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◇研究概要
和漢診療・漢方治療の臨床研究（難治性疾患：
リウマチ性疾患やアレルギー・慢性炎症性疾患へ
の臨床応用とその作用機序の解析）のほか、老年
医療の疾病マネージメントやプライマリケア分野
での臨床研究を多数遂行中である。また、平成15
年4月の本学の大学院・社会環境医療学：総合医
療学の設置にともない、その協力講座として、生
体情報学、医学哲学・倫理学、情報医療学と連携
して研究に取り組んでいる。加えてプロジェクト
棟の完成によって実験室100/m3が確保され、科学
研究費研究課題等を中心に、臨床・基礎研究を幅
広く達成し得るようになっている。

学（統合和漢診療学）の大学院生の指導にあたっ
ている。大学院社会環境医療学の研究会（一木
会）に参加し研究発表を行っている（本年度2
回）。
国際交流としてタイ・チェンマイ大学医学部4
年生（2月）インドネシア・パジャジャラン大学
医学部4年生・5名に対して本学での和漢診療学・
和漢診療科への取り組み、実際の和漢診療の概略
についてレクチャーと実習を行った（9月）。ま
た臨床カンファレンス等のＦＤでは、専門医、認
定医の資格を各1名ずつ取得した。

◇著書
1) 小暮敏明：実地医家のための漢方医学教育入
門 漢方処方の副作用と相互作用 協和企
画：108-111、2007
2) 小暮敏明：EBM漢方第2版 3.消化器 急性胃
炎・慢性胃炎・消化性潰瘍と半夏瀉心湯・三
黄瀉心湯・黄連解毒湯. 医歯薬出版：55-58、
2007
◇診療活動
3) 小暮敏明：EBM漢方第2版 3.消化器 胃下垂
外来は月曜日から金曜日までの週5日間、週に
症と補中益気湯. 医歯薬出版：59-60、2007
延べ10診を開き診療にあたっている。いわゆるプ
4) 小暮敏明：EBM漢方第2版 3.消化器 潰瘍性
ライマリーケアの疾患から特定機能病院での対応
大腸炎と柴苓湯. 医歯薬出版：61-63、2007
が必要となる難治性疾患まで幅広い患者層に対し
5) 小暮敏明：EBM漢方第2版 3.消化器 クロー
て対応している。おもな特定疾患は、強皮症、全
ン病における腸閉塞と大建中湯. 医歯薬出
身性エリテマトーデス、悪性関節リウマチ、ベー
版：64-65-58、2007
チェット病、ウエゲナー肉芽腫症、潰瘍性大腸炎、 6) 小暮敏明：EBM漢方第2版 20.術後 術後イレ
クローン病、パーキンソン氏病などで、当科単独
ウス・術後排便障害と大建中湯. 医歯薬出
あるいは他科併診で診療を行っている。治療法は、
版：499-504、2007
漢方薬煎剤を基本として、適宜、医療用漢方エキ
7) 小暮敏明：EBM漢方第2版 20.術後 肝切除後
ス製剤と西洋薬を併用している。
の高アンモニア血症・腸管麻痺と大建中湯.
症例カンファレンスは週1回（水曜日）行い、
医歯薬出版：505-506、2007
東洋医学的な診断および治療法について検討を
6) 小暮敏明：EBM漢方第2版 20.術後 術後イレ
行っている。また、総合診療部との合同カンファ
ウス・術後排便障害と大建中湯. 医歯薬出
レンス（週1回：月曜日）では、東洋、西洋にか
版：499-504、2007
かわらず最新のトピックスについて議論している。 7) 巽 武司：EBM漢方第2版 16.産婦人科 黄体
血腫嚢胞と芍薬甘草湯. 医歯薬出版：365◇教育活動
366、2007
教養教育として1年次に学修原論「かしこく健
8) 巽 武司：EBM漢方第2版 16.産婦人科 不育
康に生きる」、学修原論「医学と社会」を行い、
症と柴苓湯. 医歯薬出版：367-369、2007
医学部専門科目として3年次では、主要症候と病
9) 巽 武司、長坂和彦：EBM漢方第2版 16.産婦
態生理、薬理学、で漢方薬概論と東洋医学の基本
人科 機能性子宮出血・過多月経と芎帰膠艾
的な考え方・診察法を講義している。実習では、
湯・芎帰調血飲. 医歯薬出版：378-381、
医学科1年次の早期体験実習、医学科5年次での臨
2007
床実習（ポリクリ）、医学科6年次での卒前臨床
10)巽 武司、長坂和彦：EBM漢方第2版 16.産婦
実習を担当している。また大学院・社会環境医療
人科 月経困難症と桂枝茯苓丸・芍薬甘草湯.

医歯薬出版：382-385、2007
11)巽 武司、長坂和彦：EBM漢方第2版 16.産婦
人科 更年期障害と桂枝茯苓丸・加味逍遙
散・当帰芍薬散・八味地黄丸・女神散・柴胡
桂枝乾姜湯・柴胡加竜骨牡蠣湯・釣藤散・温
経湯. 医歯薬出版：386-393、2007
12)巽 武司、長坂和彦：EBM漢方第2版 16.産婦
人科 高テストステロン血症・高プロラクチ
ン血症と芍薬甘草湯. 医歯薬出版：394-397、
2007
13)巽 武司、長坂和彦：EBM漢方第2版 16.産婦
人科 骨盤内うっ血症候群と温経湯. 医歯薬
出版：398-399、2007
14)巽 武司、長坂和彦：EBM漢方第2版 16.産婦
人科 子宮筋腫と桂枝茯苓丸. 医歯薬出版：
400-402、2007
15)巽 武司、長坂和彦：EBM漢方第2版 16.産婦
人科 無排卵・多嚢胞性卵巣症候群と柴苓
湯・温経湯. 医歯薬出版：403-406、2007
16)巽 武司、長坂和彦：EBM漢方第2版 16.産婦
人科 乳腺症と桂枝茯苓丸・桃核承気湯・四
逆散・加味逍遥散・通導散. 医歯薬出版：
407-412、2007
17)巽 武司、長坂和彦：EBM漢方第2版 16.産婦
人科 老人性膣炎と六味丸. 医歯薬出版：
413-416、2007
18)小暮敏明：EBM漢方第2版 3.消化器 上腹部
不定愁訴と六君子湯. 医歯薬出版：51-54、
2007
◇総説
1) 小暮敏明：学会シンポジウム 病名治療でで
きる漢方、随証治療だからできる漢方. 日本
東洋医学会雑誌58, 15-23 2007
◇原著
1) Kogure T, Tatsumi T, Niizawa A, Fujinaga H,
Shimada Y, Terasawa K.: The population of
CD40L-expressing cells was slightly but not
significant decreased in lymphoid tissues of
collagen induced arthritic mice treated with
Hochu-ekki-to. YAKUGAKU ZASSHI 2007;
127:547-550
2) Kogure T, Tatsumi T, Fujinaga H, Niizawa A,
Terasawa K.: Insights to clinical use of serial
determination in titers of cyclic citrullinated
Peptide autoantibodies. Mediat Inflamm. 2007
(1): 12367 e-pub.
3) Kogure T, Tatsumi T, Niizawa A, fujinaga H, Ito
T, Shimada Y, Terasawa K.: No Correlation

Exists between Disease Activity and the
Expression of Killer-Cell Immunoglobulin-Like
Receptors in Patients with Rheumatoid Arthritis.
Mediat Inflamm 2007(1):65179 e-pub.
4) 川田悦夫、森平和明、佐藤浩子、浮田敏幸、
伊藤克彦、巽 武司、小暮敏明、田村遵一、
坂本浩之助：高齢銅欠乏患者に対する銅補充
による血清脂質への影響. 日本老年医学会雑
誌 2007；44：375-379
◇症例報告
1) Tatsumi T, Kogure T, Morita T.: Pulmonary
collapse due to severe hiatal hernia. Intern Med.
2007 46(12):925-926
2) Sato H, Sato M, Otani Y, Kawada E, Tamura J.:
A giant bronchogenic cyst: a rare source of chest
pain. Intern Med. 2007;46:1625.
3) 関谷信康、林克美、地野充時、笠原裕司、並
木隆雄、巽武司、小暮敏明、柴原直利、平崎
能郎、寺澤捷年：半夏厚朴湯の使用目標の検
討―肩甲間部痛・違和感についてー日本東洋
医学会雑誌. 58：481-485: 776-778. 2007
4) 小暮敏明、巽 武司、佐藤浩子、伊藤克彦、
関矢信康、並木隆雄、寺澤捷年、田村遵一：
和漢薬治療が奏効した線維筋痛症の二症例.
日本東洋医学会雑誌58: 61-68 2007
5) 星野綾美、巽武司、奥裕子、佐藤浩子、伊藤
克彦、田村遵一、小暮敏明：蘇子降気湯と茯
苓飲の併用が奏功した咽喉頭違和感と乾性咳
嗽の一例. 日本東洋医学会雑誌58: 1121-1126
2007
◇学会発表
1) 佐 藤 浩 子 、 田 中 亨 、 土 井 宏 、 倉 林 正 彦 ：
Fibroblast growth factor 2 induces osteoblastic
phenotype in vascular smooth muscle cells. 第
71回日本循環器学会学術集会、3月 神戸
2) 小暮敏明：学術教育委員会からのアンケート
結果報告と問題提議. 第2回日本東洋医学会
漢方医学教育標準化のためのワークショップ、
1月 東京
3) 奥 裕子、佐藤浩子、星野綾美、巽 武司、
小暮敏明、田村遵一：群馬大学医学部附属病
院女性専用外来における和漢診療の現状. 第
15回日本総合診療医学会学術集会 3月 金沢
4) 佐藤浩子、奥 裕子、星野綾美、巽 武司、
小暮敏明、田村遵一：群馬大学医学部附属病
院における女性専用外来の現状. 第15回日本
総合診療医学会学術集会 3月 金沢
5) 浮田敏幸、星野綾美、奥裕子、佐藤浩子、巽

武司、川田悦夫、小暮敏明、大山良雄、田村
遵一:リウマチ熱と診断し得た71歳男性の不明
熱の一例. 第15回日本老年医学会関東甲信越
地方会 3月 東京
6) 巽 武司、伊藤朋之、藤永洋、小暮敏明：関
節リウマチの経過中にパーキンソン病を発症
した一例. 第51回日本リウマチ学会総会・学
術集会/第16回国際リウマチシンポジウム 4
月 横浜
7) 星野綾美、巽 武司、奥裕子、佐藤浩子、伊
藤克彦、田村遵一、小暮敏明：オスラー病の
頻回で止血困難な鼻出血による貧血に芎帰膠
艾湯. 第58回日本東洋医学会学術総会、6月
広島
8) 笠原裕司、関矢信康、並木隆雄、檜山幸孝、
地野充時、林 克美、大野賢二、寺澤捷年、
平崎能郎、喜多敏明、小暮敏明、巽 武司：
脳梗塞後遺症に対する「金匱要略」の使用経
験. 第58回日本東洋医学会学術総会、6月
広島
9) 佐藤浩子、巽 武司、星野綾美、奥裕子、伊
藤克彦、田村遵一、小暮敏明：めまいとしび
れの合併した不全型POEMS症候群のADLの改善
に黄連阿膠湯去卵黄が有効であった一例.
第58回日本東洋医学会学術総会、6月 広島
10)奥裕子、佐藤浩子、巽武司、星野綾美、田村
准遵一、小暮敏明：慢性疲労に対し漢方処方
が有効であった2症例. 第58回日本東洋医学
会学術総会、6月 広島
11)関矢信康、檜山幸孝、並木隆雄、笠原裕司、
地野充時、林克美、小暮敏明、巽武司、柴原
直利、喜多敏明、平崎能郎、寺澤捷年：防已
黄耆湯の使用目標に関する一考察. 第58回日
本東洋医学会学術総会、6月 広島
12)巽武司、小暮敏明：群馬大学における漢方医
学臨床実習の現状（指定課題：漢方医学教育
の現状と問題点）. 第39回日本医学教育学会
大会、7月 盛岡
13)小暮敏明：第3回日本東洋医学会漢方医学教育
標準化のためのワークショップ、9月 東京
14)奥裕子、佐藤浩子、巽武司、小暮敏明、田村
遵一：抗エストロゲン療法中の倦怠感に女神
散が有効であった1症例.日本東洋医学会関東
甲信越支部2007年度群馬県部会 11月 前橋
15)佐藤浩子、巽武司、奥裕子、田村遵一、小暮
敏明：延年半夏湯が奏功した線維筋痛症の一
症例.日本東洋医学会関東甲信越支部2007年度
群馬県部会 11月 前橋
16)星野綾美、巽武司、佐藤浩子、奥裕子、伊藤
克彦、小暮敏明、田村遵一：遷延したモン

ドール病に桂枝茯苓丸が奏功した一例.日本東
洋医学会関東甲信越支部2007年度群馬県部会
11月 前橋
◇その他
1) 小暮敏明：感冒・花粉症に対する漢方治療
第62回昭和大学東洋医学研究会 東京 1月
2) 小暮敏明：第6回前橋漢方アカデミー 2月
前橋
3) 小暮敏明：和漢診療から見た症候の見方 健
康通信倶楽部 14: 27 2007
4) 小暮敏明：漢方医学を学ぶコツ 第18回大阪
医大漢方研究会 3月 大阪医科大学
5) 小暮敏明：大学病院の漢方外来探訪 群馬大
学医学部附属病院和漢診療科 煎じ薬とエキ
ス剤を使い分け 週間朝日・増刊号 漢方
KAMPO 2007 130-131
6) 小暮敏明：リウマチ性疾患への和漢薬の臨床
応用 リウマチ研究会：順天堂大学医学部膠
原病内科主催. 東京 4月
7) 小暮敏明：漢方処方の副作用と相互作用. 第
7回前橋漢方アカデミー 前橋 5月
8) 小暮敏明：和漢診療学の臨床 ー正しい理解
のためにー ナイチンゲール祭特別講演 群
馬大学医学部附属病院看護部主催 5月 前橋
9) 小暮敏明：関節リウマチの臨床ー西洋薬と漢
方薬ー リウマチ勉強会 4月 前橋
10)小暮敏明：関東甲信越地区 大学教官/勤務医
のための漢方医学セミナー2007. 7月 東京
11)小暮敏明、川原央好、河野透、水上勝義：NHK
エジュケーショナル 健康応援フェスタʻ07
「すこやかな体と健康」シンポジウム 8月
東京
12)小暮敏明：処方運用について 第8回前橋漢方
アカデミー 8月 前橋
13)小暮敏明：痛みと冷え 南魚沼市医師会学術
講演会（三木会）10月 新潟
14)小暮敏明：処方運用について 第9回前橋漢方
医学アカデミー 11月 前橋
15)小暮敏明：頻用処方解説 平成19年度漢方医
学講座 臨床講座 婦人科疾患の治療 12月
東京
16)小暮敏明：漢方で対処 高齢者のケア NHKテ
レビテキスト きょうの健康 平成19年12月
号 P50-67
17)巽 武司：陰・陽の解説．薬剤師のための和
漢診療勉強会、1月、前橋
18)巽 武司：虚・実の解説．和漢診療勉強会、4
月、前橋
19)巽 武司：漢方で快適キャンパスライフ．東

洋医学研究会勉強会、4月、前橋
20)巽 武司：和漢診療の実際．いせさき佐波漢
方医学講座、7月、伊勢崎
21)巽 武司：かぜ症候群の漢方治療．いせさき
佐波漢方医学講座、10月、伊勢崎
◇TV等
22)小暮 敏明：漢方と西洋医学の新たな融合
漢 方 医 学 の 果 た す 役 割 . NHK 教 育 日 曜
フォーラム 18:00-19:00 9月9日放映
23)小暮 敏明：漢方で対処 高齢者のケア 長
引くかぜ NHK教育 きょうの健康 20:3020:45 12月10日放映
24)小暮 敏明：漢方で対処 高齢者のケア 不
眠いらいら NHK教育 きょうの健康 20:3020:45 12月11日放映
25)小暮 敏明：漢方で対処 高齢者のケア 皮
膚のかゆみ NHK教育 きょうの健康 20:3020:45 12月12日放映
26)小暮 敏明：漢方で対処 高齢者のケア 関
節 痛 を 和 ら げ る NHK 教 育 き ょ う の 健 康
20:30-20:45 12月13日放映
27)小暮 敏明：漢方で対処 高齢者のケア NHK
教育 きょうの健康Q&A 20：00-20：40 12
月14日放送

