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会津医療センター 漢方医学講座 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Suzuki M, Muro S, Fukui M, Ishizaki N, Sato S, Shiota T, Endo K, Suzuki T, Mitsuma T, Mishima M, Hirai T. 
Effects of acupuncture on nutritional state of patients with stable chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD): re-analysis of COPD acupuncture trial, a randomized controlled trial. BMC Complementary and 
Alternative Medicine. 201810; 18(1):287. 
 
鈴木雅雄. 【あはきの臨床家、教育者、研究者による「私の学び方伝え方」】 (No.29)「先生の今後のためにと思

って病名をお伝えしました」. 医道の日本. 201809; 77(9):119-121. 
 
鈴木雅雄. 【鍼灸研究の最前線】 はり師・きゅう師が現場で実践する臨床研究こそが重要！！ 鍼灸Osaka. 
201803; 33(4):511-517. 
 
坪 敏仁, 山口哲生, 三潴忠道, 宇仁田明奈, 古田大河, 鈴木雅雄, 上野孝治, 鈴木朋子, 秋葉秀一郎, 佐
橋佳郎, 小宮ひろみ. 烏頭剤を使用した関節痛・全身倦怠感を伴ったサルコイドーシス症例. 日本東洋医学雑誌. 
201807; 69(3):239-245. 
 
〔その他〕 
 
坂田幸治, 佐橋佳郎, 飛奈良治, 針ヶ谷哲生, 秋葉哲生, 金 成俊. “生薬の品質とは？” 薬剤師が語る

“生薬の品質とは？”. 漢方の臨床. 201803; 65(3):281-297. 
 
萬谷直樹, 佐橋佳郎, 岡 洋志. 芍薬の酸味は幻か～抗痙攣作用と収斂作用～. 日本東洋医学雑誌. 201801; 
69(1):52-56. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
宇仁田明奈, 鈴木雅雄, 古田大河, 村橋昌樹, 三潴忠道, 竹重俊幸. 担癌患者に対する鍼灸治療の実施状況と

症状評価について. 第67回全日本鍼灸学会学術大会; 20180602-03; 大阪. 
 
中村沙樹, 加用拓己, 平川恵麗. 鍼灸と患者教育の併用で減薬が可能となったRestless legs症候群. 第67回全

日本鍼灸学会学術大会; 20180602-03; 大阪. 
 
村橋昌樹, 鈴木雅雄, 古田大河, 宇仁田明奈, 鈴木朋子, 三潴忠道. 大学病院における鍼灸外来患者の実態調

査. 第67回全日本鍼灸学会学術大会; 20180602-03; 大阪. 
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上野孝治, 鈴木啓二, 宗像源之, 酒井一吉, 鈴木朋子, 佐橋佳郎, 坪 敏仁, 三潴忠道. 長期間の大青龍湯証

が疑われた高齢者不明熱の一例. 第69回日本東洋医学会学術総会; 20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑誌. 69(別
冊):274. 
 
坪 敏仁, 上野孝治, 鈴木朋子, 小宮ひろみ, 三潴忠道. 烏頭使用例の解析. 第69回日本東洋医学会学術総会; 
20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑誌. 69(別冊):323. 
 
鈴木朋子, 鈴木雅雄, 齋藤拓朗, 佐橋佳郎, 齋藤龍史, 古田大河, 宇仁田明奈, 秋葉秀一郎, 三潴忠道. 補
中治湿湯および鍼灸治療によってコントロールし得た難治性腹水の一例. 第69回日本東洋医学会学術総会; 
20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑誌. 69(別冊):379. 
 
鈴木雅雄, 宇仁田明奈, 村橋昌樹, 加用拓己, 齋藤龍史, 鈴木朋子, 三潴忠道. 血液内科病棟における鍼灸治

療について. 第13回会津血液研究会; 20180627; 会津若松. 
 
松浦知史, 鈴木雅雄, 加用拓己, 宇仁田明奈, 村橋昌樹, 牧 匠, 澁川悟朗, 三潴忠道. 膵癌患者の全身倦怠

感と食思不振に対する鍼治療の1例. 全日本鍼灸学会東北支部第35回学術集会; 20180701; 仙台. 
 
村橋昌樹, 鈴木雅雄, 宇仁田明奈, 加用拓己, 鈴木朋子, 宗像源之, 三潴忠道, 鈴木啓二. Guillain-Barre 
Syndromeによる下肢疼痛に対して鍼灸治療が奏効した一症例. 全日本鍼灸学会東北支部第35回学術集会; 
20180701; 仙台. 
 
鈴木雅雄. 紹介状について. 福島県鍼灸師会平成30年度夏季学術講習会; 20180729; 会津若松. 
 
鈴木雅雄. 新人研修・臨床推論の実際～めまいの見方と鍼灸治療～. 神奈川県鍼灸師会平成30年度第2回学術講

習会; 20180902; 横浜. 
 
上野孝治, 鈴木啓二, 酒井一吉, 宗像源之, 鈴木朋子, 三潴忠道. リウマチ性多発筋痛症に対する漢方単独治

療の一例. 第34回日本東洋医学会東北支部学術総会; 20181021; 秋田. 
 
齋藤龍史, 鈴木朋子, 三潴忠道. 太陽病の遷延：長期に亘る原因不明の弛張熱に桂麻各半湯と桂枝二麻黄一湯が

著効した一例. 第34回日本東洋医学会東北支部学術総会; 20181021; 秋田. 
 
〔シンポジウム〕 
 
三潴忠道. 地域・自治体の健康政策に対する鍼灸の役割とエビデンスの構築について 地方行政における健康政策

に鍼灸師が役立つにはどうすべきか. 第67回全日本鍼灸学会学術大会; 20180602-03; 大阪. 
 
鈴木雅雄. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の診療に必要な知識 COPDに対する鍼治療について. 第67回全日本鍼灸

学会学術大会; 20180602-03; 大阪. 
 
小田口浩, 新井 信, 嶋田 豊, 並木隆雄, 花輪壽彦, 三潴忠道, 村松慎一. 漢方診察（四診）について議論

しよう. 第69回日本東洋医学会学術総会; 20180608-10; 大阪. 
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鈴木雅雄, 宇仁田明奈, 村橋昌樹, 古田大河, 三潴忠道. 病院医療における鍼灸－鍼灸で病院はこう変わる－ 
会津医療センターにおける鍼灸について. 第69回日本東洋医学会学術総会; 20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑

誌. 69(別冊):152. 
 
中沢良平, 三潴忠道, 永山隆造. 東北の未来の鍼灸師に期待すること. 全日本鍼灸学会東北支部第35回学術集

会; 20180701; 仙台. 
 
〔特別講演〕 
 
三潴忠道. 処方運用の実際－合病と併病を中心に. 日本東洋医学会・専門医制度委員会主催学術講演会; 20180422; 
東京. 
 
三潴忠道. 急性期における漢方治療の経験. 第43回千葉東洋医学シンポジウム; 20180310; 千葉. 
 
三潴忠道. 方剤運用の実際. 第12回日本東洋医学会九州地区専門医制度教育講演会; 20180916; 福岡. 
 
〔その他〕 
 
鈴木雅雄. プライマリ・ケアにおける疫学①. 第9回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会; 20180616; 津. 
 
鈴木雅雄. 第21回臨床研究デザイン道場 日野原賞受賞演題から学ぶ研究デザイン作成のコツ！ 第9回日本プ

ライマリ・ケア連合学会学術大会; 20180617; 津. 
 
三潴忠道. 老化に伴う諸疾患における八味丸の効能と限界. 第16回日本漢方臨床医会漢方家庭医講習会; 
20180729; 東京. 
 
鈴木雅雄. 認定A講座. 全日本鍼灸学会東北支部認定講座; 20180930; 盛岡. 
 
 
 

会津医療センター 循環器内科学講座 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
角田三郎, 池田翔平, 星野弘尊, 助川真純, 鈴木 学, 玉川和亮, 鶴谷善夫, 大田雅嗣. 高齢者びまん性大細

胞型B細胞リンパ腫患者に対するアントラサイクリンの意義. 血液内科. 201809; 77(3):413-418. 
 

研究発表等 
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