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◇診療活動
当研究所は、開所して 13 年目を経過した。湯液
部門は診察室７室（患者数は、平均 172 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 26 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 15 名の学生に教育を行った。
本年度より新たに「鍼灸臨床研修制度」の導入
を行い、2 名の研修者を受け入れた。
他大学の東洋医学講義では、当研究所職員を中
心に秋田大学において「漢方医学入門」計 20 単位
の講義および実習を行った。
【研究】
東洋医学関連の研究としては、加速度脈派に及
ぼす漢方治療の影響に関する臨床研究（日本東洋
医学雑誌に掲載）、
鍼灸治療の関節リウマチに対す
る鍼灸治療のランダム化比較対照試験（日本温泉
気候物理医学会雑誌に掲載）の結果、医学生の鍼
灸に対する意識調査（日本東洋医学雑誌に掲載）
を発表した。また近代医学関連の研究としては、
木村、滝沢がそれぞれ、Tokai J Exp Clin Med，お
よび Endocrine Journal に論文を発表した。
学会活動では、日本東洋医学会を中心に、日本
脳卒中学会において、漢方薬の血小板凝集能およ
び活性化血小板への影響に関する研究および日本
神経病理学会学術研究会において、抗 GAD 抗体
関連進行性小脳失調症の 1 剖検例を発表した。
◇著
書
１）木村容子：漢方で健康美人になる 20 の方法，
実業之日本社，2005
◇総
説
１）佐藤 弘：いわゆる虚弱児と漢方医学，人体
科学
◇学術論文
１）Yoko KIMURA ， Hideki OZAWA ， Mihoko
IGARASHI ， Tomooki IWAMOTO ， Kenzo
NISHIYA，Tetsuya URANO，Shinya GOTO：A
Pheochromocytoma
Causing
Limited
Coagulopathy with Hemoptysis ， Tokai J Exp

Clin Med，30(1)，35-39，2005
２）蛯子慶三，吉川 信，藤井亜砂美，木村容子，
新井 信，佐藤 弘：医学生の鍼灸に対する
意識調査―鍼灸講義後の理解度と意識につい
て―，日本東洋医学雑誌，56(4)，591-597，
2005
３）粕谷大智，沢田哲治，磯部秀之，赤尾清剛，
吉川 信，髙田久実子，山口 智，小俣 浩，
山本一彦：Multi-Center Randomized Controlled
Trial of Acupuncture and Moxibustion for
Rheumatoid Arthritis，日本温泉気候物理医学
会雑誌，68(4)，193-202，2005
４）Kenji TAKIZAWA ， Seiichi KITANI ， Fujio
TAKEUCHI，Kazuhiko YAMAMOTO：Enhanced
Expression of CD69 and CD25 Antigen on
Human Peripheral Blood Mononuclear Cells by
Prolactin，Endocrine Journal，52(5)，635-641，
2005
５）木村容子，新井 信，佐藤 弘：漢方治療が
加速度脈波に与える影響の臨床的検討，日本
東洋医学雑誌，56(6)，941-946，2005

７）後藤里江，新井 信，岡部竜吾，田代眞一，
石井康智，佐藤 弘：長野県長谷村の住民健
康診断における漢方的症候の検討(第 6 報)―
SF36 に関する検討―，第 56 回日本東洋医学
会学術総会，富山，2005，5
８）静 貴生，新井 信，佐藤 弘：加齢性黄斑
変性症に対し八味丸で視力の改善がみられ
た一例，第 56 回日本東洋医学会学術総会，
富山，2005，5
９）吉川 信，髙田久実子，向田 宏，蛯子慶三，
佐藤 弘：鍼灸刺激の条件の違いが生体の
cytokine 産生に及ぼす影響について，第 56 回
日本東洋医学会学術総会，富山，2005，5
10）蛯子慶三，吉川 信，髙田久実子，向田 宏，
佐藤 弘，丹波さ織：難治性の Hunt 症候群に
おける置鍼と鍼通電の治療効果の比較，第 56
回日本東洋医学会学術総会，富山，2005，5
11）髙田久実子，吉川 信，蛯子慶三，向田 宏，
佐藤 弘：失眠穴への施灸が膝関節の屈曲角
度に及ぼす影響，
第 56 回日本東洋医学会学術
総会，富山，2005，5
12）向田 宏，吉川 信，蛯子慶三，髙田久実子，
佐藤 弘：切皮刺激が奏効した 2 症例，第 56
◇学会発表
回日本東洋医学会学術総会，富山，2005，5
１）木村容子：高速共焦点レーザー顕微鏡を用い
13）新井 信，岡部竜吾，田代眞一，石井康智，
た血小板血栓の 3 次元解析―アスピリン及び
佐藤 弘：長野県長谷村の住民健康診断にお
黄連解毒湯，第 30 回日本脳卒中学会総会，岩
ける漢方的症候の検討(第 5 報)―内臓疾患と
手，2005，4
五臓の関連について―，
第 56 回日本東洋医学
２）石田和之，三苫 博，和田義明，岡 輝明，
会学術総会，富山，2005，5
柴原純二，斉藤祐子，村山繁雄，水澤英洋：
抗 GAD 抗体関連進行性小脳失調症の 1 剖検例， 14）木村容子、佐藤 弘：半夏厚朴湯で激しい胃
痛及び月経痛が改善した一例、日本東洋医学
第 46 回日本神経病理学会学術研究会，
茨城，
会第 62 回関東甲信越支部学術総会、千葉、
2005，5
2005、10
３）木村容子，藤井亜砂美，鈴木まゆみ，近田直
15）鈴木まゆみ，佐藤 弘：八味地黄丸加味方が
子，新井 信，佐藤 弘：加味逍遙散による
右上半身の鈍痛に有効であった一例，日本東
月経前症候群(Premenstrual Syndrome: PMS)
洋医学会第 62 回関東甲信越支部学術総会，
の治療効果について，第 56 回日本東洋医学
千葉，2005，10
会学術総会，富山，2005，5
16）近田直子，佐藤 弘：柴苓湯エキスで難聴、
４）藤井亜砂美，木村容子，盛岡頼子，蛯子慶三，
耳閉感等の自覚症状が改善した一例，日本東
吉川 信，新井 信，佐藤 弘：東京女子医
洋医学会第 62 回関東甲信越支部学術総会，
千
科大学医学部学生の漢方医学に対する認識
葉，2005，10
―講義前後のアンケート調査から，第 56 回
17）石田和之，佐藤 弘：疎経活血湯が著効した
日本東洋医学会学術総会，富山，2005，5
難治性疼痛の 3 例，日本東洋医学会第 62 回
５）鈴木まゆみ，新井 信，佐藤 弘：持続的な
関東甲信越支部学術総会，千葉，2005，10
耳漏に千金内托散が著効した慢性中耳炎の
18）後藤里江，新井 信，岡部竜吾，田代眞一，
一例，第 56 回日本東洋医学会学術総会，富
石井康智，佐藤 弘：長野県長谷村の住民健
山，2005，5
康診断における漢方的症候の検討(第 7 報)―
６）近田直子，新井 信，佐藤 弘：五苓散と柴
SF36 に関する検討―，日本東洋医学会第 62
胡桂枝湯エキス併用で舌咽神経痛が改善し
回関東甲信越支部学術総会，千葉，2005，10
た一例，第 56 回日本東洋医学会学術総会，
19）木村容子，清水美衣，小原さおり，佐藤 弘，
富山，2005，5

篠原幸人：慢性期脳梗塞患者における黄連解
毒湯の血小板凝集能に及ぼす影響について，
第 28 回日本血栓止血学会学術集会，福岡，
2005，11
20）佐藤 弘：第 10 回日本東洋医学会福島県部
会総会講演，福島，2005，8
21）佐藤 弘：日耳鼻埼玉県地方部会・埼玉県耳
鼻咽喉科医学術総会，特別講演，さいまた，
2005，2
22）佐藤 弘：肝疾患と漢方，日本東洋医学会専
門性制度委員会，特別研修，2005，8，東京
23）佐藤 弘：第 15 回関東臨床免疫化学会，特
別講演，2005，東京
24）佐藤 弘：日常よく遭遇する症状に対する漢
方治療，福岡県東洋医会講演会，2005,
25）佐藤 弘：消化器疾患の漢方治療，東京都女
性薬剤師会・夏期研修会漢方講座，2005，6，
東京

2005，2.3
13）木村容子：漢方で元気になる(4)『花粉症を抑
える』，信濃毎日新聞，2005，2.13
14）山﨑英輝：鍼灸への招待『疲れた胃腸を立て
直す胃の六つの灸』，よんしん健康新聞，四
国新聞，2005，2.6
15）髙田久実子：鍼灸への招待『花粉症と鍼灸治
療』，よんしん健康新聞，四国新聞，2005，
2.20
16）盛岡頼子，溝部宏毅，新井 信：「風邪を引
きやすい」人の漢方治療（女子医大雑話 136），
漢方の臨床，52(2)，49-52，2005
17）盛岡頼子：素顔拝見，新医療，180-181，2005
18）木村容子：漢方で元気になる(5)『生理期間
快適に』，信濃毎日新聞，2005，3.13
19）藤井亜砂美：働く女性のストレスを考える，
日本経済新聞，3，2005
20）吉川 信：鍼灸への招待『虫垂炎手術の瘢痕
と慢性的な痛み』，よんしん健康新聞，四国
◇その他
新聞，2005，3.6
１）佐藤 弘：漢方で治す 病院と名医，医師が
21）佐藤 弘，吉川 信：東洋医学でこりや痛み
すすめる最高の名医＋治る病院，148-149，
を解消する，Health＆Life，11-13，3，2005
2005
22）佐藤 弘：認知症に伴う症状を少しでも軽
２）佐藤 弘：のぼせ、頭痛、めまい、不快な症
く。，健康百科 気になるアルツハイマー病，
状に効果的。，健康百科 気になる高血圧，
22-29，2005，4.7
20-29，2005，1.20
23）木村容子：漢方で元気になる(6)『下剤に頼
３）新井 信，盛岡頼子，溝部宏毅：最近経験し
らぬ便秘治療』
，信濃毎日新聞，2005，4.10
た興味ある 2 症例（女子医大雑話 135）, 漢
24）木村容子：漢方治療 心と身は切り離せない。
方の臨床, 52(1) , 124-127, 2005
すべてを総合的に治療する。，クロワッサン，
４）木村容子：漢方で元気になる(3)『風邪には
29(8),22-23,2005
免疫で』，信濃毎日新聞，2005，1.16
25）山﨑英輝：鍼灸への招待『ツボを使ってセル
５）木村容子：漢方薬の基礎知識, imidas, 844
フケア』
，よんしん健康新聞，四国新聞，
2005，
-846, 2005
4.17
６）木村容子：女性の大敵 タイプ別・冷え解消
26）新井 信，盛岡頼子，溝部宏毅：女子医大雑
マニュアル，自然と健康，12(1)，5-15，2005
和 12 年を振り返って（女子医大雑話 137）＜
７）木村容子：脱・「むくみ」宣言，プチ・ラク
最終回＞，漢方の臨床，52(4)，51-56，2005
きれい，60-65，2005
27）盛岡頼子：
「気」が乱れてイライラしがちな季
８）鈴木まゆみ：オフィス環境と健康マネジメン
節は漢方で心身のバランスを整えて，Bagel，
ト〜働く女性のための漢方講座〜，日本経済
37，4，2005
新聞，1，2005
28）久米由美：女性の不定愁訴，漢方，32-35，4，
９）吉川 信：ツボを押さえてすっきり生活「喉
2005
が痛い」
，松江市立病院だより，No30，2005.1
29）吉川 信：ツボを押さえてすっきり生活「頭
10）吉川 信：自分で押せる、全身の重要ツボ案
が痛い」
，「げんき」黒田病院，2005 春号
，
内。
，クロワッサン特別編集
「漢方 ツボ 薬膳」
， 30）吉川 信：とっておき健康のツボ「頭が痛い」
「健康スクランブル」たじま内科クリニック，
60-64，1，2005
Vol28，2005 春号
11）向田 宏：鍼灸への招待『更年期障害には三
31）向田 宏：鍼灸への招待『自宅でできる灸治
陰交のお灸』
，よんしん健康新聞，四国新聞，
療』，よんしん健康新聞，四国新聞，2005，4.3
2005，1.16
32）佐藤 弘：気・血・水を整えてうつ症状を和
12）佐藤 弘：鼻水、鼻づまりを軽くし体質を改
らげる。
，健康百科 気になるうつ･不眠，
22-29，
善する。
，健康百科 気になる花粉症，24-31，

2005，5.5
33）佐藤 弘：せきやたんを改善し体力アップの
効果も。
，健康百科 気になる肺がん，22-29，
2005，5.19
34）木村容子：漢方で元気になる(7)『ストレスに
どう対処』
，信濃毎日新聞，2005，5.8
35）吉川 信：鍼灸への招待『鍼灸のすすめ』
，よ
んしん健康新聞，四国新聞，2005，5.1
36）盛岡頼子：環境の変化で心も体もヘトヘト。
そんなときは元気をつける漢方を，Bagel，
115，5，2005
37）佐藤 弘：冷え、むくみ、貧血を多様な処方
で治す。，健康百科 気になる女性の慢性病
冷え性 むくみ 貧血，22-29，2005，6.2
38）佐藤 弘：抗がん剤の副作用を軽くして体力
回復。，健康百科 気になるがん最新治療法，
24-31，2005，6.16
39）佐藤 弘：研修医のための漢方入門 漢方を学
んで差をつけろ，ばんぶう，73-79，6，2005
40）木村容子：体質に合った方法を知って、きれ
いに痩せよう。4 つのタイプ別、ストレス･
血・水分を制して体を変える！，Hanako，
40-43，6，2005
41）木村容子：漢方で元気になる(8)『パソコンで
疲れたら』
，信濃毎日新聞，2005，6.12
42）盛岡頼子：漢方相談室 かさかさ、くすみな
どの肌のトラブル，NHK きょうの健康，
132-133，6，2005
43）吉川 信：ちょっとした工夫で冷えを解消。
，
健康百科 気になる女性の慢性病 冷え性 む
くみ 貧血，10-13，2005，6.2
44）吉川 信：未病先防・ツボ編、その日の不調
はその日のうちに解消！，日経 WOMAN 別冊付
録，60-61，6，2005
45）佐藤 弘：更年期のさまざまな悩みを漢方で
改善。，健康百科 気になる男と女の更年期，
22-29，2005，7.7
46）佐藤 弘：体質を見ながら便秘、下痢を楽に
する。，
健康百科 気になる便秘 下痢，22-29，
2005，7.21
47）佐藤 弘：漢方ではこう治す 胃腸病を漢方薬
で治す，暮しと健康，66-69，7，2005
48）木村容子：漢方で元気になる(9)『夏の皮膚
トラブル』
，信濃毎日新聞，2005，7.10
49）藤井亜砂美：本当に体が欲している「サプリ」
を処方してくれる，Urb，215，7，2005
50）藤井亜砂美：やさしい漢方で撃退！夏の不調
を招く あなたの「水たまり」体質，ゆうゆ
う，124-129，7，2005
51）佐藤 弘：症状を軽くし、体質から改善する。
，

健康百科 気になるぜん息 アレルギー，
28-33，2005，8.18
52）木村容子：漢方で元気になる(10)『虚弱体質
は体力不足』
，信濃毎日新聞，2005，8.14
53）木村容子：ビギナーのための漢方・薬膳バイ
ブル，Colorful，28-29，8，2005
54）鈴木まゆみ：ママの体のお悩み解決講座，お
はよう赤ちゃん，165，8，2005
55）吉川 信：とっておき健康のツボ「歯が痛い」
，
「健康スクランブル」たじま内科クリニック，
Vol29，2005 夏号
56）佐藤 弘：手術に伴うつらい症状を和らげ
る。，健康百科 気になる大腸がん，22-29，
2005，9.1
57）木村容子：漢方で元気になる(11)『若々しさ
保つコツ』
，信濃毎日新聞，2005，9.11
58）木村容子：「ストレス」に負けない大人な心
がほしい！「気・血・水」のバランスを整え
心と体の調和をはかっていく漢方，メイプル，
226-227，9，2005
59）木村容子：「美人漢方」心得帖 気になる不
調の原因をクリアに！「漢方外来」で心身の
状態を知る，Body＋，98-99，9，2005
60）石田和之、吉川 信：その症状にジャストフ
ィットな専門外来 東洋医学外来オーダー
メードで心身全体のゆがみを改善，Health＆
Life，14-15，9，2005
61）盛岡頼子：漢方相談室 1 年中続く「冷え」，
NHK きょうの健康，128-129，9，2005
62）佐藤 弘：血のめぐりを促す薬を処方。，健
康百科 気になる子宮筋腫 子宮内膜症 子宮
がん，24-31，2005，10.20
63）木村容子：漢方で元気になる(12)『エイジン
グ対策』，信濃毎日新聞，2005，10.9
64）木村容子：あなたのそのプチ不調「内臓の乾
燥」が原因では？，美的，183-190，10，2005
65）佐藤 弘：むくみや尿たんぱくを改善するた
めに。，健康百科 気になる腎臓病，24-31，
2005，11.3
66）佐藤 弘：痛み、出血、便通異常、多様な悩
みを改善。，健康百科 気になる痔，22-29，
2005，11.17
67）木村容子：漢方で元気になる(13)『更年期と
その後』，信濃毎日新聞，2005，11.13
68）木村容子：「生理周期」がわかればやせやす
い！，FYTTE，44-49，11，2005
69）久米由美：生理前の不調対策のツボ 適度な
運動で症状軽く，朝日新聞，2005，11.22
70）吉川 信：とっておき健康のツボ「目が疲れ
る」
，「健康スクランブル」たじま内科クリニ

ック，Vol30，2005 秋号
71）吉川 信：とっておき健康のツボ「目が疲れ
る」
，森下耳鼻咽喉科医院だより，2005 秋号
72）向田 宏：「鍼灸治療のツボの取り方と考え
かた」，第 42 回東京女子医科大学東洋医学勉
強会，2005，11.22
73）佐藤 弘：排尿障害を改善し生活の質を上げ
る。
，健康百科 気になる前立腺肥大 前立腺が
ん，22-29，2005，12.1
74）木村容子：女性に対する漢方治療−気と血を
中心に，伝統医学，1-9，12，2005
75）木村容子：漢方で元気になる(14)『究極の総
合外来』，信濃毎日新聞，2005，12.11
76）木村容子：この「変わり目」をしなやかに乗
り切る！，Colorful，28-29，12，2005
77）吉川 信：ツボを押さえてすっきり生活「喉
が痛い」
，「心」尾崎循環器科内科クリニック，
Vol33，2005 冬号
78）吉川 信：ツボを押さえてすっきり生活「喉
が痛い」
，小森耳鼻咽喉科医院だより，Vol41，
2005
79）吉川 信：ツボを押さえてすっきり生活「喉
が痛い」，「瞳想い」平田眼科だより， 2005
冬号
◇学術講演会・シンポジウム・一般講演会
１）吉川 信：第 36 期バイオメディカルカリキュ
ラム 一般講演，
「鍼灸」，東京，東京女子医科
大学先端生命医科学研究所，2005.3.3(THU)
２）Y. Kimura：Asian Stroke Forum, Effect of the
Kampo medicine, Orengedokuto (Huang lian
jie du tang), on platelet aggregation in
vitro, Tokyo, Tokyo PRINCE HOTEL, 2005.
3.13(SUN)
３）佐藤 弘：一般講演，病人の見方，東京，友
永ヨーガ学院，2005.4.9(SAT)
４）佐藤 弘：一般講演，漢方薬，東京，友永ヨ
ーガ学院，2005.4.23(SAT)
５）吉川 信：一般講演，
「鍼灸」，東京，友永ヨ
ーガ学院，2005.5.14(SAT)
６）吉川 信：一般講演，
「鍼灸」，東京，友永ヨ
ーガ学院，2005.5.28(SAT)
７）吉川 信：鍼灸実習，日本東洋医学会卒前セ
ミナー，東京，昭和大学，2005.8.24(WED)
◇他大学講義
１）佐藤 弘，吉川 信，稲木 一元,杵渕 彰：
秋 田 大 学 医 学 部 講 義 ，「 漢 方 医 学 入 門 」，
2005.12.19(MON)〜12.22(THU) 9:00-17:00

