関西鍼灸大学活動報告
平成 16 年度も，なお一層の教育，研究の充実を
図りました．また，地域社会への貢献などにも，
公開講座を数多く開講したり出向いたりして多く
の教員が積極的に関わっております．大学院設置
などの将来構想計画も，着実に進めております．
このように，建学の精神に基づいて，これからも
鍼灸医学の発展のため貢献していきたいと思って
おります．
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可能性についての電気生理学的検討．第 52
回全日本鍼灸学会学術大会．香川．2003.6.
53）武田大輔，中塚映政，園部秀樹，麻殖生和博，
玉置哲也：脊髄後角浅層・深層におけるニコ
チンによる抑制性応答増大効果の検討．第 26
回日本神経科学大会．名古屋．2003.7.
54）武田大輔，中塚映政，園部秀樹，麻殖生和博，
谷口泰徳，吉田宗人：ニコチンの脊髄内鎮痛
機序．第 25 回日本疼痛学会．東京．2003.12.
55）武田大輔，中塚映政，園部秀樹，麻殖生和博，
谷口泰徳，吉田宗人ら：脊髄痛覚伝達回路に
おけるニコチン受容体の役割．第 26 回脊髄

機能診断研究会．東京．2004.2.
56）谷埜予士次，
大工谷新一，
廣瀬浩昭，西守 隆，
高崎恭輔，金井一暁，鈴木俊明：間欠的等尺
性収縮課題前後でのヒラメ筋の脊髄神経機
能の興奮性について―H 反射を用いた相反性
Ⅰa 抑制の検討―．第 43 回近畿理学療法学術
大会．兵庫．2003.12.
57）谷万喜子，高田あや，井上博紀，赤川淳一，
鈴木俊明，若山育郎，柳生隆視，木下利彦：
薬剤性ジストニアに対する鍼治療の効果．平
成 15 年度日本東洋医学会関西支部例会．和
歌山．2003.10.
58）寺田和史，宮井信行，坂口俊二，戸村多郎，
山本博一，冨田耕太郎ら：レーザー血流画像
化装置を用いた末梢循環動態の評価に関す
る基礎的研究．第 73 回日本衛生学会．大分．
2003.3.
59）寺田和史，宮井信行，坂口俊二，戸村多郎，
山本博一，森岡郁晴ら：レーザー血流画像化
装置を用いた冷水浸漬中の手指末梢循環モ
ニタリング‐振動工具取扱い者と非取扱い
者を用いた予備的検討．第 76 回日本産業衛
生学会．山口2003.4.
60）東家一雄：灸の免疫系への作用（シンポジウ
ム「灸研究の現在」
）
．第 52 回全日本鍼灸学
会学術大会．香川．2003.6.
61）東家一雄，五十嵐純，木村通郎，大西基代，
戸田静男，松尾貴子ら：3,5-ジカフェオイル
キナ酸がラット脾細胞サイトカイン産生能
に及ぼす影響．第 52 回全日本鍼灸学会学術
大会．香川．2003.6.
62）戸田静男：婦人科疾患における瘀地に対する
鍼灸．第 52 回全日本鍼灸学会学術大会．香
川．2003.6.
63）戸田静男：本邦における小児疳についての考
察．第 54 回日本東洋医学会学術総会．福岡．
2003.5.
64）戸田静男：艾葉 POLYPHENOL のタンパク質断片
化に対する抑制作用．第 20 回和漢医薬学大
会．熊本．2003.8.
65）中塚映政，武田大輔，Gu Jianguo，吉村恵：
シンポジウム－細胞外 ATP 活性化イオンチャ
ネルの中枢神経系における機能と局在脊髄
後角におけるシナプス前 P2X 受容体の機能的
意義．第 26 回日本神経科学大会．名古屋．
2003.7.
66）中塚映政，武田大輔，Gu Jianguo，吉村 恵：
脊髄後角深層細胞におけるサブスタンス P の
抑制系神経伝達に対する賦活化作用．生理学
研究所研究会「痛みの基礎と臨床：その接点

から新しい展望を探る」
．岡崎．2003.9.
67）中吉隆之，吉備登，王財源，山本博司，高橋
研一：代替医療に関する柔道整復科学生の意
識調査．
第 7 回 JACT 大会 2003．神戸．2003.12.
68）西守 隆，大工谷新一，谷埜予士次，高崎恭
輔，金井一暁，鈴木俊明：立位から一側下肢
を挙上する動作における骨盤・肩峰の速度・
加速度変化について―横足根関節可動域制
限の有無による検討―．第 43 回近畿理学療
法学術大会．兵庫．2003.12.
69）西山稔，別所寛人，南條輝志男ら：糖尿病患
者における高脂血症治療の現状－多施設共
同研究－．第 18 回日本糖尿病合併症学会．
京都．2003.10.
70）布谷美樹，三浦雄一郎，大島 学，福島秀晃，
田中伸幸，鈴木俊明：リフティング動作時の
体幹筋の筋活動―重量負荷による影響―．第
38 回日本理学療法学術大会．長野．2003.5.
71）深澤洋滋，岸岡史郎：通電鍼刺激により活性
化される内因性抗鎮痛機構．第 52 回全日本
鍼灸学会学術大会．香川．2003.6.
72）深澤洋滋，前田武彦，清水典史，嶽 良博，
熊本和正，山本千鶴子，山本博之，岸岡史郎：
通電鍼刺激後のモルヒネ鎮痛減弱作用にお
よぼすグルタミン酸受容体の関与．第 104 回
日本薬理学会近畿部会．大阪．2003.11.
73）藤本将志，渡邊裕文，蔦谷星子，大沼俊博，
三好裕子，山口剛司，赤松圭介，若林志保子，
鈴木俊明：運動療法における触・圧覚刺激の
重要性について―頚髄不全損傷患者の一症
例を通して―．第 14 回京都府理学療法士学
会．京都．2004.1.
74）別所寛人，川上智津江：2 型糖尿病の病態と
臓腑弁証の関連性についての検討．平成 15
年度日本東洋医学会学術総会．名古屋市．
2003.5.
75）別所寛人：糖尿病患者における高脂血症治療
の現況－WLAS 調査結果より－．第 2 回和歌山
糖尿病セミナー．和歌山市．2003.6.
76）別所寛人：糖尿病患者における高脂血症治療
の現状－多施設共同研究の結果より－．第 8
回和歌山糖尿病談話会．和歌山市．2003.1.
77）別所寛人，西山 稔，大星隆司，中 啓吾，
山本康久，佐々木秀行，南條輝志男：糖尿病
患者における高脂血症治療の現状（多施設共
同研究）－非糖尿病患者との比較－．第 40
回日本糖尿病学会近畿地方会．神戸市．
2003.11.
78）三浦雄一郎，鈴木俊明：歩行時における体幹
筋の筋活動―若年層と壮年層の比較―．第 38

回日本理学療法学術大会．長野．2003.5.
79）三好裕子，渡邊裕文，蔦谷星子，大沼俊博，
山口剛司，赤松圭介，藤本将志，若林志保子，
鈴木俊明：ステップ肢位における両側中殿
筋・股関節内転筋群の筋積分値変化―支持側
膝関節屈曲角度変化による検討―．第 43 回
近畿理学療法学術大会．兵庫．2003.12.
80）森下比出子，大西基代，松尾貴子，谷口久次
ら：フェルラ酸の抗酸化作用と血糖上昇抑制
作用．食品健康科学シンポジウム 2003．奈良．
2003.12.
81）山口剛司，渡邊裕文，蔦谷星子，大沼俊博，
三好裕子，赤松圭介，藤本将志，若林志保子，
鈴木俊明：ステップ肢位における支持側ひ骨
筋の筋積分値変化－内側へのステップ距離
の変化による検討－．第 43 回近畿理学療法
学術大会．兵庫．2003.12.
82）山崎寿也，楳田高士，吉備登，北村智，錦織
綾彦：鍼灸の動物実験の実験条件の文献によ
る検討．第 52 回全日本鍼灸学会学術大会．
香川．2003.6.
83）山崎寿也，遠藤宏，中吉隆之，坂口俊二，楳
田高士，若山育郎：維持透析患者に対する鍼
治療．第 2 回維持透析患者の補完・代替医療
研究会．大阪．2003.6.
84）山﨑寿也，宮崎浩一，楳田高士，吉備登，北
村智，錦織綾彦：鍼灸治療における手指の細
菌汚染と感染防止対策．全日本鍼灸学会大阪
地方会．第 12 回学術集会．大阪．2003.10.
85）山本誠己，植村隆一郎，永山孝一，河野暢之，
永山一郎：Zenker 憩室は解剖学的に咽頭憩室
か！第 35 回和歌山消化器外科懇話会．和歌
山．2003.5.
86）山本誠己，植村隆一郎，永山孝一，河野暢之，
野口浩平：Fournier's gangrene の 5 例．第
65 回日本臨床外科学会総会．福岡．2003.11.
87）吉田宗平，中野亮一，菊川公紀，井手亜里，
白澤功洋，川上拓男：家族性 ALS 関連ヒト変
異型 Cu/ZnSOD 蛋白凝集体の微量元素分析．
第 44 回日本神経学会総会．横浜．2003.5.
88）吉田宗平：放射光マイクロビームを用いた単
一ニューロンの微量元素分析－パーキンソ
ン病，筋萎縮性側索硬化症を中心として－．
第 14 回微量元素学会総会シンポジウム：放
射光による微量元素分析と生命科学・医学へ
の応用．大阪．2003.7.
89）吉田宗平，鈴木俊明，中吉隆之，池藤仁美，
吉益文夫：和歌山県におけるスモン患者の歩
行能力とリハビリテーション－ファンクシ
ョナルリーチテストを用いた検討－．厚生労

働科学研究補助金（特定疾患対策事業）スモ
ンに関する調査研究斑研究報告会．東京．
2004.2.
90）吉田宗平，鈴木俊明，中吉隆之，池藤仁美，
吉益文夫：和歌山県下鍼灸師のスモン患者治
療状況と今後の課題－スモン患者の QOL の向
上を目的として－．厚生労働科学研究補助金
（特定疾患対策事業）スモンに関する調査研
究斑研究報告会．東京．2004.2.
91）吉田宗平，鍋田理恵，赤川淳一，坂口俊二，
山崎寿也，吉田博信：耳介刺激による指尖脈
拍変動の周波数解析と客観的評価についい
て－耳介医学とその診断・治療システム開発
への試み（その 1)．第 7 回 JACT 大会 2003（神
戸）
．神戸．2003.12.
92）米田浩久，金井一暁，鈴木俊明：立位での右
下肢の前後ステップ動作時における腹筋群
の筋活動の検討．第 43 回近畿理学療法学術
大会．兵庫．2003.12.
93）渡邊裕文，蔦谷星子，大沼俊博，三好裕子，
山口剛司，鈴木俊明：座位での側方移動距離
が骨盤側方傾斜角度と腹斜筋群の筋積分値
に及ぼす影響―足底接地した座位としてい
ない座位との比較―．第 38 回日本理学療法
学術大会．長野．2003.5.
94）渡邊裕文，蔦谷星子，大沼俊博，三好裕子，
山口剛司，赤松圭介，藤本将志，鈴木俊明：
座位での側方移動距離が内・外腹斜筋の筋積
分値に及ぼす影響．第 43 回近畿理学療法学
術大会．兵庫．2003.12.
◇講
演
１）楳田高士：ツボ健康法．くらしと健康セミナ
ー．熊取町．2003.6.
２）楳田高士：平成 15 年度堺市神経難病医療福祉
相談会．堺市．2003.10.
３）王財源：中医学における産婦人科疾患の基礎
理論．
（社）愛媛県鍼灸師会．松山市．2003.10.
４）王財源：
「臨床中医臓腑学」蔵象論を学ぶ．愛
媛中医学研究会．松山市．2003.6.
５）王財源：
「臨床中医臓腑学」蔵象論を学ぶ．愛
媛中医学研究会．松山市．2003.9.
６）王財源：肥満と薬膳料理．泉佐野市立生涯学
習センター．泉佐野市．2003.9.
７）王財源：
「臨床中医臓腑学」蔵象論を学ぶ．愛
媛中医学研究会．松山市．2003.11.
８）王財源：
「臨床中医臓腑学」蔵象論を学ぶ．愛
媛中医学研究会．松山市．2003.12.
９）王財源：中医学における産婦人科疾患の鍼灸
臨床論．（社）愛媛県鍼灸師会．松山市．

2004.1.
10）王財源：
「臨床中医臓腑学」蔵象論を学ぶ．愛
媛中医学研究会．松山市．2004.3.
11）亀節子：身体と心――双方向へのまなざし．
鍼灸カウンセリング協会．名古屋．2004.2.
12）吉備登：良導絡自律神経療法（夏季集中セミ
ナー）．日本良導絡自律神経学会近畿支部講
習会．兵庫．2003.5.
13）吉備登：鍼灸医療事故－予防と対策－．はび
きの鍼灸マッサージ師協会学術講習会．大阪．
2003.5.
14）吉備登：頚椎症と良導絡－より安全な鍼灸治
療をめざして－．日本良導絡自律神経学会中
部支部講習会．愛知．2003.7.
15）栗林恒一：教育講演 細胞内でのできごと－
遺伝子からタンパク質へ－．和歌山県臨床衛
生検査技師会研修会．和歌山．2003.8.
16）坂口俊二：婦人科における鍼灸治療 冷え症・
腰痛症．和歌山県鍼灸師会専門領域（婦人科
疾患）研修会．和歌山．2003.11.
17）坂口俊二：冷え症の診かたと鍼灸治療法．第
39 回東洋医学とペインクリニック研究会．大
阪．2003.6.
18）坂口俊二：岐路に立つ理療教育を考える（シ
ンポジウム）
．平成 15 年度国立更正援護施設
教官特別研修会．福岡．2003.7.
19）坂口俊二：家庭で役立つ東洋医学講座．平成
15 年度泉佐野「市民大学講座」．大阪．2003.9.
20）坂口俊二．健康講座「仕事の疲れを癒すツボ
刺激によるセルフケア－眼の疲れ，肩こり，
腰痛－」．三井化学（株）大阪工場健康管理
室 主 催 「 新 リ フ レ ッ シ ュ 講 座 」． 大 阪 ．
2003.4-2004.3（14 回）.
21）西山稔：たばこと健康について．関西鍼灸大
学附属診療所第 1 回健康教室．大阪．2003.5.
22）吉田宗平：パーキンソン病の理解・治療と日
常生活について．大阪府地域在宅難病相談事
業．大阪府泉佐野保健所．2004.3.
23）吉田宗平：パーキンソン病患者の日常生活に
ついて．パーキンソン病患者家族のつどい．
和歌山県那智勝浦町福祉健康センター．
2004.3.
24）吉益文夫：職場のメンタルヘルス～うつ病，
ストレス関連障害を巡って～．公開養成講座
（日本産業カウンセラー協会 関西支部）．
和歌山市．2004.2.
25）吉益文夫：パネルトーク「家庭での痴ほうの
介護とケア」
．りんくう健康フォーラム 2004．
泉佐野市．2004.2.
26）吉益文夫：こころの病とは．心の健康講座．

熊取町．2004.3.
27）若山育郎：パーキンソン病の診かた．大阪府
鍼灸マッサージ会講習会．大阪市．2003.8.
28）若山育郎：筋萎縮性側索硬化症の診かた．大
阪府鍼灸マッサージ会講習会．大阪市．
2003.1.
29）若山育郎：神経疾患と漢方・鍼灸．和歌山医
大生涯教育事業．和歌山医大生涯教育センタ
ー．2003.9.
30）若山育郎：パーキンソン病と漢方・鍼灸．パ
ーキンソン病患者難病相談会．高野口保健所．
2004.2.
31）若山育郎：鍼灸の適応疾患．ラジオ大阪「明
日の健康」．ラジオ大阪．2003.9.
32）若山育郎：肩こりと鍼灸．ラジオ大阪「明日
の健康」
．ラジオ大阪．2004.2.
◇研究助成
１）樫葉均，大島稔：末梢神経障害によりヒスタ
ミン H1 受容体発現に関する感覚神経とニュ
ーロパチックペイン．科学研究費補助金（基
盤研究 C：継続）
．2003.

