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２．附属東洋医学研究所概要
明治鍼灸大学「附属東洋医学研究所」は鍼灸や
柔道整復による治療効果を科学的な見地から解明
し，臨床面での応用をめざした研究を行っていま
す．本研究所においては，東洋医学に関する学術
研究に限らず，東洋医学の研究者を育成すること
も併せて目的としており，研究員を専任とせず，
様々なプロジェクト研究を実施する共同利用施設
として，附属病院の医師や医療職員，大学教員，
大学院生が研究を行えるように機能化されている
のが特長です．
主な共同利用施設としては，以下に挙げる諸施
設があり，
さまざまな研究活動に対応しています．
１．超微細構造解析室
２．電顕光顕資料作成室
３．遺伝子関連物質解析室
４．生体防御機構解析室

５．生理活性物質分析室
６．ヒト高次機能解析室
７．ヒト生体機能解析室
８．動物生体機能記録室
９．動物生体機能解析室
10．動物行動解析・分析室
11．動物行動記録室
12．動物用プロジェクト研究室
13．ヒト用プロジェクト研究室
14．SPF 実験動物飼育施設
15．動物用実験 MR センター
３．研究業績
◇著
書
１）Ebara S, Kumamoto K. and Rice FL :Confocal
microscopic analysis of Merkel innervation
in the cat mystacial vibrissa follicles.
In: The Merkel Cell, Ed by Baumann KI,
Halata Z Moll I, Springer- Verlag,Berlin
und Heidelberg, 133-136, 2003.
２）大熊誠太郎，桂昌司，栗山欣彌：脳細胞分離・
培養法 生物薬科学実験講座Ⅱ 神経（脳）
（佐藤公道，
野村靖幸 編）
広川書店，30-53，
2003.
３）栗山欣彌，広内雅明：GABA 受容体 生物薬科
学講座Ⅲ 受容体
（佐藤公道，
野村靖幸他 編）広川書店，2003.
４）矢野 忠：現代西洋医学からみた東洋医学（分
担）
．臓腑-経絡経穴系の客観化．別冊・医学
のあゆみ，医歯薬出版,82-87,2003．
５）矢野 忠：鍼灸．医療従事者のための補完・
代替医療（分担），金芳堂，81-92,2003.
６）
矢野 忠：医学大辞典
（分担）
，医学書院，2003．
福田文彦，矢野 忠：現代西洋医学からみた
東洋医学（分担）
．鍼灸による抗ストレス作用．
別冊・医学のあゆみ，医歯薬出版, 96-101,
2003.
７）
松本 勅：図解スポーツ鍼灸臨床マニュアル．
医歯薬出版,2003
８）尾崎昭弘:図解 鍼灸臨床手技マニュアル. 医
歯薬出版,1-419, 2003.
勝見泰和,中村辰三,増田雅保：超音波観察
法,1-289,医歯薬出版,東京,2003.
９）勝見泰和，中村辰三，増田雅保：柔道整復師
のための超音波観察法．
医歯薬出版株式会社，
2003．
10）新巻駿三,渡辺欣忍,平澤泰介：最新リハビリ
テーション医学,骨・関 節疾患と骨折.医歯
薬出版,東京,300-309,2002.
11）平澤泰介：骨折－理論的治療と実際（改訂第

2 版）.シュプリンガ－・フェアラーク,東
京,1-664,2002.
12）日下義章,平澤泰介：臨床医のためのステロイ
ド薬（橋本博央,西崎 統編）,整形外科領域
（分担）.総合医学社,東京,115-118,2002.
13）平澤泰介：
「整形外科学の最新医療」（編集主
幹）,1-431,先端医療技術研究所,東京,2003.
14）平澤泰介：第 8 章末梢神経再生,1,課題と展望
の項分担,「整形外科学の最新医療」
,184-187,
先端医療技術研究所,東京,2003.
15）平澤泰介：義肢装具のチェックポイント,「上
肢 装 具 」 の 項 分 担 ,190-210, 医 学 書 院 , 東
京,2003.
16）平澤泰介：医学大辞典（分担）,神経交吻合
（1234）,神経腫性象皮病（1237）,神経上膜
修復（1237）,神経叉節神経腫（1240）,神経
同種移植（1241）,神経吻合（1237）,神経移
植法（1229）,神経腫瘍（2332-2333）,神経鞘
腫（1147）,神経鞘剥離術（1237）,神経形成
術（1232）,神経縫合術（1243）,神経根剥離
術（1235）,医学大辞典,医学書院,東京,2003.
17）岡島康友,平澤泰介：国際協力と国際学会の動
向,118-124,リハビリテーション医学白書,医
学書院,東京,2003.
18）北條達也,西村彰代,平澤泰介：手の外科のリ
ハビリテーション,207-219,リハビリテーシ
ョン MOOK,金原出版,東京,2003.
19)）市川 哲：市町村合併と学校統廃合，市町村
合併の幻想,155-174，自治体研究社,2002.
20）市川 哲：NPM による学校行政の問題，学校
教育の改革と教育評価，日本教育学会近畿地
区研究会,34-41,2002.
21）森本安夫：ザ・ペーハあなたのはいくつ？.
新風舎，東京,2003.
22）森本安夫：易しくて，面白くて,為になる電気
回路のお話.三恵社,名古屋,2003
23）北出利勝：養生に学ぶ指圧 －気になる症状を
軽くする簡単セルフケアー－ .健康がわかる.
朝日新聞社,92,132-137,2003.
24）仲西宏元：現代西洋医学からみた東洋医学，
灸の臨床的効果の科学―灸による皮膚の脂質
過酸化物への影響―．別冊・医学のあゆみ，
111-114, 2003．
◇論
文
１）Imai K，Kitakoji H：Comparison of Transient
Heart Rate Reduction Associated with
Acupuncture Stimulation in Supine and
Sitting Subjects ： Acupuncture in Med ，
21(4)：133-137，2003．

２）Sekido R，Ishimaru K，Masakazu S：Differences
of electroacupuncture-induced analgesic
effect in normal and inflammatory
conditions in rats．Am J Chin Med，31（6）：
955-965，2003．
3）＊Ukimura O，Ushijima S，Honjo H，Iwata T，
Suzuki K，Hirahara N，Okihara K，Mizutani
Y ， Kawauchi A ， Miki T ： Neuroselective
current perception threshold evaluation of
bladder mucosal sensory function. Eur Urol，
45：70-76，2004．
４）＊Tetsuka K，Hoshi T，Sumiya E，Kitakoji H，
Yada Y，Hongo F，FJSUM，Watanabe H，Saitoh
M ,SJSUM：The Influence of Aging on Renal
Blood Flow in Human Beings ． Ｊ Med
Ultrasonics，30，Winter 2003．
５ ） Inoue M, Hojo T, Yano T, Katsumi Y:The
effects
of
electroacupuncture
onperipheral nerve regeneration in rats.
Acupuncture in Medicine,21(1-2):9-17,
2003.
６）＊Yoshimoto K, Komura S, Hattori H, Yamori
Y, Miura A, Yoshida T, Hioki C, Kato B,
Fukuda F, Shiho Tanaka, Ayako Hirai,
Nishimura A, Sawai Y, Yasuhara M ：
Pharmacological Studies of Alcohol
Susceptibility and Brain Monoamin Function
in
Stroke-Prone
Spontaneously
Hypertensive Rats (SHRSP) and StrokeResistant Spontaneously Hypertensive Rats
(SHRSR)．Tohoku J.Exp.Med,201：11-22,2003．
７）Yoshida N, Ishikawa T, Ichiishi E, Yoshida
Y, Hashiramoto K, Hanashiro K,Kuchide M,
Uchiyama K, Kokura S, Ichikawa H, Naito Y,
Yamamura Y,Okanoue T and Yoshikawa T : The
effect of rebamipide on Helicobacter
Pyrliextracted- mediated changes of gene
expression in gastricepithelial cells.
AlimentPharmacol Ther.
8)＊Shiraishi J. Tatsumi T, Shimoo K, Katsume
A, Mani H, Kobara M, Shiroyama T: Cardiac
Sarcoidosis Mimicking Right Ventricular
Dysplasia. Circ J 67:169-171,2003.
9）Sekido R, Ishimaru K, Sakita M: Differences
of Electroacupuncture-Induced Analgesic
Effect in Normal and Inflammatory
Conditions in Rats. Am J Chin Med 31(6),
955-965,2003.
10）Akiyo Nishimura, Taku Ogura, Hitoshi Hase,
Atsushi Makinodan, Tatsuya Hojo, Yasukazu

Katsumi, Katsumi Yagi, Yasuo Mikami,
Toshikazu Kubo :Objective evaluation of
sensory function in patients with carpal
tunnel syndrome using the perception
threshold, J Ortop Sci, 8,625-628,2003.
11）Akiyo Nishimura, Taku Ogura, Hitoshi Hase,
Atsushi Makinodan, Tatsuya Hojo, Yasukazu
Katsumi, Katsumi Yagi, Yasuo Mikami,
Toshikazu Kubo :Evaluation of sensory
function after median nerve decompression
in carpal tunnel syndrome using the
perception threshold test.
12）＊Motohiro Inoue, Tatsuya Hojo, Tadashi
Yano, Yasukazu Katsumi :The Effects of
Electroacupuncture on Peripheral Nerve
Regeneration in Rats, Acupuncture in
Medicine,21(1-2),9-17,2003.Ortop
Sci,
8,500-504,2003.
13）Hirasawa Y , Yamaguchi Y , Okajima S :
Operative
Therapie
des
Sulcusulnaris-Syndroms am osteoarthrotischen
Ellbogengelenk. Operative Orthopdieu ．
Traumatologie.2,141-149,2002.
14）Sato W , Ohnishi I , Nishimura N , Nakase
T , Tsuchiya H , Hirose M , Matsushita T,
Hirasawa Y, and Nakamura K, Correction of
tibial deformity in adults, J Orthop
Science (2003)8: 306-312.
15）＊Nakanishi H, Mazda O, Satoh E, Asada H,
Morioka H, Kishida T, Nakao M, Mizutani Y,
Kawauchi A, Kita M, Imanishi J, Miki T :
Nonviral genetic transfer of Fas ligand
induced significant growth suppression and
apoptotic cell death in prostate cancer in
vivo. Gene Ther,10:434－442,2003.
16）＊Mizutani Y, Wada H, Yoshida O, Fukushima
M, Nakao M, Miki T : Significance of
thymidine kinase activity in renal cell
carcinoma . J Urol,169 ,706－709,2003.
17）＊Mizutani Y, Wada H, Yoshida O, Fukushima
M, Nakanishi H, Nakao M, Miki T :
Significance
of
dihydropyrimidine
dehydrogenase activity in renal cell
carcinoma. EurJ Cancer,39,541－547,2003.
18）＊Mizutani Y, Wada H, Yoshida O, Fukushima
M, Nonomura M, Nakao M, Miki T :
Significance of thymidylate synthase
activity in renal cell carcinoma . Clin
Cancer Res, 9 ,1453－1460,2003.
19）＊Mizutani Y, Wada H, Yoshida O, Fukushima

M, Kawauchi A, Nakao M, Miki T : The
significance of thymidine phosphorylase /
platelet-derived
endothelial
growth
factor activity in renal cell carcinoma .
Cancer, 98,730－736,2003.
20）＊Okihara K, Ukimura O, Mizutani Y, Kawauchi
A, Nakao M, Miki T : Prostate cancer
detection using power Doppler imaging.
Drugs of Today, 39,389－398,2003.
21）＊Habuchi T, Kamoto T, Hara I, Kawai K, Nakao
M, Nonomura N, Kobayashi T, Ogawa O,
Kamidono S, Akaza H, Okuyama A, Kato T, Miki
T : Factors influencing the results of
salvage surgery in patients with
chemorefractory germ cell caricinoma with
elevated tumor markers. Cancer,98,1635－
1642,2003.
22）＊Naitoh Y, Kawauchi A, Mizutani Y, Ukimura
O, Fujito A, Nakao M, Kojima Y, Nonomura N,
Okuyama A, Miki T : Significant antitumor
effect of intratumoral ethanol injection
on renal cell carcinoma. Eur Urology,
44,452－457, 2003.
23）＊Aoki I, Ebisu T, Tanaka C, Katsuta K,
Fujikawa A, Umeda M, Fukunaga M, Takegami
T, Shapiro EM, Naruse S.: Detection of the
anoxic depolarization of focal ischemia
using manganese- enhanced MRI. Magn Reson
Med, 50(1), 7-12,2003.
24）＊Ejima Y, Takahashi S, Yamamoto H, Fukunaga
M, Tanaka C, Ebisu T, Umeda M:
Interindividual
and
interspecies
variations of the extrastriate visual
cortex. Neuroreport,14 (12),1579-1583,
2003.
25 ） ＊ Thomas MA, Noriaki Hattori, Masahiro
Umeda, Tohru Sawada, Shoji Naruse.:
Evaluation of two-dimensional L-COSY and
JPRESS using a 3 T MRI scanner: from
phantoms to human brain in vivo. NMR Biomed,
16(5),245-251,2003.
26）Tetsuka K, Hoshi T, Sumiya E, Kitakoji H,
Yamada S, Hongo H, Watanabe H, Saitoh M :
The Influence of aging on renal blood flow
in human beings. J Med Ultrasonics
Vol.30,247－251,2003.
27）Yamada J, Dana MR, Sotozono C, Kinoshita S:
Local suppression of IL-1 by receptor
antagonist in the rat model of corneal
alkali injury. Exp Eye Res.76,161-167,

2003.
28）＊Maruyama K, Yamada J, Sano Y, Kinoshita
S. Th2-biased immune system promotion of
allogeneic corneal epithelial cell
survival after orthotopic limbal transplantation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 44,
4736-4741,2003.
29）＊Tomida M, Hayashi T, Ishimaru J, Imai H,
Negawa T, Murayama K, Matsuyama Y, Era S:
Observation for the redox state of human
synovial fluid albumin from patients with
temporomandibular joint disorders. Bull
Gifu University, 51, 21-28, 2003.
30）＊Tomida M, Ishimaru J, Miyamoto K, Mizui
T, Esaki Y, Hayashi T, Murayama K, Era S,
Shibata T: Biochemical aspects of the
pathogenesis of temporomandibular joint
disorders. Asian J Oral Maxil Surg,
15,118-127,2003.
31）＊Tomida M, Kimura M, Kuwata K, Hayashi T,
Okano Y, Era S: Development of a high-level
expression system for deuterium-labeled
human serum albumin. Jpn J Physiol 53,
65-69,2003.
32）＊Tomida M, Ishimaru J, Hayashi T, Nakamura
K, Murayama K, Era S: The redox states of
serum and synovial fluid of the patients
with temporomandibular joint disorders.
Jpn J Physiol, 53,351-355, 2003.
33）Itoi M, Kawabata K, Egawa T, Sugiyama T,
Fujii N, Amagai T and Nagasawa T: A role of
CXC
chemokine
ligand
12/stromal
cell-derived factor-1/Pre-B cell growth
stimulating factor and its reseptor CXCR4
in fetal and adult T cell development in
vivo. J Immunol，170: 4649-4655，2003．
34）＊Germeraad W.T.V, Kawamoto H, Itoi M, Jiang
Y, Amagai T, Katsura Y, and van Ewijk W:
Development of thymic microenvironments in
vitro is oxygen-dependent and requires
permanent presence of T-cell progenitors.
J Histochem Cytochem，51(9):1225-1235,2003．
35 ） Aoki I, Ebisu T, Tanaka C, Katsuta K,
Fujikawa A, Umeda M, Fukunaga M, Takegami
T, Shapiro EM, Naruse S.: Detection of the
anoxic depolarization of focal ischemia
using manganese-enhanced MRI. Magn Reson
Med, 50(1): 7-12, 2003.
36）＊Ejima Y, Takahashi S, Yamamoto H, Fukunaga
M, Tanaka C, Ebisu T, Umeda M:

Interindividual
and
interspecies
variations of the extrastriate visual
cortex . Neuroreport, 14(12): 1579-1583,
2003.
37 ） ＊ Thomas MA, Noriaki Hattori, Masahiro
Umeda, Tohru Sawada, Shoji Naruse.:
Evaluation of two-dimensional L-COSY and
JPRESS using a 3 T MRI scanner: from
phantoms to human brain in vivo. NMR Biomed,
16(5): 245-251, 2003
38）矢野 忠，今井賢治，岩 昌宏，石崎直人，
山村義治，咲田雅一：鍼灸治療がヒトの消化
器機能に及ぼす影響．自律神経，40(2)：
150-156，2003．
39）＊鶴 浩幸，石崎直人，谷口和久：Meiji
College of Oriental Medicine（米国）附属
病院鍼診療所の患者 2967 名の分析（1996 年
～1999 年）．明治鍼灸医学，33：1-21,2003．
40）石崎直人，矢野 忠：医療機関における伝統
医療の活かし方の視点（III）－糖尿病患者に
おける新旧治療の適用－．理療，32(4)：
2-9,2003．
41）石崎直人，矢野 忠：医療機関における伝統
医療の活かし方の視点（Ｖ）－上部消化管症
状に対する鍼灸治療の適用－．理療，33(3)：
1-7,2003．
42）矢野 忠，今井賢治，岩 昌宏，石崎直人,
山村義治，咲田雅一：鍼灸治療がヒトの消化
器機能に及ぼす影響．自律神経，40(2)：
150-156，2003．
43）石崎直人，矢野 忠：カンファレンスルーム
B からの症例報告 18 インスリン治療後に発
症した末梢神経障害の激痛に経皮的通電療法
が 奏 功 し た 症 例 ． 医 道 の 日 本 ， 710 ：
147-150,2003．
44）石崎直人：糖尿病における鍼灸治療適用の可
能性．医道の日本，719：28-33，2003．
45）今井賢治，塩見真由美，市川由美子，田村隆
朗，咲田雅一：消化器外科領域における胃電
図の臨床応用に関する検討．外科，65 (10)：
1219-1229，2003.
46）今井賢治，渡邊一平，木村研一，矢野 忠，
咲田雅一，北小路博司：前額部への電気刺激
に伴うヒト口唇部血流の変化．自律神経，40
(5)：468-473,2003.
47）伊藤和憲, 越智秀樹, 池内隆治, 北小路博司,
北條達也, 勝見泰和：腰椎変性側弯症に対す
る鍼治療の試み. －腰方形筋への鍼治療が有
効 で あ っ た 一 症 例 － . 明 治 鍼 灸 医 学 ,32:
9-14, 2003.

48）伊藤和憲, 越智秀樹, 池内隆治, 北小路博司,
勝見泰和, 小嶋晃義：高齢者の慢性腰痛に対
するトリガーポイント鍼治療の試み. －背部
経穴への鍼治療で効果が得られなかった 3 症
例に対する検討－. 全日本鍼灸学会誌, 53
(4)： 534-539,2003.
49）伊藤和憲, 越智秀樹, 北小路博司, 勝見泰
和：線維性筋痛症候群が疑われた 1 症例に対
する鍼治療の試み. 全日本鍼灸学会誌, 53
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