表 �

東京～盛岡　9/1(土) 盛岡～東京　9/2(日)  

列車号数 　　東　京 　　盛　岡� 列車号数 　　盛　岡 　　東　京�

〒020-0045　岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号�

●東北自動車道盛岡ICから車で8分�
●JR盛岡駅から徒歩4分�
●いわて花巻空港から車で50分�
車でお越しの方は施設の駐車場はありませんので近隣の有料駐車場をご利用願います。�
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＊緊急連絡先�
TEL:03-5418-7773 〈8/31（金）17:00～9/2（日）9:00〉�
当日9:00以降は、直接会場にご連絡下さい。�




