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研究発表等 

〔研究発表〕 
 
上野孝治, 鈴木啓二, 宗像源之, 酒井一吉. 総合内科で経験した抗好中球細胞質抗体(ANCA)陽性症例の検討. 
第116回日本内科学会総会・講演会; 20190427; 名古屋. 
 
上野孝治, 宗像源之, 酒井一吉, 鈴木啓二. 成人スティル病の境界領域における漢方の可能性. 第70回日本東

洋医学会総会; 20190629; 東京. 
 
 
 

会津医療センター 漢方医学講座 
 

論  文 

〔原 著〕 
 
Yamaji T, Yamashita A, Wakui H, Azushima K, Uneda K, Fujikawa Y, Haku S, Kobayashi R, Ohki K, 
Haruhara K, Kinguchi S, Ishii T, Yamada T, Urate S, Suzuki T, Abe E, Tanaka S, Kamimura D, Ishigami T, 
Toya Y, Takahashi H, Tamura K. Angiotensin II type 1 receptor-associated protein deficiency attenuates 
sirtuin1 expression in an immortalised human renal proximal tubule cell line. Scientific Reports. 201911; 
9(1):16550. 
 
畝田一司, 長谷川浩司, 三潴忠道. 日常診療における漢方医学的アプローチ(No.1) フレイル 高血圧、糖尿

病、CKDを例に. Clinic Magazine. 201911; 46(11):20-26. 
 
鈴木雅雄. 鍼灸の‘心’と‘技’がEBMの先にあるもの. 全日本鍼灸学会雑誌. 201902; 69(1):1. 
 
Tamura K, Uneda K, Kobayashi R, Azushima K, Ohsawa M, Masuda S, Haku S, Ohki K, Haruhara K, 
Kinguchi S, Yamaji T, Yamada T, Yamashita A, Wakui H. Functional Role of ATRAP, a Novel Receptor 
Binding Protein, in the Regulation of Renal Sodium Handling and Blood Pressure. 日本海水学会誌. 201904; 
73(2):54-58. 
 
坪 敏仁, 上野孝治, 鈴木朋子, 秋葉秀一郎, 佐橋佳郎, 小宮ひろみ, 三潴忠道. 福島県立医科大学会津医療

センターにおける烏頭含有方剤使用例の解析. 日本東洋医学雑誌. 201910; 70(4):324-332. 
 
〔総説等〕 
 
三潴忠道. 生薬の組み合わせはどのように決めるのか. HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY. 201912; 
26(4):25-29. 
 
小宮ひろみ, 三潴忠道. 働く女性の更年期と漢方. Progress in Medicine. 201911; 39(11):1125-1128. 
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斎藤拓朗, 添田暢俊, 押部郁朗, 樋口光徳, 町野 翔, 三潴忠道. 腹部救急領域の救急疾患に対する漢方治療. 
漢方と最新治療. 201905; 218(2):165-172. 
 
〔症例報告〕 
 
添田 周, 小宮ひろみ, 三潴忠道, 藤森敬也. 難治性尖圭コンジローマに漢方薬が有効であったアラジール症候

群の1例. 産婦人科漢方研究のあゆみ. 201905; 36:90-93. 
 
坪 敏仁, 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, 小宮ひろみ, 佐橋佳郎, 
三潴忠道. 桂枝去芍薬加皂莢湯を用いた湯液治療と鍼治療が有用であったびまん性汎細気管支炎の1症例. 日本東

洋医学雑誌. 201904; 70(2):99-105. 
 
鈴木朋子, 伊関千書, 佐橋佳郎, 三潴忠道. 白朮附子湯が奏効した一症例. 日本東洋医学雑誌. 201904; 
70(2):130-135. 
 
土倉潤一郎, 徳丸佳代, 村井政史, 矢野博美, 犬塚 央, 貝沼茂三郎, 田原英一, 三潴忠道. 赤丸料により減

少したコントロール不良な癌性腹水の一例. 日本東洋医学雑誌. 201904; 70(2):136-140. 
 
〔研究報告書〕 
 
Kinguchi S, Wakui H, Azushima K, Haruhara K, Koguchi T, Ohki K, Uneda K, Matsuda M, Haku S, Yamaji 
T, Yamada T, Kobayashi R, Minegishi S, Ishigami T, Yamashita A, Fujikawa T, Tamura K. Effects of ATRAP 
in Renal Proximal Tubules on Angiotensin-Dependent Hypertension. Journal of the American Heart 
Association. 201904; 8(8):e012395. 
 
Azushima K, Uneda K, Wakui H, Ohki K, Haruhara K, Kobayashi R, Haku S, Kinguchi S, Yamaji T, 
Minegishi S, Ishigami T, Yamashita A, Tamura K. Effects of rikkunshito on renal fibrosis and inflammation in 
angiotensin II-infused mice. Scientific Reports. 201904; 9(1):6201. 
 
〔その他〕 
 
三潴忠道. 【プラタナス】「手当」の大切さ. 日本医事新報. 201904; 4955:3. 
 

研究発表等 

〔研究発表〕 
 
鈴木朋子, 齋藤美和子, 三潴忠道, 棟方 充, 新妻一直. 漢方薬による薬剤性肺障害の検討. 第116回日本内科

学会講演会; 20190428; 名古屋. 日本内科雑誌. 108(Suppl.):273. 
 
金子聡一郎, 堀部 豪, 菊池友和, 木津正義, 鈴木雅雄, 南波利宗, 藤田洋輔, 八重樫寛子. 鍼灸臨床研究ト

レーニング 第3の因子（交絡）を考えよう～それって本当に鍼の効果？～. 第68回全日本鍼灸学会学術大会; 
20190510; 名古屋. 
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金岡知彦, 大上尚仁, 平塚梨奈, 春原須美玲, 角田剛一朗, 花岡正哲, 金口 翔, 大城光二, 畝田一司, 小
林 竜, 涌井広道, 戸谷義幸, 田村功一. 横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科における入院患者データベー

ス構築の取り組み. 第8回日本高血圧学会臨床高血圧フォーラム; 20190511; 久留米. プログラム・抄録集. 175. 
 
竹之内陽子, 大城光二, 大上尚仁, 平塚梨奈, 春原須美玲, 花岡正哲, 小林 竜, 畝田一司, 金岡知彦, 涌
井広道, 戸谷義幸, 田村功一. 迅速ATCH負荷試験により診断に至った原発性アルドステロン症の1例. 第8回

日本高血圧学会臨床高血圧フォーラム; 20190511; 久留米. プログラム・抄録集. 179. 
 
鈴木雅雄, 福井基成. COPD患者の退院支援における鍼治療の1症例. 令和元年度公益社団法人全日本鍼灸学会

東北支部第21回学術集会; 20190616; 仙台. 
 
畝田一司, 小豆島健護, 涌井広道, 大城光二, 春原浩太郎, 小林 竜, 金口 翔, 山地孝拡, 浦手進吾, 田
村功一. 漢方薬「六君子湯」による腎保護効果の検討. 第62回日本腎臓医学会学術総会; 20190623; 名古屋. 日本

腎臓学会誌. 61(3):404. 
 
小宮ひろみ, 海老潤子, 中島 大, 中野裕子, 三潴忠道. 併存する陰虚証治療後に標治が奏功した2症例. 第
70回日本東洋医学会学術総会; 20190628-30; 東京. 
 
花岡正哲, 小林 竜, 春原須美玲, 大上尚仁, 平塚梨奈, 大城光二, 畝田一司, 金岡知彦, 涌井広道, 戸谷

義幸, 田村功一. めまいを有する維持血液透析患者に腹膜透析を併用した1例. 第64回日本透析医学会学術集会; 
20190630; 横浜. 日本透析医学会雑誌. 52(Suppl.1):797. 
 
久保堅司, 江口哲也, 秋葉秀一郎, 小林大輔, 三潴忠道, 渡辺 均, 星 佳織, 野田正浩, 五十嵐裕二, 岡
崎圭毅, 永田 修, 信濃卓郎. 土壌の物理性とオタネニンジン生育との関係と資材施用による物理性改善効果の

解析. 第248回日本作物学会講演会; 20190925-26; 鳥取. 要旨集. 8. 
 
金口 翔, 涌井広道, 小豆島健護, 春原浩太郎, 高口知之, 大城光二, 畝田一司, 白 善雅, 山地孝拡, 山
田貴之, 小林 竜, 石上友章, 山下暁朗, 藤川哲也, 田村功一. 腎近位尿細管AT1受容体結合因子がアンジオ

テンシン依存症高血圧に及ぼす影響. 第42回日本高血圧学会総会; 20191025; 東京. プログラム・抄録集. 200. 
 
齋藤龍史, 秋葉秀一郎, 三潴忠道. 附子湯が奏効した発作性片側頭痛の一例. 第35回日本東洋医学会東北支部学

術総会; 20191027; 山形. 
 
〔シンポジウム〕 
 
小田口浩, 花輪壽彦, 並木隆雄, 嶋田 豊, 村松慎一, 新井 信, 三潴忠道, 柴原直利. 標準化シンポジウム

「漢方診療法の標準化について」. 第70回日本東洋医学会学術総会; 20190628-30; 東京. 
 
高山 真, 安斎圭一, 島 仁, 岩崎 雅, 川村 強, 片寄 大, 中永士師明, 中村東一郎, 三潴忠道. 漢方

医学教育の現状と課題 東北の漢方教育の現状. 第70回日本東洋医学会学術総会; 20190628-30; 東京. 日本東洋

医学雑誌. 70(別冊):83. 
 
〔特別講演〕 
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鈴木雅雄. 鍼灸治療と息切れについて. 日本東洋医学会 関西支部 三県合同教育講演会; 20190203; 大阪. 
 
三潴忠道. 大学施設の漢方と図書分類. 第35回福島県医療機関図書室協議会定例会; 20190621; 会津若松. 会報き

びたき. 29:3-6. 
 
鈴木雅雄. はじめての鍼灸の体験. 2019年度日本東洋医学会福島県部会; 20190721; 郡山. 
 
三潴忠道. 腹診を考える 腹診の解説と実技演習. 2019年度日本東洋医学会福島県部会; 20190721; 郡山. 
 
三潴忠道. 漢方医学教育を取り巻く現状と福島医大における試み. 第27回日本東洋医学会関東甲信越支部新潟県

部会総会・講演会; 20190922; 新潟. 講演要旨集. 16-17. 
 
加用拓己. 緩和ケアにおける鍼灸治療の果たす役割. 全日本鍼灸学会東北支部認定講座; 20190929; 盛岡. 
 
三潴忠道. 漢方を取り巻く状況と卒前教育への取組. 第45回日本東洋医学会九州支部学術集会; 20191117; 佐賀. 
 
〔その他〕 
 
三潴忠道. 腹痛と下痢の漢方. 平成30年度福島県立医科大学東洋医学研究会ふくしま東洋医学交流会⑤; 
20190123; 福島. 
 
三潴忠道. 倦怠感に対する漢方. 平成30年度福島県立医科大学東洋医学研究会ふくしま東洋医学交流会⑥; 
20190327; 福島. 
 
三潴忠道. 腹痛と下痢の漢方②. 令和元年度福島県立医科大学東洋医学研究会 ふくしま東洋医学交流会①; 
20190522; 福島. 
 
三潴忠道. 不定愁訴の漢方. 令和元年度福島県立医科大学東洋医学研究会 ふくしま東洋医学交流会②; 20190724; 
福島. 
 
鈴木雅雄. COPD・呼吸器の鍼灸治療. 福島県鍼灸師会 サマーセミナー; 20190726; 会津若松. 
 
鈴木雅雄. 本当に楽しい鍼灸と中医学 病院鍼灸だからこそ必要な医学. TCMA夏大会2019; 20190811; 東京. 
 
鈴木雅雄. 鍼灸治療と呼吸リハビリテーション. 第15回呼吸リハビリテーション講習会; 20190824; 大阪. 
 
三潴忠道. 腹診実技. 令和元年度福島県立医科大学東洋医学研究会 ふくしま東洋医学交流会③; 20190925; 福島. 
 
三潴忠道. 診察の実際 腹診実習を中心に. 千葉大学東洋医学研究会 令和元年度自由講座; 20191017; 柏. 
 
鈴木雅雄, 加用拓己. はりで生活の張りをもたせる ～養生方の秘訣教えます～. 桧枝岐村健康支援; 20191017; 
桧枝岐村. 
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三潴忠道. 女性のための漢方. 令和元年度福島県立医科大学東洋医学研究会 ふくしま東洋医学交流会④; 
20191127; 福島. 
 
 
 

会津医療センター 循環器内科学講座 
 

研究発表等 

〔研究発表〕 
 
阿部有司, 宮下知優, 安藤武文, 山田善康, 小倉康志, 北條真利, 星野弘尊, 玉川和亮, 鶴谷善夫. クライオ

バルーンによる心房細動アブレーション時の非肺静脈起源心房細動症例についての検討. 日本不整脈心電学会カテ

ーテルアブレーション関連秋季大会2019; 20191108; 金沢. 
 
〔特別講演〕 
 
鶴谷善夫. 糖尿病合併の心不全治療について. AIZU Diabetes & Cardiology Web講演会～糖尿病合併症を考える

～; 20191121; 会津若松（Web配信）. 
 
〔その他〕 
 
鶴谷善夫. 心房細動アブレーション～当院の治療の現状について～. 会津医学会 Stroke Network Meeting 2019; 
20191010; 会津若松. 
 
鶴谷善夫. 心房細動を知って、健康長寿を目指しましょう！ 福島県民健康セミナー; 20191124; 会津若松. 
 
 
 

会津医療センター 血液内科学講座 
 

論  文 

〔総説等〕 
 
大田雅嗣. 高齢者の貧血の特徴とその治療. 血液内科. 201909; 79(3):327-332. 
 
大田雅嗣. 高齢者白血病治療の問題点. 内科. 201910; 124(4):2137-2141. 
 
鈴木 学, 池田翔平, 助川真純, 角田三郎, 大田雅嗣. ベンダムスチン・リツキシマブ療法を受けた低悪性度

NHLまたはMCL患者に発現した皮膚反応の危険因子の検討. 福島医学雑誌. 201912; 69(3):244. 
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