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漢方、鍼治療とも、西洋医学的には難治性の患者
を数多く取り扱っております。
総合医療センターでは、麻酔科の中でペインク
リニックの治療を中心としていますが、他科から
の紹介患者も少なくありません。
かわごえクリニックは、利便性が高いことも
あって、多種多様の患者が来院します。他の医療
機関は未受診で、いきなり漢方治療や鍼治療を希
望して受診されることも多く、西洋医学的な検査
や治療が必要と思われるケースもまれではありま
せん。
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◇教 育
学内で、学生の講義としましては、医学部3年
生の漢方の講義（必修）、2年生の漢方と鍼灸の講
義（選択）を担当するとともに、かわごえクリニッ
クにおいてBSLも実施しております。
卒後教育としては、総合診療部の医師向けに、
漢方の講義を定期的に行っています。また、研修
医向けのランチョンセミナーなども行っています。
学外では、明治薬科大学や筑波大学理療科教員
養成施設において、漢方の講義、鍼灸の講義や実
習の指導等を行っています。

埼玉医科大学は大学の本部を埼玉県入間郡毛呂
山町に置きますが、法人が運営する関連施設とし
て、埼玉県川越市には総合医療センターとかわご
えクリニックがあり、さらに埼玉県日高市には国
際医療センターが設立されており、埼玉医科大学
東洋医学科は、こうした関連施設においても、漢
方治療や鍼治療を行ってきました。また、診療や
研究においては、他の専門診療科との連携を深め、
共同研究を推進して来ました。
こうした一連の関連施設を含め、さらに、横断
的に東洋医学を中心とした伝統医療の診療や教
育、研究を行っていくことを目標として、2009年
の4月に、埼玉医科大学東洋医学センターとして、
新たなスタートを切りました。
◇診 療
埼玉医科大学病院で漢方治療と鍼治療、総合医
療センターでは鍼治療、かわごえクリニックでは
漢方治療と鍼治療を、東洋医学センターのスタッ
フが行っています。
埼玉医科大学病院では、特に、鍼治療に関して
は、他科からの紹介患者が半数以上を占めます。

◇研 究
神経内科、整形外科、腎臓内科、形成外科など、
他科との連携で、頭痛や顔面神経麻痺、非特異的
腰痛や腰部脊柱管狭窄症、透析患者の愁訴、閉塞
性動脈硬化症等に対する鍼治療の効果について検
討しています。また、脳血管障害患者の気血水等
の漢方医学的な証の検討なども行っています。さ
らに、鍼刺激が自律神経系や免疫系、循環器系（脳
循環含む）に及ぼす影響等についても分析してお
ります。
◇学会主催
2009年6月に、大宮ソニックシティにおきまして、
第58回（社）全日本鍼灸学会学術大会を、山口 智
を会長として、主催しました。
（学）佐藤栄学園 大宮
また、2009年2月には、
法科大学院大学OLSビルにおいて、第18回日本東
洋医学会 関東甲信越支部埼玉県部会を主催しま
した。
その他、埼玉鍼灸学会認定指定研修講座や埼玉
県鍼灸師会学術講習会などの開催も行っています。
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◇論文・著書
1）三村俊英他（共著）：保険診療機関における鍼
灸治療の現状と将来への期待、p35─36、日温
気物医誌、73（1）2009
2）滝沢健司：「図表解 中医基礎理論」東洋学術
出版社
3）菊池友和、山口 智：睡眠とその障害 睡眠
障害の治療、代替医療、Clinical Neuroscience
27
（2）p217─219、2009年2月
4）田島陽平、庄田 元、渋谷夕希、大嶋秀一、小
俣 浩、山口 智：アトピー性皮膚炎の皮膚そ
う痒感に対する鍼治療による1症例 症例報告、
東洋療法学校協会学会誌、p50 ～ 52、32号、20
09年2月
5）大石沙織、庄田 元、渋谷夕希、大嶋秀一、小
俣 浩、山口 智：腓骨筋腱脱臼手術後遺症へ
の鍼治療の効果1症例による報告 症例報告、東
洋療法学校協会学会誌、p53 ～ 57、32号、2009
年2月
6）大野修嗣：脈診入門 第7回 二十八脈と主要
病態 ③脈の深浅、伝統医学、通巻第43号、
2009年3月
7）中澤光弘、山口 智：日常診療に役立つ 整形
外科領域の痛みの知識 鍼治療の実際と注意
点総説、整形・災害外科 増刊号 52（5）、p643
～ 651、2009年05月
8）大野修嗣：脈診入門 第8回 二十八脈と主要病
態 ④脈の性質、伝統医学、通巻第44号、2009
年6月
9）大野修嗣：高齢者における漢方治療の特徴とそ
の意義、治療、91（6）、2009年6月
10)山口 智：Ⅰ.痛みについて 5.各種治療手技の
概要と適応 c.東洋医学的アプローチ 運動器
の痛みプライマリケア 腰背部の痛み、菊地臣
一 編、p22 ～ 23、2009年6月
11)新井千枝子：埼玉医科大学東洋医学センターに
おける顔面神経麻痺に対する鍼灸治療 総説・
解説、月刊 医道の日本、p46 ～ 51、2009年8月
12)大野修嗣：脈診入門 第9回 二十八脈と主要病
態 ⑤脈の大小・長短、伝統医学、通巻第45号、
2009年9月
13)大野修嗣：漢方エキス剤の服用方法 第1回、
漢方医薬学雑誌、3 17巻、2009年10月
14)山口 智：変形性膝関節症に対する鍼灸治療総
説、現代鍼灸学、p87 ～ 92 9（1）、2009年11月
15)小俣 浩：カラー版徹底図解・東洋医学のしく
み、兵頭明監修、p118─119、新星出版社、2009年
（増補改訂版）津谷喜
16)小俣 浩：鍼のエビデンス
一郎監修、医道の日本社、2009年
17)新井千枝子、山口 智：埼玉医科大学東洋医学

センターにおける顔面神経麻痺に対する鍼灸
治療 総説・解説、東洋医学、鍼灸ジャーナル、
p70 ～ 76、2009年11月
18)小俣浩也：特集・認知症 ─ 鍼灸による予防と治
療、鍼灸大阪96、25（4）、14─36、2009年12月
◇会長講演・特別講演・教育講演・シンポジウム・
パネルディスカッション他
1）三村俊英：ワークショップ「保険診療機関にお
ける鍼灸治療の現状と将来への期待」第74回
日本温泉気候物理医学会（筑波）、2009年5月
2）磯部秀之：教育講演「湯液（漢方）と鍼灸の併用
療法の意義」第58回（社）全日本鍼灸学会（埼玉）
2009年6月
3）山口 智：会長講演「医科大学における鍼灸医
療の成果と新しい展開 ─伝統医学の科学化へ
の道─」第58回（社）全日本鍼灸学会（埼玉）2009
年6月
4）小俣 浩：シンポジウムⅡ「故佐藤昭夫先生の
研究成果から見た自律神経と鍼灸」第58回（社）
全日本鍼灸学会（埼玉）2009年6月
5）中澤光弘：パネルディスカッション1「非特異
性腰痛患者に対する鍼治療効果について─QOL
を指標にした検討─」第58回（社）全日本鍼灸学
会（埼玉）2009年6月
6）小内 愛、山口 智：パネルディスカッション4
「癌と鍼灸 医科大学病院における癌患者に対す
（社）
（埼
る鍼治療の現状」第58回
全日本鍼灸学会
玉）2009年6月
7）大野修嗣：ランチョンセミナー「リウマチ・膠
原病に対する漢方治療」第58回（社）全日本鍼
灸学会（埼玉）2009年6月
8）山口 智：脳卒中に対する鍼治療効果 第５回
日本鍼灸師会全国大会（東京）2009年10月
◇学会発表
1）中澤光弘、山口 智、小俣 浩、菊池友和、磯
部秀之、清水健次、三村俊英、宮尾秀樹、川添
太郎：非特異的腰痛に対する鍼治療効果につい
て（第2報）─急性腰痛と慢性腰痛について─埼玉
ペインクリニック研究会 2009年1月
2）小内 愛、山口 智、小俣 浩、新井千枝子、
阿部洋二郎、浅香 隆、菊池友和、田中晃一、
磯部秀之、石井弘子、大野修嗣：埼玉医科大学
東洋医学科における癌患者に対する鍼治療の
治療効果とその有用性について 第18回日本東
洋医学会埼玉県部会 2009年2月
3）溝井令一、山元敏正、磯部秀之、田村直俊、三
村俊英、荒木信夫：脳梗塞患者の東洋医学的ア
プローチによる評価 第50回日本神経学会総
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会 2009年5月
4）山口 智、小俣 浩、阿部洋二郎、磯部秀之、
大野修嗣、三村俊英、土肥 豊：東洋医学診療
（鍼・灸）で取り扱う頭痛患者の鎮痛効果につい
て（第19報）─片頭痛に対する鍼治療効果 ─ 第74
回日本温泉気候物理医学会（筑波）2009年5月
5）小俣 浩、山口 智、磯部秀之、大野修嗣、三
村俊英、土肥 豊、鈴木収二：維持透析患者に
対する鍼治療効果（第4報）─PAD患者の下肢末
梢循環障害へ及ぼす影響─ 第74回日本温泉気
候物理医学会（筑波）2009年5月
6）阿部洋二郎、山口 智、小俣 浩、磯部秀之、
大野修嗣、三村俊英、土肥 豊：鍼刺激が循
環系自律神経機能に及ぼす影響、第74回日本
温泉気候物理医学会（筑波）、2009年5月
7）磯部秀之、木村博吉、小俣 浩、山口 智、大
野修嗣：線維筋痛症に漢方治療と鍼治療の併用
が有用であった１例 第60回日本東洋医学会
学術大会（東京）、2009年6月
8）山口 智、小俣 浩、菊池友和、田中晃一、鈴
木真理、新井千枝子、阿部洋二郎、浅香 隆、
磯部秀之、石井弘子、大野修嗣、金 浩澤：慢
性機能性頭痛に対する鍼治療効果 ─ 特に片頭
痛の発作予防に関する検討─、第60回日本東洋
医学会学術大会（東京）、2009年6月
9）小俣 浩、山口 智、新井千枝子、阿部洋二郎、
浅香 隆、菊池友和、中澤光弘、田中晃一、小
内 愛、木村博吉、石井弘子、大野修嗣、磯部
秀之：当科における維持透析患者の鍼治療効果
（第3報）─下肢循環障害に対する鍼通電療法の
影響─、第60回日本東洋医学会学術大会（東京）、
2009年6月
10)新井千枝子、山口 智、小俣 浩、阿部洋二郎、
浅香 隆、菊池友和、磯部秀之、石井弘子、大
野修嗣、金 浩澤：顔面神経麻痺後遺症患者の
鍼治療効果について、第60回日本東洋医学会学
術大会（東京）、2009年6月
11)浅香 隆、山口 智、小俣 浩、金 浩澤、新
井千枝子、阿部洋二郎、菊池友和、石井弘子、
磯部秀之、大野修嗣：鍼刺激による健康成人に
おける網膜血管径の変化 ─ 顔面部刺激と四肢
刺激の比較─、第60回日本東洋医学会学術大会
（東京）、2009年6月
12)菊池友和、山口 智、小俣 浩、田中晃一、鈴
木真理、新井千枝子、阿部洋二郎、浅香 隆、
磯部秀之、大野修嗣、金 浩澤、北川秀樹：片
頭痛に対する鍼治療効果 ─ トリプタンが無効・
不適応例に対する鍼治療効果 ─、第60回日本東
洋医学会学術大会（東京）、2009年6月
13)中澤光弘、山口 智、小俣 浩、菊池友和、新

井千枝子、阿部洋二郎、浅香 隆、田中晃一、
磯部秀之、石井弘子、大野修嗣：高齢者の非特
異的腰痛に対する鍼治療効果、第60回日本東
洋医学会学術大会（東京）、2009年6月
14)田中晃一、山口 智、小俣 浩、新井千枝子、
阿部洋二郎、浅香 隆、菊池友和、小内 愛、
鈴木真理、木村博吉、磯部秀之、石井弘子、
大野修嗣：鍼治療がリンパ球とALBに及ぼす
影響─小野寺の予後推測栄養指数（O─PNI）を用
いた検討─、第60回日本東洋医学会学術大会（東
京）
、2009年6月
15)小内 愛、山口 智、小俣 浩、新井千枝子、
阿部洋二郎、浅香 隆、菊池友和、田中晃一、
磯部秀之、石井弘子、大野修嗣：下肢リンパ
浮腫に対する鍼治療効果─婦人科癌術後に発
症した患者群の検討─、第60回日本東洋医学会
学術大会（東京）、2009年6月
16)鈴木真理、山口 智、小俣 浩、菊池友和、田
中晃一、新井千枝子、阿部洋二郎、浅香 隆、
磯部秀之、石井弘子、大野修嗣、金 浩澤：頭
痛を有するVDT作業者の心身の健康に対する
鍼治療効果、第60回日本東洋医学会学術大会
（東京）、2009年6月
17)古賀義久、坂井友実、安野富美子、小俣 浩、
新井千枝子、山口 智、磯部秀之：末梢性顔面
神経麻痺の鍼治療─2症例の鍼治療経過の比較
検討─、第60回日本東洋医学会学術大会（東京）、
2009年6月
18)小俣 浩、山口 智、小内 愛、木村博吉、大
野修嗣、磯部秀之、三村俊英、鈴木洋通、星
均、新井鐘大、金子弘志、杉山誠一：維持透析
患者の下肢循環障害に対する鍼通電療法の影
響、第8回維持透析患者の補完・代替医療研究
会全国大会、第7回維持透析患者の補完・代替
医療研究会九州支部（鹿児島）大会、2009年8月
19)山口智、小俣浩、田村直俊、荒木信夫：片頭痛
の発作予防に対する鍼治療効果、第62回日本自
律神経学会（和歌山）、2009年11月
20)小俣 浩、山口 智、田村直俊、荒木信夫：顔
面部自律神経機能へ及ぼす鍼通電刺激の影響
（第2報）、第62回日本自律神経学会（和歌山）
、20
09年11月
21)浅香 隆、山口 智、小俣 浩、荒木信夫：鍼
治療が網膜血管径に及ぼす影響（第3報）─ 健康
成人における顔面部刺激と四肢刺激の比較─、
第21回日本脳循環代謝学会総会、2009年11月
22)菊池友和、山口 智、小俣 浩、田中晃一、鈴
木真理、磯部秀之、三村俊英、荒木信夫：緊張
型頭痛に対する鍼治療効果、第37回日本頭痛学
会総会、2009年11月
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23)鈴木真理、山口 智、小俣 浩、菊池友和、田
中晃一、磯部秀之、三村俊英、荒木信夫：片頭
痛に対する鍼治療効果（第3報）、第37回日本頭
痛学会総会、2009年11月
24)糸川かおり、溝井令一、田村直俊、荒木信夫：
五苓散が著効した前駆症状を伴う片頭痛の1
例 第37回日本頭痛学会総会、2009年11月
25)田中晃一、山口 智、小俣 浩、新井千枝子、
阿部洋二郎、浅香 隆、菊池友和、磯部秀之、
三村俊英、土肥 豊：医科大学病院における
鍼灸治療の有用性について─ 鍼治療効果と背
景因子の検討─、第28回全日本鍼灸学会関東支
部学術集会、009年11月
26)奥野和歌子、小俣 浩、山口 智、磯部秀之、
三村俊英：原発不明癌で平滑筋肉腫の多発骨転
移患者の症状緩和に対する鍼治療効果、第28回
全日本鍼灸学会関東支部学術集会、2009年11月
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