東京女子医科大学附属東洋医学研究所活動報告
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◇診療活動
当研究所は，開所して 11 年目を経過した．湯液
部門は診察室７室（患者数は、平均 155 人/日）
，
鍼灸部門
（東京女子医科大学附属ＮＳ鍼灸室）
は，
診察室は 12 室（患者数 平均 27 人/日）にて，外
来診療を行っている．
◇機関としての諸活動【教 育】
当研究所は，本年度も東京女子医科大学学生，
医師を対象に教育活動を行ってきた．本学学生に
対する教育は，
本学 4 年生に対しての講義 10 単位
（1 単位 90 分）と診察法・鍼灸治療体験・生薬に
関する実習を 120 分行った．さらにクリニカルク

ラークシップでは 7 名の学生に教育を行った．
【研 究】
「患者自身による自覚症状評価システムの臨床
応用－診療情報のデータベース化－」，
「Ｃ型慢性
肝疾患における肝発癌予測因子としてのⅣ型コラ
ーゲン 7S の有用性」
「漢方治療のＣ型慢性肝疾患
，
患者における肝細胞癌発生抑制に関する検討」
（投
稿中）
，
「加速度脈波計を用いた漢方薬の抗動脈硬
化作用の検討」
，
「慢性疲労症候群に対する失眠の
灸治療の検討」
，
「関節リウマチに対する鍼灸治療
の有用性の検討―多施設ランダム化比較試験―」
，
「顔面神経麻痺の針灸治療の検討」
、
「灸刺激が生
体免疫に及ぼす影響」
，
「強皮症に対する鍼灸治療
の試み」などの研究成果を報告している．今年度
から，地域住民を対象とした疫学的研究を新たに
開始した．
◇著
書
１）新井 信, その他分担執筆：女性の〈からだ
と心〉安心医学 ウィメンズ・メディカ, 817,
2003
２）新井 信, その他分担執筆：東洋医学概論,
東洋医学の人間学，37-66, 2003
３）吉川 信：その他分担執筆,からだと心を癒す
リラックスレッスン, 女性の〈からだと心〉
安心医学 ウィメンズ・メディカ,674-679,
2003
４）佐藤弘：①東洋医学からみた老化，②気と老
化，③骨と漢方，④気虚，⑤腎虚，⑥脾虚 祖
父江逸郎監修 長寿科学事典 ①869-870，②
870，③872，④872-873，⑤875，⑥875-876，
2003
◇総
説
１ ） 久 米 由 美 ： 漢 方 医 学 と gender-specific
medicine, カレントテラピー, 21(1), 93-96,
2003
２）岡部竜吾，新井 信，佐藤 弘：明日から使
える漢方処方ガイド「風邪に葛根湯」は正し
いのか教えてください, 治療, 85(1)， 162
－165, 2003
３）飯山和郎，佐藤 弘：消化器疾患, 治療, 85(1)，
51-54, 2003
４）新井 信：漢方薬の"Do's＆Don'ts"！（妊娠
編）
，治療，85(3)，174-176，2003

表会，東京，2003．3
２）佐藤弘：東洋医学の現状と将来－臨床につい
て－ 第 26 回医学会総会シンポジウム 福
岡，2003．4
３）粕谷大智，磯部秀之，沢田哲治，山本一彦，
吉川 信，細江久実子，代田文彦，山口 智，
小俣 浩，鈴木輝彦，赤尾清剛，藤原久義：
関節リウマチに対する鍼灸治療の多施設ラン
ダム化比較試験（1）－鍼灸臨床研究における
介入について－，
第 47 回日本リウマチ学会総
会学術集会，東京，2003．4
４）吉川 信，細江久実子，代田文彦，山口 智，
小俣 浩，鈴木輝彦，赤尾清剛，藤原久義，
◇学術論文
粕谷大智，磯部秀之，沢田哲治，山本一彦：
１）新井 信，佐藤 弘，代田文彦：病名投与に
関節リウマチに対する鍼灸治療の多施設ラン
ない漢方薬の思わぬ薬効 3.八味地黄丸での
ダム化比較試験（2）－ACR 活動性指標の変化
検討，日本東洋医学雑誌，54(2)，348-351，
について－，
第 47 回日本リウマチ学会総会学
2003
術集会，東京，2003．4
２）新井 信，佐藤 弘，代田文彦：疾患の東洋
５）山口 智，小俣 浩，鈴木輝彦，赤尾清剛，
医学的分類とその治療－過敏性腸症候群につ
藤原久義，吉川 信，細江久実子，代田文彦，
いて－，
日本東洋医学雑誌，
54(3)，465-470，
粕谷大智，磯部秀之，沢田哲治，山本一彦：
2003
関節リウマチに対する鍼灸治療の多施設ラン
３）山本一彦，三村俊英，赤尾清剛，吉川 信，
ダム化比較試験（3）－QOL（Quality of life）
粕谷大智，山口 智：関節リウマチに対する
を指標として－，
第 47 回日本リウマチ学会総
鍼灸治療の果たす役割－関節症状の改善とＱ
会学術集会，東京，2003．4
ＯＬ向上について－，全日本鍼灸学会雑誌，
６）赤尾清剛，藤原久義，山口 智，小俣 浩，
53(5)，50-58，2003
粕谷大智，磯部秀之，鈴木輝彦，沢田哲治，
４）H.Sato: Clinical value of type Ⅳcollagen
代田文彦，吉川 信，細江久実子：関節リウ
7S
concentration
in
predicting
マチに対する鍼灸治療の多施設ランダム化比
hepatocellular carcinoma in HCV-related
較試験
（4）
－背景因子と治療効果について－，
chronic liver disease. J Tokyo Wom Med Univ
第 47 回日本リウマチ学会総会学術集会，東京，
73(7)，214-221,2003
2003．4
５）木村容子：脳動脈瘤クリッピング操作で巨大
７）新井 信，佐藤 弘，代田文彦：加速度脈波
陰性Ｔ波が出現した症例，臨床麻酔， 27(9),
計を用いた漢方薬の抗動脈硬化作用の臨床的
2003
検討，
第 54 回日本東洋医学会学術総会，福岡，
６）代田文彦，吉川 信，細江久実子：分担研究
2003．5
報告，
「関節リウマチに対する鍼灸治療の多施
８）飯山和郎，新井 信，佐藤 弘，代田文彦：
設ランダム化比較試験」に関する研究報告，
長年の狭心症様症状に当帰湯が有効であった
厚生労働科学研究費補助会（長寿科学総合研
1 例，
第 54 回日本東洋医学会学術総会，
福岡，
究事業）
，3，2003
2003．5
７）蛯子慶三：代田賞奨励賞受賞 顔面神経麻痺
９）木村容子，岡部竜吾，飯山和郎，班目健夫，
の鍼灸治療
（１）
－鍼専門外来を担当して－，
川越宏文，新井 信，吉川 信，佐藤 弘，
医道の日本，62(12)，39-51，2003
代田文彦：漢方治療の有用性の検討－患者自
８）蛯子慶三：代田賞奨励賞受賞 顔面神経麻痺
身による自覚症状評価システムの臨床応用
の鍼灸治療
（２）
－鍼専門外来を担当して－，
（診療情報のデータベース化）
，第 54 回日本
医道の日本，62(13)，52-61，2003
東洋医学会学術総会，福岡，2003．5
10）班目健夫，川越宏文，川嶋 朗，田中朱美，
◇学会発表
佐藤 弘，代田文彦：慢性疲労症候群（CFS）
１）新井 信，佐藤 弘：加速度脈波計を用いた
の治療－失眠の灸効果検討，
第 54 回日本東洋
漢方薬の抗動脈硬化作用の臨床的検討
（続報）
，
医学会学術総会，福岡，2003．5
日本漢方医薬振興財団 2002 年度特別研究発
５）岡部竜吾：小外科診療のエッセンス, レジデ
ントノート，4 (12)，49-55，2003
６）飯山和郎，新井 信：内科における小建中湯
の応用に関して，漢方と最新治療，12(2)，
149-151，2003
７）木村容子，新井 信，佐藤 弘：フローチャ
ートでみる漢方薬の選び方 食欲不振・胃痛，
薬局，54(7)，75-80，2003
８）佐藤 弘：多彩な愁訴に効果的な漢方治療の
実際－消化管機能異常症について－，消化管
Network，32-34，2003

11）
蛯子慶三，
細江久実子，
酒井さや香，
吉川 信，
佐藤 弘：顔面神経麻痺患者の鍼治療に関す
るアンケート調査，
第 54 回日本東洋医学会学
術総会，福岡，2003．5
12）酒井さや香，吉川 信，蛯子慶三，細江久実
子，佐藤 弘：汎発性強皮症に対する鍼灸治
療の試み（その２）
，第 54 回日本東洋医学会
学術総会，福岡，2003．5
13）吉川 信，細江久実子，代田文彦，山口 智，
小俣 浩，鈴木輝彦，赤尾清剛，藤原久義，
粕谷大智，磯部秀之，山本一彦：関節リウマ
チに対する鍼灸治療の多施設ランダム化比較
試験（Ⅰ）－ACR 活動性指標の変化について
－，第 54 回日本東洋医学会学術総会，福岡，
2003．5
14）山口 智，小俣 浩，鈴木輝彦，赤尾清剛，
藤原久義，吉川 信，細江久実子，代田文彦，
粕谷大智，磯部秀之，山本一彦：関節リウマ
チに対する鍼灸治療の多施設ランダム化比較
試験（Ⅱ）－QOL（Quality of life）を指標
として－，54 回日本東洋医学会学術総会，福
岡，2003．5
15）赤尾清剛，藤原久義，山口 智，小俣 浩，
鈴木輝彦，吉川 信，細江久実子，代田文彦，
粕谷大智，磯部秀之，山本一彦：関節リウマ
チに対する鍼灸治療の多施設ランダム化比較
試験
（Ⅲ）
－背景因子と治療効果について－，
第 54 回日本東洋医学会学術総会，
福岡，
2003．
5
16）吉川 信：関節リウマチに対する鍼灸治療－
ACR 活動性指標の変化について－，全日本鍼
灸学会，香川，2003．5
17）藤井亜砂美，新井 信，木村容子，佐藤 弘，
田中朱美：柴胡解毒湯が治療に有効であった
掌蹠膿疱症の 1 例，
第 60 回関東甲信越学術総
会，群馬，2003．10
18）内海 聡，新井 信，佐藤 弘，田中朱美：
治療抵抗性の特発性血小板減少性紫斑病に対
し柴胡四物湯にて効果の認められた１例，第
60 回関東甲信越学術総会，群馬，2003．10
19）近田直子，木村容子，佐藤 弘，新井 信，
田中朱美：枳縮二陳湯が奏効した背部痛の１
例，
第 60 回関東甲信越学術総会，
群馬，
2003．
10
20）池田郁雄，飯山和郎，新井 信，佐藤 弘，
田中朱美：粟を加味した後に粘血便が著明に
減少した潰瘍性大腸炎の１例，
第 60 回関東甲
信越学術総会，群馬，2003．10
21）蛯子慶三：顔面神経麻痺の鍼治療，第 42 回日
本臨床鍼灸懇話会全国集会，大阪，2003．11

22）吉川 信：東京女子医科大学附属東洋医学研
究所支援システムを用いた臨床評価の試み，
第 42 回日本臨床鍼灸懇話会全国集会，大阪，
2003．11
◇その他
１）新井 信，盛岡頼子，溝部宏毅：エキス剤に
ない処方を用いた 3 症例
（女子医大雑話 112）,
漢方の臨床, 50(1) , 139-145, 2003
２）佐藤 弘：漢方治療を受ける際に知っておき
たいこと, 笑顔, 1, 13-15, 2003
３）吉川 信：鍼灸治療ってどんなモノ？！，日
経 WOMAN ココカラ，208，117，2003
４）飯山和郎，木村容子：私のお肌は皮フ科で生
まれ変わる！－ニキビ最新治療－，SKIN CARE，
1，16，2003
５）盛岡頼子，新井 信，溝部宏毅：最近の 3 症
例（女子医大雑話 113）, 漢方の臨床, 50(2) ,
75-79, 2003
６）木村容子：女医さんが愛用，愛飲する美容法
と健康法を初公開, 自然と健康, 3, 14, 2003
７）木村容子：勉強向きの頭・体に変える, 日経
キャリアマガジン，2，2003
８）木村容子：女の子の病気と体の不調に勝つ！
冷え症，CAZ，2，25，2003
９）佐藤 弘：代田文彦先生を失って, 漢方の臨
床, 50(3), 101-103, 2003
10）溝部宏毅, 盛岡頼子,新井 信：学会総会開催
地・福岡の紹介（女子医大雑話 114）, 漢方
の臨床, 50(3), 113-117, 2003
11）佐藤 弘：高齢者にやさしい漢方治療, きょ
うの健康，3，92-93，2003
12）木村容子：最新医療からクチコミまで「花粉
症」撃退マニュアル, ＭＯＲＥ，3，181，2003
13）酒井さや香：セルフケアとしての鍼灸～自分
達が元気でなければ治療できない～, 第 33
回東京女子医科大学東洋医学勉強会,3，2003
14）新井 信，盛岡頼子，溝部宏毅：小柴胡湯を
用いた 3 症例（女子医大雑話 115）
，漢方の臨
床，50(4)，20-26，2003
15）佐藤 弘：代田文彦先生のご功績，医道の日
本，4，159-161，2003
16）
木村容子：必ずあるあなたにピッタリの処方，
漢方，4，24-29，2003
17）盛岡頼子,新井 信,溝部宏毅：長年にわたり
漢方薬を服用している症例(女子医大雑話
116)，漢方の臨床，50（5）
，79-83，2003
18）木村容子：ストレスが原因の症状や病気を漢
方治療で改善，自然と健康，5，62-65，2003
19）吉川 信：鍼灸治療は RA に有用，Medical

Tribune，5，21，2003
20）吉川 信：アサパソ健康相談室 VDT 症候群と
鍼灸治療，ASAHI パソコン，6，106，2003
21）木村容子：
「不調」が私を救ってくれた，日経
WOMAN，7，52-53，2003
22）木村容子，細江久実子：不妊症の陰に、冷え
症あり 女医に教わった 女性のための冷え性
講座， ヴィセラピ，7，64-71，2003
23）新井 信，盛岡頼子，溝部宏毅：胸部や上腹
部のむかつきを訴える 3 症例（女子医大雑話
118）
，漢方の臨床，50(7)，36-41，2003
24）新井 信：女性特有のつらい症状をやわらげ
る 女性のための漢方入門，
アレイ，
1，
101-105，
2003
25）盛岡頼子，新井 信，溝部宏毅：怒りに黄連
解毒湯ほか（女子医大雑話 119）
，漢方の臨床，
50(8)，46-49，2003
26）吉川 信：腹壁の反応と慢性症状，医道の日
本，62(8)，53-63，2003
27）佐藤 弘：漢方薬の服薬指導，ドクターサロ
ン，47(9)，45-48，2003
28）溝部宏毅，新井 信，盛岡頼子：腰痛の 3 例
（女子医大雑話 120）
，漢方の臨床，50(9)，
51-53，2003
29）吉川 信：腹壁の反応と慢性症状（2）
，医道
の日本，62(9)，42-51，2003
30）佐藤 弘：漢方治療の実際 肝臓・胆嚢・膵臓
系 慢性肝炎・肝硬変／胆石・慢性胆嚢炎／
慢性膵炎，最新情報漢方あなたに合ったやさ
しい処方，60-65，2003
31）木村容子：ドクター耳打ち健康法，ヴィセラ
ピ，9，56，2003
32）細江久実子：
「カラダ力」
「素肌力」アップ裏
ワザ 100 いつでも簡単にできるツボ押し続
けることが大切，ヴィセラピ，9，26，2003
33）新井 信，盛岡頼子，溝部宏毅：漢方薬なし
の 2 症例（女子医大雑話 121）
，漢方の臨床，
50(10)，51-55，2003
34）佐藤 弘：身体の土台をつくり全体のバラン
スを整える漢方療法，すてきな奥さん「こう
してのりきる！40 歳からの更年期」
，52-54，
2003
35）新井 信：錦紋大黄と雅黄の瀉下効果の比較
検討，和漢薬，605，16-17，2003
36）溝部宏毅，新井 信，盛岡頼子：治療中のガ
ン患者さん 3 症例（女子医大雑話 122）
，漢方
の臨床，50(12)，56-59，2003
37）
盛岡頼子：虚弱ということ，
和漢薬，
12，
16-17，
2003
38）吉川 信：バイオメディカル・カリキュラム，

東洋医学（鍼灸）
，東京女子医科大学先端生命
医科学研究所，2003.2
39）吉川 信：
「効果あり」と欧米も認定，朝日新
聞，32，2003.6.30
40）吉川 信：簡単！ツボを押さえてすっきり生
活
「風邪をひきやすい」
，
さわやかこだま，18，
2003.冬号
41）吉川 信：簡単！ツボを押さえてすっきり生
活「頭が痛い」
，ましこ，18，2003.春号
42）吉川 信：簡単！ツボを押さえてすっきり生
活「歯が痛い」
，こんにちは，18，2003.夏号
43）吉川 信：簡単！ツボを押さえてすっきり生
活「目が疲れる」
，ましこ，11，2003.秋号
44）蛯子慶三，吉川 信：顔面神経麻痺患者 5 例
の鍼灸経過，第 2 回東京女子医科大学第 2 病
院耳鼻科鍼灸連絡会，9，2003
◇学術講演会・シンポジウム・一般講演会
１）佐藤 弘：第 3 回北海道支部教育講演会 特別
講演，主要症状からみた消化器疾患の漢方治
療，北海道・日本東洋医学会北海道支部，
2003.2.15.(SAT) 18:30２）佐藤 弘：福井肝臓懇話会，漢方医学の立場
からみた肝疾患とその治療，福井県・福井肝
臓懇話会，2003.2.22.(SAT) 19:00３）
新井 信：第 23 回日本漢方協会漢方学術大会，
特別講演 1，消化器疾患と漢方－古典から臨
床応用へ－，東京・東京医科大学病院・第一
研究教育棟 4 階第 2 講堂，2003.11.16.(SUN)
10:30-12:00
４）新井 信：第 89 回臨床漢方薬理研究会４月例
会，漢方の基礎知識，京都・京都府立医科大
学，2003.04.20.(SUN) 16:00-18:00
５）新井 信：奈良県立医科大学漢方研究会，日
常診療に活かす漢方－風邪の考え方－，奈
良・奈良県立医科大学，2003.05.19.(MON)
17:00-18:00
６）吉川 信：鍼灸実技，日本東洋医学会学生卒
前教育講習，東京，2003.8
７）新井 信：東京都立薬用植物園 薬草教室，花
粉症と漢方，東京・小平，2003.10.21.(TUE)
10:00-11:30
◇他大学講義
１）新井 信：奈良県立医科大学特別講義，東洋
医学の考え方，奈良・奈良県立医科大学，
2003.05.19.(MON) 13:10-14:40
２）新井 信：早稲田大学人間科学部講義，東洋
医学の考え方－大宇宙から小宇宙へ－(前編)，
埼玉・所沢，2003.12.05.(FRI) 10:40-12:10

３）新井 信：早稲田大学人間科学部講義，東洋
医学の考え方－大宇宙から小宇宙へ－(後編)，
埼玉・所沢，2003.12.12.(FRI) 10:40-12:10

