第46回日本東洋心身医学研究会
プログラム

開催日時
平成22年3月13日（土）13：00〜18：20
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46回会長

本郷

道夫（東北大学病院 総合診療部）

共催：日本東洋心身医学研究会

第 46 回日本東洋心身医学研究会
◆ 会期：平成 22 年 3 月 13 日 ( 土 )

プログラム

13:00 〜 18:20

◆ 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 「脳腸相関」

開会の辞

第 46 回会長

本郷 道夫 （東北大学病院 総合診療部）

日本東洋心身医学研究会 EBM 作業チーム調査報告

（ 13:00 〜 13:05 ）

（ 13:05 〜 13:30 ）

司会

鹿島労災病院

疲労及び慢性疲労症候群

伊藤

隆

鹿島労災病院 和漢診療センター 千々岩 武陽

炎症性腸疾患

千葉大学医学部附属病院 和漢診療科

一般演題Ⅰ （疼痛）

奥見 裕邦

（ 13:30 〜 14:05 ）

座長：村上 正人 （日本大学板橋病院）

1．補剤により食欲昂進が起き、鎮痛に有効であった線維筋痛症(FMS)の 1 例
日本薬科大学 統合医療教育センター 1）、湯河原厚生年金病院 2）

○永田 勝太郎1）2）、 原

優子1）、 島田 雅司1）、 長谷川 拓也1）、 堀

祐輔1）

城戸 克己1）、 青山 幸生2）、 廣門 靖正2）、 大槻 千佳1）

2．非定型顔面痛（心身症）患者への治療者の主観の変化から検証した漢方処方の推移
北見赤十字病院 ペインクリニック・心療内科 大森 英哉

3．背痛症への柴胡加竜骨牡蛎湯（煎）
の投与（後に心理的側面が明らかになったもの）
磯島クリニック

磯島

玄

4．原因不明の頭皮痛に加味逍遙散が有効であった1例
大阪大学大学院医学系研究科 漢方医学寄附講座 1）
有光会サトウ病院 2）、かげやま医院 3）

○中西 美保1）2）、 蔭山

充3）、 中井 恭子3）、 志馬 千佳3）、 有光 潤介1）

大塚 静英1）、 井上 隆弥1）、 岸田 友紀1）、 西田 愼二1）

5．慢性会陰部痛に対し滋陰降火湯と六味丸の併用が有効であった 1 症例の経験
大阪大学医学系研究科 漢方医学寄附講座 1）
大阪大学医学系研究科 麻酔集中治療医学講座 2）

○井上 隆弥1）2）、岸田 友紀1）、有光 潤介1）、大塚 静英1）
中西 美保1）、西田 愼二1）

一般演題Ⅱ（消化器心身症）

（ 14:05 〜 14:35 ）

座長：久保 千春 （九州大学病院）

6．非定型うつ病患者にみられる過食傾向に対する甘麦大棗湯の有用性
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) 2）
日本大学医学部 精神医学系精神医学分野 3）

○奥平 智之１) 2)、矢久保 修嗣１)、木下 優子１)、安藝 竜彦１) 2)、上田 ゆき子１)
芝

恵美子１)、芹澤 秀和2)、根本 安人１) 3)、大賀 健太郎3)

7．消化器不定愁訴を訴える産褥精神病患者に半夏厚朴湯が有効であった 1 例
医療法人桜桂会犬山病院 精神科

黒川 淳一

8．六君子湯により心身相関を得るに至った神経性食欲不振症・制限型の 1 例
国立国際医療センター国府台病院 心療内科1）
千葉大学医学部付属病院 和漢診療科2）

○富田 吉敏１)、奥見 裕邦１) 2)、知場 奈津子１)、穴見 早友里１)、小西

恵１)

田村 奈穂１)、若林 邦江１)、岩村 康子１)、石川 俊男１)

9．抑うつ症状を訴える患者の消化器症状における六君子湯の臨床効果
大阪府済生会中津病院 精神科

《休

憩》

（ 14:35 〜 14:50 ）

菊池賞授与
会長講演

西崎 真紀

（ 14:50 〜 14:55 ）

座長：佐々木 大輔 （秋野病院）

（ 14:55 〜 15:25 ）

「日本人の消化器症状とこころの健康」
東北大学病院 総合診療部

シンポジウム 「脳腸相関」

本郷 道夫

（ 15:25 〜 16:45 ）

座長：本郷 道夫 （東北大学）

（1）「消化器心身症 ー最近の話題ー」
金子

宏（藤田保健衛生大学坂文種報 會病院 神経内科（心療内科））

（2）「自律神経を介した消化管ホルモンの作用」
乾

明夫（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心身内科学）

（3）「消化器内科領域における漢方 ー六君子湯、大建中湯の役割ー」
武田 宏司（北海道大学大学院薬学研究院 医療薬学分野臨床病態解析学）

（4）「消化管運動と内臓知覚における六君子湯と大建中湯の効果」

《休

福土

審（東北大学大学院医学系研究科 行動医学）

憩》

（ 16:45 〜 16:55 ）

一般演題Ⅲ （心因性疾患Ⅰ＋ 不眠）
座長：伊藤

（ 16:55 〜 17:40 ）

隆 （鹿島労災病院）

10．月経前症候群の暴力に定番の桃核承気湯の上に、抑肝散などが
劇的に効を奏した 1 症例
南森町レディースクリニック 1）
たかばたけウィメンズクリニック 2）
かげやま医院 3）
大阪市立大学大学院医学研究科 女性病態医学 4）
大阪市立大学医学部看護学科 5）
大阪大学大学院医学系研究科漢方医学寄附講座 6）
越田クリニック 7）

○中井 恭子1）2）3）4）、 蔭山

充3）4）6）、 今中 基晴4）5）、 浮田 勝男4）、 中西 美保3）6）

志馬 千佳3）7）、 平井 光三1）、 石河

修4）、 西田 愼二6）

11．自律訓練法および加味逍遙散が有効であった不安を伴うめまい症例
日野市立病院 耳鼻咽喉科

○五島 史行、壁谷 眞由美

12．臍下不仁、下肢の脱力、しびれ感を伴う抑うつに六味丸が奏功した 1 例
郡上市民病院 心療内科（精神科） 森清 慎一

13．睡眠障害における漢方薬の有用性 〜中途覚醒改善効果の検証〜
岩手医科大学 呼吸器・アレルギー・膠原病内科

○鈴木 順、秋山 真親、斉藤 小豊、新沼 志津子、星野 健

14．うつ病における不眠に対する酸棗仁湯の使用経験
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）

一般演題Ⅳ（心因性疾患Ⅱ＋ 不眠）

（ 17:40 〜 18:15 ）

座長：西田 愼二 （大阪大学）

15．難治性の異常知覚に対し、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、 寺澤 恵子、 三和 紀子、 小野木 京子
牧野

弘、 田上 慶子、 横山 康宏、 山田 新尚

16． 補気剤または補気・理気剤と清熱剤 併用が奏効した、
胃内停水と冷えを伴う手湿疹・アトピー性皮膚炎の各 1 例
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）、 宮野 恭匡2）、 寺岡 俊人3）

17．心筋梗塞後生じた重症心不全に対し補中益気湯を使用した経験
御所野ひかりクリニック1）、秋田赤十字病院 循環器科 2）
秋田大学医学部 内科学分野循環器内科学分野 3）

○勝田 光明1）2）、 伊藤

宏 3）

18．十全大補湯が有効であった口腔乾燥症の 1 例
日本大学歯学部 口腔診断科1）
日本大学歯学部付属歯科病院 心療歯科2）
日本大学医学部板橋病院 心療内科3）

○小池 一喜1）2）、 原

和彦1）2）、 篠崎 貴弘1）2）

松野 俊夫3）、 村上 正人3）

19．口腔不定愁訴に対する補剤を用いた漢方治療
松本歯科大学 歯科薬理学講座・附属病院 口腔内科1）
王医院・内科2）

○王 宝禮1）、 王 龍三2）

閉会の辞

第 46 回会長

本郷 道夫 （東北大学病院 総合診療部）

（ 18:15 〜 18:20 ）

