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は、他科からの紹介患者が半数以上を占めます。
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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中澤 光弘（3月退職）
鈴木 真理
古賀 義久
奥野和歌子（3月退職）
寺澤 宏美（4月より）
本澤 慎也（4月より）
白壁 広光（4月より）
津﨑 正法（4月より）

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います。
埼玉医科大学東洋医学センターは、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おります。
◇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

◇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。今年は、
医学部と保健医療学部の学生を対象とした、漢方
と鍼灸の夏季プログラムも開始しました。
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。今年は、産婦人科の医師への漢方の講義等も
行いました。
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。
◇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、神経内科、産婦人科などと
の連携で、脳血管障害患者の漢方医学的な証の検
討、子宮筋腫等を持ったハイリスク患者への漢方
の有用性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
2010 年 10 月に、大宮ソニックシティにおきま
して、（社）日本東洋医学会 第 67 回関東甲信越
支部学術総会を主催しました。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
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会などの開催も行っています。
◇論文・著書
1）大野修嗣：脈診入門 第10回 複合脈と相兼
脈漢方と診療 Vol.1 No.1 2010年1月
2）大野修嗣：漢方エキス製剤の服用量 漢方医薬
学雑誌 Vol.18 No.1 2010年1月
3）山口智：運動器の痛み プライマリケア 頸部
の痛み 5.各種手技の概要と適応 c.東洋医学
的アプローチ p22 ～ 23 南江堂（東京） 2010
年4月
4）大野修嗣：脈診入門 第11回   脈の陰陽・形
状変移 漢方と診療 Vol.1 No.2 2010年4月
5）大野修嗣：漢方エキス製剤の副作用 漢方医薬
学雑誌 Vol.18 No.2 2010年4月
6）磯部秀之：湯液（漢方）と鍼灸の併用療法の意
義   全日本鍼灸学会雑誌 p134 ～ 147 60巻2
号 2010年5月
7）山口智：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─ 全日
本鍼灸学会雑誌 p121 ～ 133 60巻2号 2010
年5月
8）大野修嗣：脈診入門 第12回 脈と症候の順逆
捨脈従証・捨証従脈 漢方と診療 Vol.1 No.3
2010年8月
9）小川卓良、金井正博、黒川胤臣、福田文彦、
真柄俊一、山口智、小内愛、中村辰三：がん
と鍼灸（3） 全日本鍼灸学会雑誌 p693 ～ 706   
60巻4号 2010年8月
10）大野修嗣：漢方エキス製剤の併用・相互作用
漢方医薬学雑誌 Vol.18 No.3 2010年9月
11）菊池友和、瀬戸幹人、山口智、小俣浩、中澤
光弘、磯部秀之、大野修嗣、三村俊英、北川
秀樹、高橋啓介：鍼通電刺激が僧帽筋血流量
に及ぼす影響─⁹⁹mTc₀₄‒クリアランス法によ
る検討─ 日本東洋医学雑誌 p834 ～ 839
61巻6号 2010年9月
12）小俣浩：特集・糖尿病と鍼灸治療─糖尿病患
者への鍼灸治療の可能性─ 医道の日本
p48 ～ 57 69巻10号 2010年10月
13）大野修嗣：脈診入門 第13回：脈診に親しも
う 漢方と診療 Vol.1 No.4 2010年11月
14）鈴木真理、山口 智、五十嵐久佳、小俣 浩、
菊池友和、田中晃一、磯部秀之、大野修嗣、
三村俊英、君嶋眞理子：VDT作業者に対する
鍼治療効果（1）─頸・肩こり、眼疲労に及ぼす
影響─ 全日本鍼灸学会雑誌 p829 ～ 836
60巻5号 2010年11月
15）大野修嗣：漢方エキス製剤の妊婦・産婦・授
乳婦への投与 漢方医薬学雑誌 Vol.18 No.4

2010年12月
16）小俣浩（阿岸鉄三編著）：維持透析患者の補完
代替医療ガイド・第3部4（鍼灸療法）5（手技療
法） p121-142 医歯薬出版
（東京）2010年12月
◇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）山口智：新しい腰痛の概念と鍼灸治療 埼玉
鍼灸学会認定研修C講座（埼玉） 2010年6月
2）小俣浩：シンポジウム1 統合医療とは─統合
医療確立にむけた我々の取り組み─ 第59回
（社）全日本鍼灸学会学術大会
（大阪） 2010年6
月
3）磯部秀之：漢方と鍼灸の併用療法 第二部
アジアにおける伝統医学の展望 第105回臨
床漢方薬理研究会大会（京都） 2010年9月
4）小俣浩：ワークショップ 自律神経治療におけ
る東洋医学の成果─消化機能と鍼灸治療─唾
液分泌異常（Dry mouth）に対する鍼灸治療─
第63回日本自律神経学会総会（横浜）2010年
10月
5）磯部秀之：市民公開講座 あなたの健康管理
をからだに優しい“東洋医学”で ─漢方─
（社）日本東洋医学会 第67回関東甲信越支部
学術総会（大宮） 2010年10月
6）山口智：市民公開講座 あなたの健康管理
をからだに優しい“東洋医学”で ─鍼灸─
（社）日本東洋医学会 第67回関東甲信越支部
学術総会（大宮） 2010年10月
7）新井千枝子：シンポジウム 末梢性顔面神経
麻痺とその後遺症に対する鍼灸治療 現代医
療鍼灸臨床研究会 2010年11月
◇学会発表
1）小俣浩：顔面部、頭頚肩部鍼刺激による涙液・
唾液分泌反応 第19回（社）日本東洋医学会・
関東甲信越支部・埼玉県部会（大宮） 2010年2
月
2）H i r o s h i O m a t a ， S a t o r u Y a m a g u c h i ，
Toshihide Mimura，Shuji Suzuki：Effect of
acupuncture for peripheral arterial diseases   
第35回 日本微小循環学会総会（大宮） 2010年
2月
3）Tomokazu Kikuchi，Mikito Seto，Satoru
Yamaguchi，Hiroshi Omata，Keisuke
Takahashi，Toshihide Mimura：Effect of
electro-acupuncture stimulation on blood flow
in Trapezius muscle 第35回 日本微小循環学
会総会（大宮） 2010年2月
4）Kikuchi T，Yamaguchi S，Omata H，
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Mimura T，Nakazawa M，Isobe H，
Takahashi K：Effects of individualized
acupuncture on the quality of the life of
patients with chronic non-specific low back
pain International Society for the Study of
the Lumbar Spine April 2010
5）小俣浩、山口智、磯部秀之、大野修嗣、三村
俊英、土肥 豊：維持透析患者に対する鍼治
療効果（第5報）─全身性掻痒症に対する影響─   
第75回日本温泉気候物理医学会総会・学術集
会（栃木） 2010年6月
6）磯部秀之、磯部八郎、小俣浩、山口智、大野
修嗣：線維筋痛症に漢方治療が有用であった1
例 第61回（社）日本東洋医学会学術大会（名古
屋） 2010年6月
7）山口智、小俣浩、菊池友和、田中晃一、鈴木
真理、磯部秀之、石井弘子、大野修嗣：前兆
のある片頭痛に対する鍼治療効果 第61回
（社）日本東洋医学会学術大会（名古屋） 2010
年6月
8）新井千枝子、山口智、小俣浩、阿部洋二郎、
浅香隆、菊池友和、中澤光弘、田中晃一、小
内愛、鈴木真理、磯部秀之、石井弘子、大野
修嗣：顔面神経麻痺患者の鍼治療効果につい
て（第2報）─背景因子による治療効果の分析
─ 第61回（社）日本東洋医学会学術大会（名古
屋） 2010年6月
9）菊池友和、山口智、小俣浩、田中晃一、鈴木
真理、石井弘子、磯部秀之、大野修嗣：薬物
乱用頭痛に対する鍼治療効果 第61回（社）日
本東洋医学会学術大会（名古屋） 2010年6月
10）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、磯部秀之、石井弘子、大野修嗣：医科
大学病院における鍼灸治療の有用性について
─症状別鍼治療効果の比較─ 第61回（社）日
本東洋学会学術大会（名古屋） 2010年 6月
11）小内愛、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：肝細胞癌患者の
愁訴に対して鍼治療が有効であった1症例
第61回（社）日本東洋医学会学術大会（名古屋）   
2010年6月
12）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：慢性機能性頭
痛に対する鍼治療効果（第2報）─片頭痛の発作
予防に関する検討─ 第61回（社）日本東洋医
学会学術大会（名古屋） 2010年6月
13）奥野和歌子、小俣浩、山口智、田口眞寿美、

磯部秀之：原発不明癌で平滑筋肉腫の多発骨
転移に対する鍼治療の一症例 第61回（社）日
本東洋医学会学術大会（名古屋） 2010年6月
14）小俣浩、山口智、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、鈴木洋通：維持透析患者の鍼治療（第3報）
─末梢循環障害に対する鍼通電療法─ 第59
回（社）全日本鍼灸学会学術大会（大阪） 2010
年6月
15）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、大野修嗣、三
村俊英、土肥豊：顔面神経麻痺後遺症患者の
鍼治療効果について（第3報） 第59回（社）全日
本鍼灸学会学術大会（大阪） 2010年6月
16）菊池友和、山口智、小俣浩、新井千枝子、阿
部洋二郎、浅香隆、田中晃一、鈴木真理、磯
部秀之、三村俊英、北川秀樹、土肥豊：片頭
痛に対する鍼治療効果─薬物療法が不適応な
症例の検討─ 第59回（社）全日本鍼灸学会学
術大会（大阪） 2010 年6月
17）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、奥野
和歌子、磯部秀之、大野修嗣、三村俊英、土
肥豊：当センターにおける変形性膝関節症に
対する鍼治療効果─自覚症状と圧痛・筋緊張
の関連性について─ 第59回（社）全日本鍼灸
学会学術大会（大阪） 2010年6月
18）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、大野修嗣、三村俊英、土肥豊：当セン
ターの癌患者に対する鍼灸治療の実態と治療
効果（第3報）─癌性疼痛の原因別による鍼治療
効果─ 第59回（社）全日本鍼灸学会学術大会
（大阪） 2010年6月
19）鈴木真理、山口智、小俣浩、菊池友和、田中
晃一、磯部秀之、大野修嗣、三村俊英、土肥   
豊、君嶋眞理子：慢性片頭痛に対する鍼治
療効果 第59回（社）全日本鍼灸学会（大阪）
2010年6月
20）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、 磯 部 秀 之、
大 野 修 嗣、 三 村 俊 英、 高 橋 啓 介、 土 肥 豊：
非 特 異 的 腰 痛 患 者 の 鍼 治 療 効 果（第4報 ）─
JOABPEQを用いた検討─ 第59回（社）全日
本鍼灸学会学術大会（大阪） 2010年6月
21）山口智、小俣浩、菊池友和、鈴木真理、田中
晃一、荒木信夫：片頭痛に対する鍼治療効果
─特に慢性片頭痛患者の検討─ 第28回日本
神経治療学会 2010年7月
22）菊池友和、山口智、小俣浩、田中晃一、鈴木
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真理、荒木信夫：片頭痛に対する鍼治療効果
─薬物療法が不適応な症例の検討─ 第28回
日本神経治療学会総会（横浜）2010年7月
23）田口眞寿美、磯部秀之、小俣浩、三村俊英：
温清飲と桂枝茯苓丸で寛解維持できている潰
瘍性大腸炎の一例 （社）日本東洋医学会 第67
回関東甲信越支部学術総会（大宮） 2010年10
月
24）寺澤宏美、
小俣浩、
山口智、
磯部秀之、
三村俊英：
非定型的な三叉神経痛を疑われた術後性上顎
洞嚢胞の一症例 （社）日本東洋医学会 第67回
関東甲信越支部学術総会（大宮） 2010年10月
25）津﨑正法、平林多津司、小俣浩、山口智、磯
部秀之：所沢秋津診療所附属鍼灸院における
鍼灸治療患者の実態分析 （社）日本東洋医学
会 第67回関東甲信越支部学術総会（大宮）
2010年10月
26）岩田妙子、磯部秀之、田口眞寿美、関谷剛、
滝沢健司、磯部八郎、石井弘子、大野修嗣、
小俣浩、山口智、三村俊英：東洋医学センター
通院患者における漢方内服の実態調査─質問
調査票を用いて─ （社）日本東洋医学会 第67
回関東甲信越支部学術総会（大宮） 2010年10
月
27）遠藤腎弥、河原保裕、高橋清人、小俣浩、山
（社）埼玉県鍼灸師会における療養費払
口智：
いの現状（社）日本東洋医学会 第67回関東甲信
越支部学術総会（大宮） 2010年10月
28）菊池友和、
山口智、
小俣浩、
田村直俊、
荒木信夫：
緊張型頭痛に対する鍼治療効果 第63回日本
自律神経学会（横浜） 2010年10月
29）本澤慎也、山口智、小俣浩、菊池友和、小内
愛、磯部秀之、三村俊英：Baker嚢腫に対し
て鍼治療が有効であった1症例 第29回（社）全
日本鍼灸学会 関東甲信越支部学術集会（千葉）   
2010年11月
30）白壁広光、
山口智、
小俣浩、
磯部秀之、
三村英俊：
鍼治療が有効であった大腿骨内顆特発性骨壊
死による膝関節痛の1 症例 第29回（社）全日
本鍼灸学会 関東甲信越支部学術集会（千葉）
2010年11月
31）山口智、小俣浩、菊池友和、田中晃一、鈴木
真理、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5報）─前兆のある片
頭痛患者の検討─ 第38回日本頭痛学会総会
（東京） 2010年11月
32）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：片頭
痛に対する鍼治療効果（第4報）─薬物療法が無
効あるいは用いにくい症例の検討─ 第38回

日本頭痛学会総会（東京） 2010年11月
33）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：薬物
乱用頭痛に対する鍼治療効果 第38回日本頭
痛学会総会（東京） 2010年11月
34）伊藤康男、近藤清香、溝井令一、荒木信夫：
頭痛発作時に洞不全症候群を呈した群発頭痛
の1例 第38回日本頭痛学会総会（東京） 2010
年11月
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