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上野孝治. 異常発汗に対する漢方治療. 第37回会津漢方診療談話会; 20170711; 会津若松. 
 
原 裕樹, 梅田隆志, 齋藤美和子, 鈴木朋子, 棟方 充, 新妻一直, 宗像源之, 酒井一吉, 鈴木啓二. ヘル

ペス脳炎の加療中に診断された多発筋炎の1例. 第212回日本内科学学会東北地方会; 20170909; 盛岡. 
 
坪 敏仁, 上野孝治, 鈴木朋子, 小宮ひろみ, 三潴忠道. 烏頭使用57例の解析. 第33回日本東洋医学会東北

支部学術総会; 20171008; 八戸. 
 
渡邊 類, 宗像源之, 上野孝治, 酒井一吉, 鈴木啓二. 首が回らない. 第2回会津GIM研究会; 20171025; 会
津若松. 
 
〔特別講演〕 
 
鈴木啓二. 福島県の地域医療の現状と課題～明日の地域医療を担うのは君たち. 福島県立学鳳高校スーパーサイエ

ンスハイスクール(SSH)事業（出前講座）; 20170216; 会津若松. 
 
鈴木啓二. 福島県の地域医療を考える. 福島県立学鳳高校（出前講座）;20171222; 会津若松. 
 
 
 
 

会津医療センター 漢方医学講座 
 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
廣田和美, 橋場英二, 大川浩文, 坪 敏仁. Surgical ICU増設の当院における効果. 日本集中治療医学会雑誌. 
201701; 24(1):35-36. 
 
鈴木雅雄. 成人喘息と鍼治療. 臨床針灸. 201711; 32(2):1-8. 
 
〔総説等〕 
 
山岡傳一郎, 伊藤 隆, 浅間宏志, 佐橋佳郎, 三谷和男, 姜 東孝, 安井廣迪, 渡辺 均. 生薬国内生産の現

状と問題. 日本東洋医学雑誌. 201707; 68(3):270-280. 
 
〔症例報告〕 
 
村井政史, 田原英一, 三潴忠道, 本間行彦. アフタ性口内炎に桂枝茯苓丸が奏効した1例. 漢方の臨床. 201701; 
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64(1):105-109. 
 
矢野博美, 溝口孝輔, 後藤雄輔, 吉永 亮, 井上博喜, 村井政史, 岩永 淳, 久保田正樹, 犬塚 央, 田原

英一, 三潴忠道. 飯塚病院 月曜カンファレンス 臨床経験報告会より 『最近の治験・知見・事件！？』パー

ト II 52 珍しい疾患や重篤な病態の漢方治療 クロンクハイト・カナダ症候群. 漢方の臨床. 201708; 64(8):933-
937. 
 
矢野博美, 溝口孝輔, 後藤雄輔, 吉永 亮, 井上博喜, 村井政史, 岩永 淳, 久保田正樹, 犬塚 央, 柳原

延章, 田原英一, 三潴忠道. 飯塚病院 月曜カンファレンス 臨床経験報告会より 『最近の治験・知見・事

件！？』パート II 53 珍しい疾患や重篤な病態の漢方治療2 高齢者の摂食障害. 漢方の臨床. 201709; 
64(9):1051-1055. 
 
鈴木朋子, 齋藤拓朗, 添田暢俊, 金子明代, 伊関千書, 佐橋佳郎, 小宮ひろみ, 鈴木雅雄, 古田大河, 三潴

忠道. 術後腹壁－小腸瘻に対する随証治療を通じ最終的に乙字湯が有効であった1例. 日本東洋医学雑誌. 201704; 
68(2):127-133. 
 
〔研究報告書〕 
 
加藤竜司, 鈴木雅雄, 福田文彦, 加藤 麦, 伊藤和之, 石崎直人. 鍼灸院通院患者の受療状況と満足度に関す

る横断研究. 全日本鍼灸学会雑誌. 201711; 67(4):297-306. 
 
Suzuki M. Effects of Acupuncture to COPD Patients and Its Expected Role. 日本温泉気候物理医学会雑誌. 
201706; 81(1):9. 
 
〔その他〕 
 
鈴木雅雄. COPDの労作時呼吸困難に鍼治療が有効だと示す. Primaria. 201708; 25:16-19. 
 
三潴忠道. 地域医療の中のあはき師の役割. 東洋療法学校協会学会誌. 201702; (40):6-12. 
 
三潴忠道. 慢性疼痛の治療戦略 治療法確立を目指して 漢方製剤. 臨床整形外科. 201706; 52(6):546-549. 
 

著 書・訳 書 

 
秋葉秀一郎. 漢方生薬「黄連」の加工調剤方法の変化に伴うアルカロイド含量への影響. In: 高松 智 監修. 生
薬・薬用植物研究の最新動向. 東京: シーエムシー出版; 201708. p.13-20. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
新妻一直, 小柴静子, 齋藤美和子, 鈴木朋子, 御手洗聡. 超音波を用いたMALDI-TOF MSの迅速な抗酸菌前
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処理法の検討. 第28回日本臨床微生物学会総会・学術集会; 20170120; 長崎. 抄録集. 289. 
 
小野寺啓, 二階堂雄文, 峯村浩之, 鈴木朋子, 新妻一直. 若年発症の肺Langerhans細胞組織球症（肺LCH）

の1例. 第104回呼吸器学会東北地方会; 20170304; 仙台. 
 
峯村浩之, 齋藤美和子, 二階堂雄文, 鈴木朋子, 新妻一直. 間質性陰影の精査から濾胞性リンパ腫と診断され

た１例. 第104回呼吸器学会東北地方会; 20170304; 仙台. 
 
薬師寺直哉, 峯村浩之, 齋藤美和子, 鈴木朋子, 新妻一直. 柴苓湯・柴朴湯による薬剤性肺炎が強く疑われた1
例. 第104回呼吸器学会東北地方会; 20170304; 仙台. 
 
新妻一直, 小柴静子, 齋藤美和子, 鈴木朋子, 御手洗聡, 鹿住裕子. 超音波を用いたMALDI-TOF MSの迅速

な抗酸菌前処理法の検討. 第92回日本結核病学会総会; 20170323; 東京. 結核. 92(2):229. 
 
齋藤美和子, 二階堂雄文, 鈴木朋子, 新妻一直. 肺結核・気管支結核にて治療中、気管支内腫瘤性病変が出現し

た1例. 第92回日本結核病学会総会; 20170323-24; 東京. 結核. 92(2):290. 
 
齋藤美和子, 二階堂雄文, 関根聡子, 鈴木朋子, 棟方 充, 新妻一直. SLEによる胸膜炎から発生し、少量ス

テロイド投与にて消褪を来した胸壁悪性リンパ腫の1例. 第57回日本呼吸器学会学術講演会; 20170421-23; 東京. 
 
関根麻理子, 若杉安希乃, 伊藤雄一, 石毛達也, 川鍋伊晃, 小田口浩, 村松慎一, 並木隆雄, 新井 信, 嶋
田 豊, 柴原直利, 三潴忠道, 花輪壽彦. COI関連 漢方診療標準化プロジェクト（第7報）公開“漢方診察 

手合せ会”参加者の反響. 第68回日本東洋医学会学術総会; 20170602-04; 名古屋. 
 
小田口浩, 関根麻理子, 若杉安希乃, 伊藤雄一, 石毛達也, 川鍋伊晃, 村松慎一, 並木隆雄, 新井 信, 嶋
田 豊, 柴原直利, 三潴忠道, 折笠秀樹, 花輪壽彦. 熟練した漢方専門医の舌診・脈診・腹診平準化. 第68回

日本東洋医学会学術総会; 20170602-04; 名古屋. 
 
小宮ひろみ, 佐藤正隆, 添田 周, 中野裕子, 海老潤子, 北村拓也, 安斎圭一, 鈴木順造, 三潴忠道. 尖圭

コンジローマに桂枝茯苓丸加ヨク苡仁と小柴胡湯の併用が有効であったアラジール症候群の一例. 第68回日本東

洋医学会学術総会; 20170602-04; 名古屋. 
 
坪 敏仁, 古田大河, 鈴木雅雄, 須貝道博, 上野孝治, 鈴木朋子, 佐橋佳郎, 小宮ひろみ, 三潴忠道. 桂枝

去芍薬加そう莢湯を用いた湯液治療と鍼灸治療が有用と思われたび漫性汎気管支炎の1症例. 第68回日本東洋医

学会学術総会; 20170604; 名古屋. 
 
中野裕子, 小宮ひろみ, 安斎圭一, 三潴忠道. 柴胡加竜骨牡蠣湯が著効した2症例の検討. 第68回日本東洋医

学会学術総会; 20170602-04; 名古屋. 
 
峯村浩之, 齋藤美和子, 鈴木朋子, 新妻一直. 発症直後に摘出されたPTP包装カプセルによる気道異物の一例. 
第40回日本呼吸器内視鏡学会学術集会; 20170609-10; 長崎. 気管支学. 39(Suppl.):S346. 
 
宇仁田明奈, 鈴木雅雄, 古田大河, 武田真輝, 鈴木朋子, 三潴忠道. 医療機関病棟での鍼治療における皮膚感

染症の発生状況. 第66回公益社団法人全日本鍼灸学会学術大会; 20170610; 東京. 
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武田真輝, 鈴木雅雄, 古田大河, 宇仁田明奈, 鈴木朋子, 竹重俊幸, 三潴忠道. 緩和ケア病棟における鍼灸治

療の現状について. 第66回公益社団法人全日本鍼灸学会学術大会; 20170610; 東京. 
 
長谷川貴之, 齋藤美和子, 峯村浩之, 鈴木朋子, 新妻一直, 角田三郎, 大田雅嗣. 多発性骨髄腫とSLEに合

併した播種性Mycobacterium avium s症の1例. 第211回日本内科学会東北地方会; 20170617; 仙台. 
 
鈴木雅雄. COPDの鍼灸治療について. 一般社団法人福島県鍼灸師会平成29年度夏季学術講習会; 20170702; 会
津若松. 
 
秋葉秀一郎, 佐橋佳郎, 三潴忠道, 小宮ひろみ, 齋藤龍史, 鈴木朋子, 三潴忠道. 漢方生薬「乾姜」の加工調

剤による辛味成分への影響. 第34回和漢医薬学会学術大会; 20170826-27; 福岡. 
 
梅田隆志, 原 裕樹, 齋藤美和子, 鈴木朋子, 棟方 充, 新妻一直. 高齢発症ループス肺炎の1例. 第105回

日本呼吸器学会東北地方会; 20170909; 盛岡. 
 
原 裕樹, 梅田隆志, 齋藤美和子, 鈴木朋子, 棟方 充, 新妻一直, 宗像源之, 酒井一吉, 鈴木啓二. ヘル

ペス脳炎の加療中に診断された多発筋炎の1例. 第212回日本内科学学会東北地方会; 20170909; 盛岡. 
 
鈴木雅雄. 鍼灸について. 第８回岐阜伝統医学研究会; 20170922; 岐阜. 
 
海老潤子, 中島 大, 小宮ひろみ, 添田 周, 安斎圭一, 三潴忠道. 子宮頸癌術後・全骨盤照射後の下痢・腹

痛に、大建中湯と桂枝加芍薬湯の併用が有効であった一例. 第 33回日本東洋医学会東北支部学術総会; 20171008; 
八戸. 
 
齋藤龍史, 鈴木朋子, 秋葉秀一郎, 佐橋佳郎, 小宮ひろみ, 三潴忠道. 難治性疼痛のコントロールに桂姜棗草

黄辛附湯が奏効した2症例. 第33回日本東洋医学会東北支部学術総会; 20171008; 八戸. 
 
坪 敏仁, 上野孝治, 鈴木朋子, 小宮ひろみ, 三潴忠道. 烏頭使用57例の解析. 第33回日本東洋医学会東北

支部学術総会; 20171008; 八戸. 
 
樋口光徳, 峯村浩之, 鈴木朋子, 齋藤美和子, 新妻一直, 根本鉄太郎, 松井田元, 押部郁朗, 添田暢俊, 齋
藤拓朗. Wine cup stoma法による上区気管支形成にて左肺全摘術を回避し得た左肺扁平上皮癌の1例. 第58回日

本肺癌学会学術集会; 20171014; 横浜. 肺癌. 57(5):410. 
 
村橋昌樹, 鈴木雅雄, 宇仁田明奈, 古田大河, 齋藤龍史, 鈴木朋子, 小川 洋, 三潴忠道. 慢性疼痛化に至っ

た左耳痛に対して鍼灸治療を行い、寛解が得られた一症例. 第 34回(公社)全日本鍼灸学会東北支部学術集会; 
20171015; 仙台. 
 
齋藤美和子, 梅田隆志, 鈴木朋子, 新妻一直. パラインフルエンザウイルス肺炎の2例. 第65回日本感染症学

会東日本地方会学術集会・第64回日本化学療法学会東日本支部総会; 20171031; 東京. 
 
鈴木雅雄. 呼吸器新患治療における東洋医学と西洋医学の融合. 第11回Osaka Respiratory Expert Seminar; 
20171209; 大阪. 
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〔シンポジウム〕 
 
鈴木朋子. これから注目される呼吸器疾患治療方剤 呼吸器疾患における人参湯の役割. 第68回日本東洋医学会

学術総会; 20170602-04; 名古屋. 
 
鈴木雅雄. 鍼灸に関する臨床研究をいかに発展させるべきか－真の医療として、その科学化に向けて－. 第66回

公益社団法人全日本鍼灸学会学術大会; 20170610; 東京. 
 
鈴木雅雄. がんと鍼灸－がん患者に対する鍼灸治療の現状と新たなる展開：がん患者・家族に鍼灸師は何ができる

か－緩和ケアにおける鍼灸治療の果たす役割. 第66回公益社団法人全日本鍼灸学会学術大会; 20170610-11; 東京. 
 
鈴木雅雄. COPD患者に対する鍼治療の効果とその果たす役割. 第82回日本温泉気候物理医学会総会; 20170624; 
余市郡. 
 
小田口浩, 花輪壽彦, 柴原直利, 三潴忠道, 村松慎一, 新井 信, 並木隆雄, 嶋田 豊. 漢方医学的所見の客

観化に向けた取り組み. 第34回和漢医薬学会学術大会; 20170826; 福岡. 
 
〔特別講演〕 
 
鈴木雅雄. 東洋医学の考え方 ～鍼治療って何？～. 医学研究所北野病院第80回研究所セミナー; 20170112; 大
阪. 
 
鈴木雅雄. 鍼灸臨床に必要な身体診察～ベッドサイドにて、この所見が出たら危険！～. 平成28年度全日本鍼灸

学会東北支部A講座; 20170115; 郡山. 
 
三潴忠道. 難治例における漢方診療経験 ～陰陽を基本として～. 一般社団法人日本東洋医学会東海支部専門医学

術講演会; 20170211; 名古屋. 
 
鈴木雅雄. 東洋医学の考え方. 独立行政法人国立病院機構刀根山病院講演会; 20170309; 豊中. 
 
鈴木雅雄. 鍼灸について. 第22回日本東洋医学会青森県部会学術総会; 20170709; 青森. 
 
三潴忠道. 急性期の漢方診療と方剤運用. 第58回広島漢方研究会総会; 20170709; 広島. 
 
鈴木雅雄. 鍼灸治療のメカニズムとEBM. 第21回日本東洋医学会福島県部会総会; 20170723; 福島. 
 
鈴木雅雄. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する鍼治療法. 平成29年度北海道札幌視覚支援学校附属理療研修セン

ター研修講座第1回東洋医学講座; 20170820; 札幌. 
 
鈴木雅雄. 呼吸器症状に対する鍼灸臨床の実際 臨床推論と診察技術、そして鍼灸のエビデンス. 神奈川県鍼灸師

会第3回学術講習会; 20170910; 横浜. 
 
三潴忠道. 漢方医学教育の環境変化と東北からの発信. 第33回日本東洋医学会東北支部学術総会; 20171008; 八
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戸. 
 
鈴木雅雄. 慢性閉塞性呼吸疾患の基礎と鍼灸臨床. 北海道鍼灸専門学校学術講演会; 20171122; 札幌. 
 
鈴木雅雄. COPDの鍼灸治療（地域連携について）. 大阪府鍼灸師会学術講演会; 20171209; 大阪. 
 
〔その他〕 
 
佐橋佳郎. 生薬実習～生薬に親しむひととき. 平成28年度日本東洋医学会専門医制度東北地区教育講演会; 
20170305; 盛岡. 
 
木津正義, 鈴木雅雄. 鍼灸臨床研究トレーニング(SMART) 臨床研究と症例報告、その先に見えるもの. 第66
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