第45回日本東洋心身医学研究会
プログラム

開催日時
平成21年2月21日（土）13：00〜18：30
会
場
星陵会館ホール
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-16-2 TEL:03-3581-5650

第45回会長

伊藤

隆（鹿島労災病院）

共催：日本東洋心身医学研究会

第 45 回日本東洋心身医学研究会

プログラム

◆会期：平成 21 年 2 月 21 日
（土）13:00 〜 18:30
◆会場：星陵会館 ホール（東京都千代田区永田町 2-16-2

TEL:03-3581-5650）

◆内容：テーマ「不眠症」

開会の辞

第 45 回会長

伊藤

隆 ( 鹿島労災病院 )

（ 13：00 〜 13：05 ）

日本東洋心身医学研究会 EBM 作業チーム調査報告

（13：05 〜 13：35 ）

司会

九州大学

機能性ディスペプシア

孝和

千葉大学医学部附属病院 和漢診療科 奥見 裕邦

関節リウマチ

日本大学医学部附属板橋病院 心療内科 村上 正人

気分障害

鹿島労災病院 和漢診療センター

頭痛（片頭痛以外）

千々岩 武陽

産業医科大学 神経内科 (心療内科部門) 知場 奈津子

一般演題Ⅰ （身体性疾患）
座長：芦原

岡

（13：35 〜 14：07 ）

睦 （中部労災病院）

1. 難治性心不全に対する柴苓湯の効果
秋田赤十字病院 循環器科1）、秋田大学医学部 内科学講座 循環器内科学分野 2）

○勝田 光明1）、 照井 元1）、 成田 恵理子1）、 佐藤 輝紀1）
青木 勇1）、 伊藤 宏2）

2. 難治性の月経前緊張症候群（PMS: premenstrual syndrome）
に
当帰 薬散が有効であった 1 例
愛媛県立中央病院 総合診療科 大中 俊宏

3. 血行動態不良症候群が原因と考えられた下肢痛の 1 例
浜松医科大学附属病院 心療内科

○長谷川 拓也、 永田 勝太郎、 喜山 克彦、 広門 靖正
杉岡 哲也、 島田 雅司

4. 乳がん術後の浮腫、痛み、しびれに半夏白朮天麻湯（合五苓散）
が著効した1例
郡上市民病院 心療内科（精神科） 森清 慎一

一般演題Ⅱ （心因性疾患Ⅰ）

（14：07 〜 14：47 ）

座長：山岡 昌之 （九段坂病院）

5. 精神的起因による全身性多汗症に対し、漢方治療が奏効した 1 例
岐阜県総合医療センター 産婦人科

○佐藤 泰昌、小坂井 恵子、柴田 万祐子、小野木 京子
田上 慶子、横山 康宏、山田 新尚

6. 加味帰脾湯が奏功した不眠を伴う口腔乾燥感の 1 例
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科
顎顔面機能再建学講座 顎顔面疾患制御学分野

○ 山口 孝二郎、杉原 一正

7. 歯痛を主訴とした口腔異常感症に加味帰脾湯が有用であった症例
小澤歯科醫院1）
慶應義塾大学医学部 歯科口腔外科2）
慶應義塾大学病院 漢方クリニック3）
いむら診療所4）

○ 小澤 夏生1）、 永井 哲夫2）、 角田 博之2）、 角田 和之2）
石井 弘一3）、 志和池 俊介4）

8. 心に効く甘麦大棗湯の奏功例

パート2
クリニックおもろまち 仁井田 りち

9. 六君子湯と SSRI の併用によって著効した心因性嘔吐の 1 例
九州大学病院 心療内科1）、中部労災病院 心療内科2）
1）

○朝野 泰成 、吉原 一文 1）、芦原

一般演題Ⅲ （心因性疾患Ⅱ）

睦 2）、久保 千春 1）

（14：47 〜 15：19 ）

座長：熊野 宏昭 （東京大学）

10. 当科における抑肝散加陳皮半夏の使用実態 −特にイライラ感に対する効果
中部労災病院 心療内科

○山下

真、芦原

睦

11. 認知症の周辺症状に対する抑肝散の効果
高田厚生病院 心療内科 後藤 大介

12. 抑肝散の抗不安作用に関与する生薬成分の解析
星薬科大学 薬物治療学教室

○宮田 茂雄、大澤 匡弘、亀井 淳三

13. 抑肝散加陳皮半夏合柴胡清肝湯が有効であった耳鳴症例
日野市立病院 耳鼻咽喉科 五島 史行

《休 憩》

（15：19 〜15：30 ）
（15：30 〜15：35 ）

菊池賞授与
会長講演

（15：35 〜 15：50）

座長：中井 吉英 （関西医科大学）

不眠症に対する漢方治療
労働者健康福祉機構 鹿島労災病院
メンタルヘルス・和漢診療センター センター長 伊藤

特別講演

座長：伊藤

隆 （鹿島労災病院）

隆

（15：50 〜 16：20）

日常臨床における睡眠覚醒障害
島根大学医学部 精神医学講座 教授

シンポジウム

堀口

淳

（16：20 〜 17：05）

不眠症における漢方治療 〜各科からの報告〜
座長：久保 千春 （九州大学）
杵渕 彰 （青山杵渕クリニック）

(1)「高齢者の不眠」
（〜老年病科から〜）
蓮村 幸兌 （愛全診療所）
(2)「心療内科における不眠と抑肝散」
（〜心療内科から〜）
鈴木 順 （岩手医科大学 呼吸器・アレルギー・膠原病内科 講師）
(3)「老年期の睡眠障害」
（〜精神科から〜）
新野 秀人（香川大学医学部 精神神経医学講座 准教授）
総合討論

《休 憩》
一般演題Ⅳ（不眠Ⅰ）

（17：05 〜17：21 ）
（17：21 〜 17：53 ）

座長：本郷 道夫 （東北大学）

14. Benzodiazepine 系薬剤で有害事象を認めた高齢者に対する酸棗仁湯の使用経験
2）
日本大学医学部 内科学系統合和漢医薬学分野1）、医療法人山口病院（川越）

○奥平
安藝
濱野
岩原
高井

智之 1）2）、矢久保 修嗣 1）、木下 優子 1）、小泉 久仁弥 1）
竜彦 1）2）、種倉 直道 1）、田中 均 1）、山根 理子 1）
公成 1）、加瀬 幸子 1）、丸山 綾 1）、山口 千枝 1）
千絵 2）、青木 浩義 2）、佐久間 将之 2）、芝 恵美子 2）
良昌 2）、根本 安人 2）、室村 絵里香 2）、若槻 晶子 2）

15. 半夏厚朴湯合人参湯により、腹部症状のみならず、不眠の改善をもみた 2 症例
まなべ内科クリニック1)、久木元医院 2)、志学館大学大学院 3)、鹿児島漢方古典塾※

○真辺

豊1)※、久木元 宏哉 2)※、野添 新一 3)

16. パーキンソン病における睡眠障害に対する 薬甘草湯眠前投与の有用性
医療法人社団豊南会香川井下病院 神経内科1）、同・内科2）

○佐々木 石雄1）、 井下 謙司2）

17. 附子瀉心湯とサフランの併用により不眠を伴う全般性不安障害が軽快した1 例
千葉大学大学院 医学研究院 先端和漢診療学講座 1）、千葉大学 柏の葉診療所 2）
千葉大学 環境健康フィールド科学センター 3）、千葉大学大学院 医学研究院 和漢診療学講座 4）

○久永 明人1）2）、 笠原 裕司1）、 喜多 敏明2）3）
金子 明代2）3）、 寺澤 捷年4）

一般演題 （不眠Ⅱ）

（17：53 〜 18：25 ）

座長：佐々木 大輔 （弘前大学）

18. 柴胡加竜骨牡蛎湯が不眠に著効した顔面外傷後疼痛の 36 歳男性
滋賀医科大学附属病院 ペインクリニック科1）
大阪大学大学院 医学系研究科 漢方医学寄附講座2）
かげやま医院3）

○中西 美保1）2）、 蔭山 充3）、 中井 恭子3）、 福井 弥己郎1）
有光 潤介2）、 西田 愼二2）

19. 桂枝去

薬加蜀漆竜骨牡蛎救逆湯が奏効した2症例
麻生飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科1）、ももち東洋クリニック2）

○中村 佳子1）、犬塚 央1）、田原 英一1）、岩永 淳1）
村井 政史1）、大田 静香1）、畑野 浩幸1）、矢野 博美1）
木村 豪雄1）2）、三潴 忠道1）

20. 双極性うつ病に対する四逆散の処方経験
日本大学医学部付属練馬光が丘病院 精神神経科 1）、医療法人十字会松見病院 精神科 2）
医療法人山口病院 (川越) 3）、日本大学医学部 内科学系統合和漢医薬学分野 4）

○大賀 健太郎 1）、石川 由美子 1）、柏瀬 宏隆 2）、奥平 智之 3）4）

21. 女性前期高齢者の睡眠障害 3 態−72歳 (頻尿と合併: 牛車腎気丸+抑肝散)、
71歳 (便秘と: 通導散+半夏厚朴湯 )、68 歳 (動悸と:炙甘草湯+抑肝散加陳皮半夏他)−
吉峰病院1）、宮野病院2）、寺岡整形外科病院3）

○高口 眞一郎 1）、吉峰 公博 1）、宮野 恭匡 2）、寺岡 俊人 3）

閉会の辞

懇親会

第 45 回会長

伊藤

隆 ( 鹿島労災病院 )

（ 18：25 〜 18：30 ）

（ 18：30 〜 ）

