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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
選択科実習（１週間コース）10 名に教育を行った。
また本学看護大学院生 3 名に対し、講義 9 時間、
鍼灸治療体験・外来見学実習 22 時間 30 分を行っ
た。
【研究】
臨床研究を中心に行っている。今年度湯液部門
からは、木村の「便通を改善することで気管支喘
息症状の軽快をみた 3 症例」、盛岡の「虚弱者に
多い自覚症状─初診時の問診票より─」、石田の
「非接触型赤外線温度計による冷えのぼせの検討」
「六味丸が著効した夜尿床の兄弟例」の計 4 篇が、
鍼灸臨床施設からは、蛯子の「難治性の Bell 麻
痺および Hunt 症候群に対する鍼治療効果の検討」
の 1 篇が日本東洋医学雑誌に掲載された。
◇著 書
1） 佐藤 弘：分担執筆 症候からみる漢方 6
検査異常 Ｃ肝機能障害, 専門医のための漢方
医学テキスト, 日本東洋医学会, 238-242, 2009
2） 盛岡頼子：分担執筆 方剤からみる漢方 2
主な方剤群 Ｇ人参を含む方剤群, 専門医のた
めの漢方医学テキスト, 日本東洋医学会, 112115, 2009

◇診療活動
当研究所は、開所して 17 年目を迎えた。湯液
部門は診察室 7 室、鍼灸部門（東京女子医科大学
東洋医学研究所鍼灸臨床施設）は診察室 12 室にて
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に
対し教育活動を行ってきた。本学 4 年生に対しの

◇原 著
1） 木村容子, 杵渕 彰, 稲木一元, 佐藤 弘：便
通を改善することで気管支喘息症状の軽快をみ
た3症例, 日本東洋医学雑誌, 60（3）, 391-395，
2009
2） 盛岡頼子, 佐藤 弘：虚弱者に多い自覚症状
─初診時の問診票より─, 日本東洋医学雑誌,
60（3），371-378, 2009
3） 蛯子慶三, 丹波さ織, 吉川 信, 菊池尚子, 新
井 寧 子, 佐 藤 弘： 難 治 性 のBell麻 痺 お よ び
Hunt症候群に対する鍼治療効果の検討─ENoG
最低値0％でかつNETスケールアウトであった
29例の検討─, 日本東洋医学雑誌, 60（3），347355, 2009
4） 石田和之, 佐藤 弘：非接触型赤外線温度計
による冷えのぼせの検討, 日本東洋医学雑誌,
60（5），503-511, 2009
5） 石田和之, 佐藤 弘：六味丸が著効した夜
尿症の兄弟例, 日本東洋医学雑誌, 60（6），635-
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639, 2009
◇学術論文
1） 新井 信, 久米由美, 盛岡頼子, 岡部竜吾, 溝
部宏毅：ほてりの4症例（続  女子医大雑話176），
漢方の臨床，56（1），107-116, 2009
2） 木村容子：漢方, ANTI-AGING MEDICINE,
5（3）
，30-35, 2009
3） 久米由美, 盛岡頼子, 岡部竜吾, 溝部宏毅, 新
井 信：月経困難症の症例（続   女子医大雑話
177）
，漢方の臨床, 56（3），95-102, 2009
4） 盛岡頼子, 岡部竜吾, 溝部宏毅, 新井 信, 久
米由美：茯苓四逆湯の2症例, 八味地黄丸の瞑
眩（続   女子医大雑話178），漢方の臨床, 56（4），
146-150, 2009
5） 木村容子, 佐藤 弘：緊張型頭痛と釣藤散, 漢
方と最新治療, 18（2），115-120, 2009
6） 岡部竜吾, 溝部宏毅, 新井 信, 久米由美, 盛
岡頼子：肛門痛・会陰痛の3症例（続   女子医大
雑話179）
，漢方の臨床, 56（5），74-79, 2009
7） 石渡雅男, 佐藤 弘：消化管疾患, 治療, 91
（6）
，1726-1731, 2009
8） 溝部宏毅, 新井 信, 久米由美, 盛岡頼子, 岡
部竜吾：過敏性腸症候群に半夏瀉心湯ほか（続  
女 子 医 大 雑 話180），漢 方 の 臨 床, 56（6）
，45-48,
2009
9） 新井 信, 久米由美, 盛岡頼子, 岡部竜吾, 溝
部宏毅：学会で報告した3症例（続   女子医大雑
話181），漢方の臨床, 56（7）
，30-38, 2009
10）久米由美, 盛岡頼子, 岡部竜吾, 溝部宏毅, 新
井 信： 慢 性 頭 痛 の 症 例（ 続   女 子 医 大 雑 話
182）
，漢方の臨床, 56（8），75-82, 2009
11）蛯子慶三, 菊池尚子, 丹波さ織, 新井寧子：東
京女子医科大学における顔面神経麻痺の鍼治療
に関する報告, 医道の日本, 68（8），62-66, 2009
12）佐藤 弘：漢方医学～診断および治療～ , 都
薬雑誌, 31（9），46-50, 2009
13）盛岡頼子, 岡部竜吾, 溝部宏毅, 新井 信, 久
米由美：桂枝茯苓丸の6症例（続   女子医大雑話
183）
，漢方の臨床, 56（9），59-65, 2009
14）岡部竜吾, 溝部宏毅, 新井 信, 久米由美, 盛
岡頼子：慢性閉塞性肺疾患（COPD）の3症例（続  
女 子 医 大 雑 話184），漢 方 の 臨 床, 56（10）
，111115, 2009
15）溝部宏毅, 新井 信, 久米由美, 盛岡頼子, 岡
部竜吾：鼻汁と冷えに苓姜朮甘湯ほか（続  女子
医大雑話185）
，漢方の臨床, 56（11），89-92, 2009
16）新井 信, 久米由美, 盛岡頼子, 岡部竜吾, 溝
部宏毅：皮膚疾患の2症例（続   女子医大雑話
186）
，漢方の臨床, 56（12），100-104, 2009

◇学会発表
1） 木村容子, 佐藤 弘：大柴胡湯およびその加
味方が有効な全身倦怠感, 易疲労感について,
第60回日本東洋医学会学術総会, 東京, 2009, 6
2） 黒川貴代, 佐藤 弘：加膠飴により効果がみ
られた症例の検討, 第60回日本東洋医学会学術
総会, 東京, 2009, 6
3） 藤井泰志, 木村容子, 佐藤 弘：柴胡桂枝湯が
奏効したと思われるアレルギー性紫斑病の2症
例, 第60回日本東洋医学会学術総会, 東京, 2009,
6
4） 永尾 幸, 木村容子, 佐藤 弘：補中益気湯が
有効であった不明熱の二症例, 第60回日本東洋
医学会学術総会, 東京, 2009, 6
5） 石田和之, 佐藤 弘：生薬「遠志」「石菖蒲」
の認知機能改善効果についての検討, 第60回日
本東洋医学会学術総会, 東京, 2009, 6
6） 吉川 信, 蛯子慶三, 髙田久実子, 向田 宏,
角屋由里子, 佐藤 弘：月経周期に関連した疼
痛に対する蠡溝穴への円皮鍼が及ぼす効果の検
討, 第60回日本東洋医学会学術総会, 東京, 2009,
6
7） 蛯子慶三, 菊池尚子, 吉川 信, 髙田久実子,
向田 宏, 角屋由里子, 丹波さ織, 新井寧子, 佐
藤 弘：鍼治療と毎日のリハビリが奏効したス
テロイド未使用の顔面神経麻痺完全麻痺例, 第
60回日本東洋医学会学術総会, 東京, 2009, 6
8） 向田 宏, 吉川 信, 蛯子慶三, 髙田久実子,
角屋由里子, 佐藤 弘：薬物治療の休止後も鍼
灸治療により改善のみられたパーキンソン病
の一例, 第60回日本東洋医学会学術総会, 東京,
2009, 6
9） 髙田久実子, 吉川 信, 蛯子慶三, 向田 宏,
角屋由里子, 黒川貴代, 佐藤 弘：鍼灸治療を試
みた全身性エリテマトーデス（SLE）合併不妊
症の一例～妊娠から出産まで, 第60回日本東洋
医学会学術総会, 東京, 2009, 6
10）木村容子, 佐藤 弘：香砂六君子湯で多彩な
愁訴が改善した一例, 第66回日本東洋医学会関
東甲信越支部学術総会, 栃木, 2009, 9
11）永尾 幸, 木村容子, 佐藤 弘：むずむず脚
症候群に対する加味逍遥散の使用経験, 第66回
日本東洋医学会関東甲信越支部学術総会, 栃木,
2009, 9
◇その他
1） 木村容子：「養生」でポジティブにエイジン
グ対策を, 文藝春秋, 42-43, 季刊冬号, 2009
2） 木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病のう
ちに自己チェック＆養生 気・血・水から心身
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の状態を知る, Health & Life, 16-17, 4, 2009
3） 木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病の
うちに自己チェック＆養生 不調をキャッチ
したらストレスに対処, Health & Life, 16-17, 5,
2009
4） 木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病のう
ちに自己チェック＆養生 健康を守る毎日の食
事, Health & Life, 16-17, 6, 2009
5） 木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病のう
ちに自己チェック＆養生“気”を巡らせて疲れや
すさを克服, Health & Life, 16-17, 7, 2009
6） 佐藤 弘：漢方医学総論，若手医師のための
夏季漢方入門セミナー , 東京, 1-26, 2009. 7. 25
7） 稲木一元：呼吸器領域の漢方治療, 若手医師
のための夏季漢方入門セミナー , 東京, 27-44,
2009. 7. 25
8） 藤井泰志：消化器領域の漢方治療, 若手医師
のための夏季漢方入門セミナー , 東京, 45-64,
2009. 7. 25
9） 木村容子：婦人科領域の漢方治療（虚弱体質
を含む）
，若手医師のための夏季漢方入門セミ
ナー , 東京, 65-86, 2009. 7. 25
10）杵渕 彰：精神科領域の漢方治療, 若手医師
のための夏季漢方入門セミナー , 東京, 87-109,
2009. 7. 26
11）関 直樹：整形外科領域の漢方治療, 若手医
師のための夏季漢方入門セミナー , 東京, 110116, 2009. 7. 26
12）吉川 信：鍼灸総論, 若手医師のための夏季
漢方入門セミナー , 東京, 131-148, 2009. 7. 26
13）木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病のう
ちに自己チェック＆養生 男性の更年期と上手
なエイジング, Health & Life, 16-17, 8, 2009
14）盛岡頼子：冷えの漢方療法 体質, 症状考慮
し処方, 福島民報, 10, 2009. 8. 3
15）盛岡頼子：冷えの漢方療法 体質や症状考慮
して処方 当帰芍薬散などが効果, 苫小牧民報,
7, 2009. 8. 5
16）盛岡頼子：冷えの漢方療法 当帰芍薬散な
どが効果 体質や症状考慮して処方, 釧路新聞,
2009. 8. 5
17）盛岡頼子：夏でもツライ体の冷え 体質や症
状に合わせて処方 ショウガや根菜 体を温め
る食事心がけて, 神戸新聞, 18, 2009. 8. 7
18）盛岡頼子：冷え 漢方療法で退治 体質や症
状を考慮して, 中國新聞, 5, 2009. 8. 12
19）盛岡頼子：冷えの漢方療法 体質, 症状考慮
して処方, 静岡新聞, 5, 2009. 8. 14
20）盛岡頼子：冷えの漢方治療 体質や症状考慮
して処方 当帰芍薬散など効果, 茨城新聞, 16,

2009. 8. 16
21）蛯子慶三：特集 顔面神経麻痺と鍼灸治療─
序─, 医道の日本, 68（8），39, 2009
22）木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病のう
ちに自己チェック＆養生 気・血を整えて女
性の更年期を乗り切る, Health & Life, 16-17, 9,
2009
23）木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病のう
ちに自己チェック＆養生 脳養生で老化を防
ぐ, Health & Life, 16-17, 10, 2009
24）吉川 信：ツボ刺激 自宅で体調管理, 日本
経済新聞, 14, 2009. 10. 11
25）木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病のう
ちに自己チェック＆養生 体質別老化太りを解
消, Health & Life, 16-17, 11, 2009
26）木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病のう
ちに自己チェック＆養生 体質別老化太りを解
消, Health & Life, 16-17, 11, 2009
27）木村容子：東洋医学でヘルスケア 未病のう
ちに自己チェック＆養生 万病の元冷えを退け
る, Health & Life, 16-17, 12, 2009
28）吉川 信：健康相談室 過敏性腸症候群,『暮
しと健康』，78, 5, 2009
◇学術講演会・シンポジウム・一般講演会
1） 佐藤 弘：第3回音無川漢方研究会,「漢方医
学の基礎知識─症状・症候から診る漢方治療─」
─鼻・咽喉・口腔（舌痛, 口渇, 口乾）の異常─,
東京, 東京女子医科大学東医療センター , 2009.
2. 26（THU）
2） Yoko Kimura：International Society of
Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic
Sports Medicine （ISAKOS），Pre-Course
L e c t u r e 「 O r i e n t a l M e d i c i n e 」，O s a k a ，
ISAKOS, 2009. 4. 4（SAT）
3） 吉川 信：第40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, 2009. 4. 18（SAT）
4） 木村容子：日本東洋医学会九州支部大分県部
会学術講演会, 古典の現代臨床への応用・自験
例からみる「気」の重要性について, 大分, 日
本東洋医学会九州支部大分県部会, 2009. 5. 31
（SUN）

5） 佐藤 弘：第4回音無川漢方研究会,「漢方医
学の基礎知識─症状・症候から診る漢方治療
─」─呼吸器症状（咳・痰・喘息など）─, 東京,
東京女子医科大学東医療センター , 2009. 6. 25
（THU）

6） 藤井泰志：第10回日本小児漢方懇話会─小児
疾患の身近な漢方治療（10），小児診療におけ
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る漢方医学の応用～利水剤をめぐって～「頭痛・
めまい」
，大阪, 日本小児漢方交流会2009. 7. 19
（SUN）

7） 吉川 信：社団法人埼玉県鍼灸師会学術講習
会, 灸治療の実際─特に関節リウマチを中心に
─, 埼玉, 社団法人埼玉県鍼灸師会, 2009. 7. 19
（SUN）

8） 吉川 信：がん看護学実習Ⅲ（緩和ケア），
鍼灸の理論とツボの実際, 東京, 東京女子医科
大学大学院 看護研究科, 2009. 7. 23
9） 佐藤 弘：東洋医学と健康 シリーズⅠ養生
のススメ, 公開講座「漢方でより健康に」，静岡,
掛川市吉岡彌生記念館, 2009. 9. 5（SAT）
10）佐藤 弘：第5回音無川漢方研究会,「漢方医
学の基礎知識─症状・症候から診る漢方治療─」
─上腹部症状（胃もたれ・食欲不振・上腹部の痛み・
胸焼けなど）―, 東京, 東京女子医科大学東医療
センター , 2009. 12. 3（THU）
11）吉川 信：東洋医学と健康 シリーズⅡ漢
方と鍼灸～東洋医学の治療～ , 公開講座「漢方
でより健康に」
，静岡, 掛川市吉岡彌生記念館,
2009. 9. 5（SAT）
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