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◇附属東洋医学研究所の概要
明治国際医療大学「附属東洋医学研究所」は平
成 20 年 4 月に明治鍼灸大学から改称され、これま
での鍼灸学や柔道整復学のみならず、看護学分野
も包括した形で、現代医学と伝統的な東洋医学を
基礎においた統合医療の体系化にむけた研究を進
めています。
本研究所においては、統合医療に関する研究を
進めるだけではなく研究者の育成も併せて目的と
しており、各研究員は専任とはせず、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。
なお、国際学術交流センターの設立にともない、
これまで附属研究所の活動の一環として行われて
きた国際交流講演会開催事業は、国際学術交流セ
ンターによって受け継がれることになりました。
本附属東洋医学研究所の主な共同利用施設と
しては、以下に挙げる諸施設があります。
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
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外吉：詳解第 11 回〜第 16 回国家試験問題集
（あ
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308-322, 2008.
4) 竹内義享，田口大輔：カラー写真で学ぶ運動器
疾患のみかたと保存的治療．医歯薬出版，11，
2008．
5) 智原栄一：第 8 章 体液管理･体液バランス（小
栗顕二、横野諭編 周術期麻酔管理ハンドブッ
ク．
）金芳堂，225-242，2008．
6) 智原栄一：第 4 章２。麻酔科の立場から−他職
種と連携していかに疼痛と和解する物語を導
くか：麻酔科医の立場と NBM の効用−（宮崎東
洋、北出利勝 編集）
7) 篠原昭二：ビギナーズ鍼灸ーHARI なびー、ヒ
ューマンワールド、2008 年 6 月 15 日、186 頁.
8) 分担執筆 篠原昭二他：鍼灸臨床のコツ, 医道
の日本社, 2008 年 11 月 11 日、181-183.
9) 中尾昌宏：生殖器疾患 前立腺肥大症．看護の
ための最新医学講座[第 2 版] 第 22 巻 泌
尿・生殖器疾患．日野原重明、井村裕夫 監修、
奥山明彦 編集， 中山書店，236 ‒ 242, 2008
10)中尾昌宏，本城久司：Ⅰ 主な排尿の異常．よ
くわかる排尿トラブルの対処法 最新の診断
と治療．三木恒治・中尾昌宏 編，昭和堂，2 ‒
17, 2008
11)中尾昌宏，本城久司：２ 過活動膀胱．よくわ
かる排尿トラブルの対処法 最新の診断と治
療．三木恒治・中尾昌宏 編，昭和堂，41 ‒ 53,
2008
12)＊本城久司，北小路博司，中尾昌宏．4 間質性
膀胱炎．よくわかる排尿トラブルの対処法 最
新の診断と治療．三木恒治・中尾昌宏 編，昭
和堂，65 ‒ 74, 2008
13)中尾昌宏，本城久司：６ 夜間頻尿． よくわ
かる排尿トラブルの対処法 最新の診断と治

療．三木恒治・中尾昌宏 編，昭和堂，98 ‒ 112,
2008
14)中山登稔：生理学、2009 詳解国家試験門題集
（はり師きゅう師用）
、医道の日本社、90-126,
2008.
15)中山登稔：生理学、2009 詳解国家試験問題集
（柔道整復師用）、医道の日本社、59-118,
2008.
16)中山登稔：生理学、2009 詳解国家試験問題集
（あん摩マッサージ指圧師用）、医道の日本社、
88-127, 2008.
17)中山登稔：第 1 回・第 2 回チャレンジテスト、
2009 看護師国家試験（最新予想必修問題集）
、
医学芸術社、102, 107, 2008.
18)中山登稔：柔道整復学−構築プロジェクト報告
集、社団法人日本柔道整復師会柔道整復学推進
本部、256-268, 2008.
19)平澤泰介，松本和久，内座保弘：慢性疼痛の理
解と医療連携．真興交易（株）医書出版部，
245-244，2008．
20)新原寿志. 文献的にみた慢性疼痛に対する末
梢神経通電法の臨床効果. 宮崎東洋, 北出利
勝 編. 慢性疼痛の理解と医療連携. 東京:真
興交易医書(株)出版部;2008. 194-7.
21)本城久司：よくわかる排尿トラブルの対処法
最新の診断と治療. 三木恒治，中尾昌宏編．昭
和堂，2008年．
22)梅田雅弘：放射線技術学シリーズ MR撮像技術
学 改訂2版．オーム社， 54-68, 2008.
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Medicine, 26(3): 140-144, 2008.
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and Physical Activity, 16(supplement): s50,
2008.
4) 井上基浩、中島美和、山田充彦、勝見泰和、糸
井 恵：腰痛に対する鍼治療と局所注射の比較
〜ランダム化比較試験〜．日本生体電気・物理

刺激研究会誌、22：1-6、2008.
5) 井上基浩、中島美和、糸井 恵、大橋鈴世、矢
野 忠：腰痛に対する局所鍼治療と局所注射の
比較〜ランダム化比較試験〜．日本温泉気候物
理医学会、71（4）：211-220、2008.
6) *Nakajima M, Inoue M, Itoi M: The effect of
moxibustion treatment for pain caused by
hallux valgus during activities.Journal of
Aging
and
Physical
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16(supplement): s56-57, 2008.
7) *中島美和，井上基浩，勝見泰和，大橋鈴世，
山田充彦，糸井 恵 ：ランダム化比較試験に
よる頚肩部痛に対する鍼治療と局所注射の比
較．日本生体電気・物理刺激研究会誌、22：7-13、
2008.
8) *阪野泰正、片山憲史、井上基浩、矢野 忠：
シンスプリント好発部位の深部痛覚閾値と深
部温度に及ぼす鍼刺激の影響．全日本鍼灸学会
雑誌、58（1）：67-74、2008.
9) ＊ Matsumoto J, Ishizaki N, Namura K,
Yamamura Y, Yano T. Effect of Acupuncture
and Moxibustion in Patients with Irritable
Bowel Syndrome ‒A series of single case
study-.
Japanese
Acupuncture
and
Moxibustion.1, 1-12, 2008.
10)＊山崎翼， 福田文彦，竹田太郎，石崎直人，
山村義治：肝細胞癌に伴う愁訴に対する鍼灸治
療の 1 症例． 全日本鍼灸学会雑誌，58(3)：
213-220，2008．
11)中尾昌宏、岡田晃一、本城久司、北小路博司．
1 東洋医学と泌尿器科学−下部尿路機能障害
に対する鍼治療を中心に．Urology Today 15:54
- 58, 2008
12)＊有働幸紘、
本城久司、日野こころ、杉本佳史、
岡田晃一、北小路博司、中尾昌宏．根治的前立
腺摘除術後の尿意切迫感・尿失禁に対する鍼治
療の有用性．全日本鍼灸学会雑誌，58, 665 ‒
670, 2008
13)阪野泰正、智原栄一：飲食後の胃幽門前庭部運
動に与える足三里鍼通電刺激の影響．自律神経，
44（6）
：409-417，2007
14)竹内義享，田口大輔：前腕部におけるテーピン
グ介入時の圧迫圧と末梢血流量 2 次元レー
ザー血流計を用いて．柔道整復・接骨医学 16
（4）：263-266，2008
15)中山登稔，竹内義享，田口大輔，西川弘恭：前
腕固定による筋萎縮への手掌電気刺激の有効
性(Effects of Palm Electrical Stimulation
on
Muscle
Atrophy
by
Forearm
Immobilization)．柔道整復・接骨医学 16（3）
：

167-177，2008
16)増田雅保，田口大輔，竹内義享：骨折における
X 線像と超音波観察の比較．柔道整復・接骨医
学 16（3）
：163-166，2008
17)竹内義享，田口大輔：テーピング時の運動負荷
による固定強度の持続性．柔道整復・接骨医学
16（3）
：145-149，2008
18)田口大輔，竹内義享，熊本賢三：関節固定にお
ける固定範囲の違いが廃用性筋萎縮に及ぼす
影響． 柔道整復・接骨医学 16（3）
：123-130，
2008
19)＊木村啓作、和辻 直、片山憲史、有馬義貴、
篠原昭二：上腕部阻血におけるヒト前腕部の血
行動態と硬さの影響, Health Science．24（２）
、
169-178,2008.
20)＊渡邉勝之、篠原昭二：鍼刺激が表皮局所に及
ぼす影響, 人体科学会、17（１）
、23-33,2008.
21)＊渡邉勝之、篠原昭二：直接灸および灸頭鍼刺
激が表皮局所に及ぼす影響, 全日本鍼灸学会
雑誌、58（４）
、654-664,2008.
22)Satomi Ebara, Kenzo Kumamoto, Klaus I.
Baumann, Zdenek Halata：Three-dimensional
analyses of touch domes in the hairy skin of
the cat paw reveal morphological substrates
for
complex
sensory
processing.
Neuroscience Research, 61: 159-171, 2008
23)Ishizaki N, Yano T, Kawakita K. Public
Status and Prevalence of Acupuncture in
Japan. Evid. Based Complement. Altern. Med.
Advance Access published online 19 Jun 2008;
doi:10.1093/ecam/nen037.
24) ＊ Matsumoto J, Ishizaki N, Namura K,
Yamamura Y, Yano T. Effect of Acupuncture
and Moxibustion in Patients with Irritable
Bowel Syndrome ‒A series of single case
study-.
Japanese
Acupuncture
and
Moxibustion.1, 1-12, 2008.
25)＊山崎翼， 福田文彦，竹田太郎，石崎直人，
山村義治：肝細胞癌に伴う愁訴に対する鍼灸治
療の 1 症例． 全日本鍼灸学会雑誌，58(3)：
213-220，2008．
26）松本和久，木村篤史，松本渉：Timed “Up and
Go” test における上肢使用法に関する考察．
理学療法科学，23（1）
：7-10，2008．
27）松本和久，伊藤譲，長尾淳彦，小田原良誠，
平澤泰介：運動分析に基づく柔道整復術として
の手技療法の有用性に関する検討．柔道整復学
構築プロジェクト報告集：84-91，2008．
28）松本和久：夢分流腹診による肝相火の緊張度
判定の意義及び合谷穴への鍼灸施術の身体運

動に及ぼす影響に関する検討．明治鍼灸医学，
40：15-27，2007．
29）渡邉勝之,篠原昭二：鍼刺激が表皮局所に及ぼ
す影響―酸化還元電位および水素イオン濃度
を指標として―,人体科学,Vol.17,No.1,2333,2008.
30）渡邉勝之,篠原昭二：直接灸および灸頭鍼刺激
が表皮局所に及ぼす影響―酸化還元電位およ
び 水 素 イ オ ン 濃 度 を 指 標 と し て
― 全 日 本 鍼 灸 学 会 雑 誌 ,Vol.58,No.4,654-6
64,2008.
31）渡邉勝之,篠原昭二：様々な操作が皮膚局所に
及ぼす影響―酸化還元電位および水素イオン
濃 度 を 指 標 と し て ―, 日 本 統 合 医 療 学 会
誌,Vol.1,No2.3-9,2008.
32）渡邉勝之,篠原昭二：強力反応点の性質および
灸頭鍼の作用機序に関する研究,日本統合医療
学会誌,Vol.1,No2.10-16,2008.
33）渡邉勝之：鍼灸医学の立場から痛みを診る,
環境と健康,Vol.21,No1,100-104,2008.
34）渡邉勝之：強力反応点への鍼灸施術の有効性
に関する研究―ランダム化比較試験による臨
床的有効性の検討 ―,明治国際医療大学誌.
（印刷中）
35）Shinbara H, Okubo M, Sumiya E, Fukuda F, Yano
T, Kitade T. Effects of manual acupuncture
with sparrow pecking on muscle blood flow of
normal and denervated hindlimb in rats.
Acupunct Med. 2008;26(3):149-59.
36)＊有働幸紘, 本城久司, 日野こころ, 杉本佳
史, 岡田晃一, 北小路博司, 中尾昌宏：根治的
前立腺摘除術後の尿意切迫感・尿失禁に対する
鍼治療の有用性．全日本鍼灸学会雑誌，58(4):
665-670, 2008.
37)松本和久，伊藤譲，長尾淳彦，小田原良誠，平
沢泰介：運動分析に基づく柔道整復術としての
手技療法の有用性に関する検討,柔道整復学構
築プロジェクト報告集，:84-91，2008．
38)川村 茂，伊藤 譲，小田原良誠，増田雅保：
超音波観察が有用である疾患と、其の実際、日
本超音波骨軟組織学術研究，7（2）:45-49，2008．
39)川村茂，伊藤譲，小田原良誠，増田雅保：超音
波診断装置を使用した de Quervain 病に関わる
腱への機械的ストレス作用の検討、日本超音波
骨軟組織学術研究，7（2）:39-43，2008．
40)Tsuru H,Kawakita K:Acupuncture on the blood
flow
of
various
organs
measured
simultaneously by colored microspheres in
rats. Evidence-based Complementary and
Alternative
Medicine
(e
CAM,

on-line-journal), 2007.
41)角谷和幸,池内隆治,小田原良誠,＊鶴浩幸,北
出利勝：SSP 療法が遅発性筋痛に及ぼす影響.
慢性疼痛,26(1)：213-218, 2007.
42)福野梓,＊鶴浩幸,片岡佳介,山田潤：鍼刺激に
よる屈折変化非依存性の視力向上効果.（社）
全日本鍼灸学会雑誌,58（2）：67-74,2008.
43)角谷和幸,池内隆治,小田原良誠,木村篤史,＊
鶴浩幸,北出利勝：遅発性筋肉痛に及ぼすアイ
シングの影響.東方医学,24（3）,2008（印刷中）.
44)片岡佳介,＊鶴浩幸,寺井和都,山田潤：四肢へ
の鍼通電療法により眼部の深部痛が消失した
3 症例.日本統合医療学会誌,1（2）
：52-55, 2008
（印刷中）.
45)＊松本和久，木村篤史，松本渉：Timed “Up and
Go” test における上肢使用法に関する考察．
理学療法科学，23（1）
：7-10，2008．
46)木村篤史，松本和久，池内隆治：運動負荷後の
ストレッチングが筋硬度に及ぼす影響．明治鍼
灸医学，40：29−37，2007．
47)寺田佳奈子,秋津知宏,仲村剛,森加奈子,伏木
哲史,三野多岐恵,行田直人,三澤圭吾：微弱電
流機器の治療効果．季刊東洋医学,14（4）,
21-24,2008．
48)行田直人,伏木哲史,奈村重弘,谷口和彦,岡本
武昌：足部サポーター装着時の静的立位維持能
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