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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

◇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 月より改称され、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
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2） * N a k a j i m a M , I n o u e M , I t o i M ： A
Conparison of effectiveness between
acupuncture and local injection for neck pain：
a randomized controlled trial. JSAM（Online）
，2009.（in press）
3） Tsukamoto N, Itoi M, Nishikawa M, Amagai
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茂, 池内隆治, 小田原良誠：Silver Spike Point刺
激がDelayed Oset Muscle Sorenessに及ぼす影
響─上腕二頭筋に作成したDOMSに対する局
所刺激と遠隔部刺激の比較─. 東方医学25（1）：
p49-56, 2009.
12）池内隆治, *鶴浩幸, 角谷和幸：遅発性筋痛の
回 復 過 程 に 及 ぼ すTranscutaneous Electrical
Nerve Stimulationの影響. 東洋医学とペインク
リニック, 2009（印刷中）．
13）角谷和幸, 池内隆治, 小田原良誠, *鶴浩幸, 北
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M, Kitakoji H, Miki T：Impact of convenience
void in a bladder diary with urinary
perception grade to assess overactive bladder
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symptoms：a community-based study.
Neurourol Urodyn（in press）．
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182（5）：2997-3007, 2009.
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（13）：2976-2987, 2009.
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1756-1767, 2009.
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Imai K, Ohkuchi A, Kitakoji H.Acupuncture
for premenstrual dysphoric disorder. Arch
Gynecol Obstet. 280（6）：877-881, 2009.
21）吉元授, 今井賢治, 田口玲奈, 谷口博志, 北小
路博司： 卵巣摘出ラットの自律神経機能に対
する鍼通電刺激の影響─覚醒下における心拍変
動解析および胃機能を指標とした検討─. 自律
神経, 46（1）： 8-18, 2009.
22）今井賢治, 皆川陽一, 大宮周作, 吉元授, 谷口
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灸学会雑誌, 59（2）： 134-135, 2009.
23）吉元授, 田口玲奈, 今井賢治, 北小路博司： 月
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ポイント鍼治療を試みた1症例. 東洋医学, 15
（1）
： 25-30, 2009.
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小路博司, 矢野 忠. 受療者からみた明治国際
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比較試験を用いた検討─．全日本鍼灸学会雑誌，
59（2）
： 116-124, 2009.
30）渡邉勝之, 篠原昭二：鍼灸施術が唾液と尿に
及ぼ影響─唾液アミラーゼ活性および酸化還元
電位と水素イオン濃度を指標として─, 人体科
学, 18（1）
，21-30, 2009.
31）角谷和幸, 篠原昭二, 鶴 浩幸, 北出利勝, 川
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Point 刺 激 がDelayed Onset Muscle Soreness
に及ぼす影響─上腕二頭筋に作成したDOMS
に対する局所刺激と遠隔刺激の比較─. 東方医
学、25（1）
：49─56, 2009.
32）角谷和幸, 池内隆治, 小田原良誠, 鶴 浩幸，
北出利勝：SSP刺激が遅発性筋痛に及ぼす影響
─局所110㎐と足三里, 合谷４㎐の同時刺激に
関する検討─. 慢性疼痛, 28（1）：193─196, 2009.
33）池内隆治, 小田原良誠, 角谷和幸, 鶴 浩幸,
北出利勝：SSP刺激が遅発性筋痛に及ぼす影響
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鶴浩幸, 北出利勝：遅発性筋痛に及ぼすアイシ
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ション研究会, 2：13─22, 2008．
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会, 2：27-32, 2008．
42）越智秀樹：変形性膝関節症に対する鍼灸治療
の症例集積─分類で難渋しそうな３症例の検討
─. 現代鍼灸学, 9（1）：107-115, 2009.
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ニック： 30（2），148-155, 2009.
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