岐阜大学大学院医学研究科東洋医学講座活動報告
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◇診療活動
我々は，大学病院の外来，入院患者に対して漢
方治療だけではなく，針灸治療も積極的に行って
いる．
漢方診療，針灸診療ともに月曜日から金曜日の
週 5 日行っている．
外来の漢方治療患者数は 1 日 30－40 人，
外来の
針灸治療患者数は 1 日 20－30 人である．
入院患者の漢方・針灸治療患者数は 1 日 10－15
人である。
◇教育活動
医学部 4 年生の学生に対して，90 分講義を 1 コ
マとすると 16 コマを行い，5 年生の臨床実習に 2
コマの漢方と針灸の実習を行っている．
◇研究活動
生薬関係では，烏薬の抗腫瘍作用を動物実験で
明らかにしてきた．そのほか，腎臓，心臓に対す
る作用を検討している．
東洋医学講座業績
＜論文＞
◇原
著
１）N. Wang, S. Minatoguchi, M. Arai, Y. Uno,
K. Hashimoto, X. Chen, K. Fukuda, S. Akao,
G. Takemura, H. Fujiwara: Lindera
strychnifolia is Protective Against
Post-ischemic Myocardial Dysfunction
Through Scavenging Hydroxyl Radicals and
Opening the Mitochondrial KATP Channels in
Isolated Rat Hearts, The American Journal
of Chinese Medicine, 2004,32(4):587-598
◇講
演
１）赤尾清剛:「看護にいかす代替医療」，日本看

護研究会 東海地方会 シンポジウム
2004,1.24
２）赤尾清剛：
「統合医療とその問題点」, 岐阜薬
科大学卒後教育研修会 岐阜, 2004,6.19
３）赤尾清剛：
「中国伝統医学（中医学）と糖尿病」,
第 1 回岐阜県薬剤師会 漢方研究会 特別講
演 岐阜, 2004,6.13
４）赤尾清剛：
「中医学による糖尿病治療」, 第 2
回岐阜県薬剤師会 漢方研究会 特別講演
岐阜, 2004,7.4
５）赤尾清剛：
「糖尿病に対する食事療法の基本」,
第 3 回岐阜県薬剤師会 漢方研究会 特別講
演 岐阜, 2004,8.8
６）赤尾清剛：
「東洋医学と現代医学の接点」
「現
代医療における針灸治療の実際」, 神奈川県
鍼灸マッサージ師会学術講習会 横浜,
2004,10.24
７）赤尾清剛：
「現代医学において漢方及び針灸が
果たす役割について」, 下呂市学術講演会
特別講演 下呂, 2004,11.18
８）鎌田 剛：
「中医基礎学」, 筑波大学公開講座
東京, 2004,7.20
◇学会発表
国際学会
１）①M. Suzuki, Y. Ohno, K. Namura, S. Akao,
T. Yano, H. Tanaka, k. Gotou, H. Fujiwara：
②The effect of acupuncture in patients
with chronic obstructive pulmonary disease
③ 2004
International
Conference
Respiratory and Critical Care Medicine
２）①鎌田 剛，松本 淳，岡田英志，村田一知
朗，大野高政，赤尾清剛，藤原久義：②頭部
外傷後意識障害の鍼灸治療経験, ③国際鍼灸
中医学術大会, 中国・天津市, ⑤2004,4.5
国内学会
◇総
会
１）①鈴木雅雄，苗村健治，大野 康，後藤紘司，
矢野 忠，藤原久義：②COPD 患者の呼吸筋力
に対する鍼治療の影響 ③第 44 回日本呼吸器
学会総会 ⑤2004,3.31
２）①赤尾清剛，大野高政，山下和也，渡辺晴香，
鎌田 剛，鈴木雅雄，岡田英志，藤原久義：
②漢方と針灸の併用治療が奏功した不妊症の
一例 ③第 55 回日本東洋医学会学術総会, 横

浜, ⑤2004,6.25-27
３）①松本 淳，鎌田 剛，鈴木雅雄，岡田英志，
大野高政，赤尾清剛，藤原久義：②慢性疲労
症候群が強く疑われた 1 症例に対する鍼治療,
③第 55 回日本東洋医学会学術総会, 横浜,
⑤2004,6.25-27
４）①大野崇子，鈴木雅雄，松本 淳，鎌田 剛，
大野高政，赤尾清剛，藤原久義：②鍼治療に
より症状の改善が得られた慢性閉塞性肺疾患
(COPD)の 1 症例, ③第 55 回日本東洋医学会学
術総会, 横浜, ⑤2004,6.25-27
◇地方会
１）①鎌田 剛，松本 淳，岡田英志，村田一知
朗，大野高政，赤尾清剛，藤原久義：②長期
経過した意識障害に対する鍼治療経験, ③日
本東洋医学会東海支部岐阜県部会, 岐阜, ⑤
2004,12.11
２）①鈴木雅雄，大野高政，赤尾清剛，大野 康，
田中春仁，浅井稔博，由月英行，澤田昌浩，
後藤紘司，藤原久義：②慢性閉塞性肺疾患に
対する鍼治療の臨床的効果の検討, ③第９回
岐阜胸部疾患研究会
◇研究会，談話会など
１）①大野高政，竹村元三，村田一知朗，加川友
代，赤尾清剛，湊口信也，藤原兌子，藤原久
義：②烏薬の糖尿病性腎症改善作用－db/db
マウスによる検討－, ③第 7 回岐阜東洋医学
研究会, 岐阜, ⑤2004,10.16
＜科学研究費助成一覧＞
平成 16 年度
種目
代表
基盤研究（C） 赤尾清剛
基盤研究（C） 村田一知朗
基盤研究（C） 大野高政

期間
継続（H15～16）
継続（H15～16）
新規（H16～17）

