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プログラム

5月14日土

会長講演　13：50～14：40� 第1会場（インペリアル）

司会：久保田 一雄（群馬温泉医学研究所所長）

温泉は体に良い？

田村 遵一　群馬大学医学部附属病院 病院長・群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学教授

特別講演Ⅰ　14：45～15：35� 第1会場（インペリアル）

司会：久保田 一雄（群馬温泉医学研究所所長）

欧州の温泉健康保養地で思う人生の豊かさ

飯島 裕一　信濃毎日新聞社 編集委員

特別講演Ⅱ　15：40～16：30� 第1会場（インペリアル）

司会：倉林 均（埼玉医科大学 リハビリテーション医学教授）

草津温泉湯治の歴史 ～伝統的入浴法「時間湯」とは～

布施 正博　布施医院 院長

シンポジウム　16：40～18：20� 第1会場（インペリアル）

司会：磯部 秀之（埼玉医科大学 東洋医学科 講師）　　　　　　　　　　�
坂井 友実（東京有明医療大学 保健医療学部 附属鍼灸センター長）

「東洋医学の知恵と温泉気候物理医学への提言」

S-1� 漢方の立場から ～その1
佐藤 浩子 群馬大学大学院医学系研究科 講師

S-2� 漢方の立場から ～その2
磯部 八郎 埼玉医科大学 東洋医学科非常勤講師

S-3� がん治療の副作用に対する鍼灸治療
福田 文彦 明治国際医療大学 臨床鍼灸学教授

S-4� 鍼治療の効果と伝統医療の特質 ―東洋医学、特に鍼灸医療の果たす役割―
山口 智 埼玉医科大学 東洋医学科講師
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招待講演Ⅰ　18：30～19：00� 第1会場（インペリアル）

司会：大塚 吉則（北海道大学大学院教育学研究院人間発達科学分野教授）

環境省における温泉地の保護と利用に向けた取組について

中島 尚子　環境省自然環境局自然環境整備課 温泉地保護利用推進室長
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5月15日日

最優秀論文賞受賞講演　9：30～10：00� 第1会場（インペリアル）

司会：牧野 直樹（九州大学名誉教授）

5/6腎摘除マウスへの全身温熱刺激による腎保護作用の可能性

岩下 佳弘　熊本保健科学大学保健科学学部リハビリテーション学科

教育講演　10：10～11：10　� 第1会場（インペリアル）

司会：真塩 清（群馬リハビリテーション病院院長）

I� 入浴に関連する入浴関連死に数えられない有害事象について
　田村 耕成　博仁会第一病院 副院長

Ⅱ� 漢方医学から見た気候医学
　佐藤 真人　群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学部内講師

招待講演Ⅱ　11：20～12：10� 第1会場（インペリアル）

司会：田村 遵一（群馬大学医学部附属病院病院長・群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学教授）

上州の自然環境を生かした健康管理：温泉と登山

斎藤 繁　群馬大学大学院医学系研究科 麻酔神経科学教授

温泉療法医総会　12：15～13：00� 第1会場（インペリアル）

アフターランチ・セミナー　13：10～13：40� 第1会場（インペリアル）

司会：前田 眞治（国際医療福祉大学大学院リハビリテーション学教授）

草津温泉時間湯の医学的研究

久保田 一雄　群馬温泉医学研究所所長

特別講演Ⅲ　13：50～14：40� 第1会場（インペリアル）

司会：中谷 純（社会医療法人社団 愛心館 愛心総合診療所 院長・理事）

人間の歴史から見た森林浴

武田 淳史　東京医療学院大学 保健医療学部教授・学科長
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一般演題　5月14日土

A　皮膚疾患・女性疾患・膠原病　14：45～15：30� 第2会場（天の川）

座長：上岡 洋晴（東京農業大学地域環境科学部）

A-1� 俵山温泉のアンチエイジング効果について
齋木 泰彦 斎木病院

A-2� 女性の愁訴に対する芒硝含有高浸透炭酸入浴剤の臨床試験
工藤 道誠 花王株式会社 パーソナルヘルスケア研究所

A-3� 異なる5泉質の天然温泉浸浴によるドライスキンへの影響
喬 炎 長野県看護大学 看護学部 基礎医学・疾病学分野

A-4� 人工炭酸泉（CO2泉）手浴による手指血流バラケの改善
猪熊 茂子 千葉中央メディカルセンター

A-5� 生理痛に対するトドマツ枝葉抽出水を用いた足浴効果
大塚 吉則 北海道大学 教育学研究院

B　生活習慣病、癌　15：35～16：20� 第2会場（天の川）

座長：宮田 昌明（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学） 

B-1� 動脈硬化の退行性変化はあるか�
―人工高濃度炭酸泉足浴と動脈硬化指数の脈波速度baPWVと ABI の関係について

高橋 薫 医療法人社団 成風会 タカハシクリニック および カムクリニック

B-2� 肥満体型がサウナ浴後のエネルギー消費量に及ぼす影響の検討�
―標準体型との比較―

中村 雅俊 同志社大学大学院 スポーツ健康科学研究科

B-3� 2型糖尿病患者における血清マグネシウムの低下
加藤 光敏 加藤内科クリニック（葛飾）

B-4� トロン温浴水の癌患者に対する症状改善効果
岸本 充弘 株式会社 ヘルシーピープル

B-5� 日常的な温泉入浴習慣と特定健診項目との関連
早坂 信哉 東京都市大学 人間科学部
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C　公共施設、入浴事故　16：25～17：10� 第2会場（天の川）

座長：芦田 耕三（岡山大学病院 医歯薬学総合研究科）

C-1� 入浴に関連した体調不良・事故発生の危険因子：入浴前血圧、体温
早坂 信哉 東京都市大学 人間科学部

C-2� 温泉利用型健康増進施設の現状と制度改正にともなう今後の展望
後藤 康彰 日本健康開発財団 温泉医科学研究所

C-3� 鉱泥浴槽中の細菌数の変化と殺菌法の検討
山成 俊夫 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 三朝地域医療支援寄付講座

C-4� アルコール性肝障害、慢性膵炎にて加療中の大酒家である患者における、�
飲酒後の入浴関連死の1例

三井 健太 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 松本病院

C-5� 冬場の家庭入浴時の若年者と中年者における血圧変化
前田 眞治 国際医療福祉大学大学院 リハビリテーション学分野

D　温浴効果　17：15～18：00� 第2会場（天の川）

座長：長嶋 起久雄（日高病院緩和ケア科）

D-1� ナノミスト上半身浴の温浴効果
前田 眞治 国際医療福祉大学大学院 リハビリテーション学分野

D-2� 部分浴である足浴および手浴の体温応答
美和 千尋 愛知医療学院短期大学

D-3� 和温療法における深部体温上昇と体重との関係
徳田 弘幸 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学

D-4� 全身入浴が内部環境に及ぼす影響 ―入浴剤を用いた二重盲検法による検証
吉本 博 株式会社 ホットアルバム炭酸泉タブレット

D-5� 温浴時の生理反応に及ぼす年齢と性別の影響
成井 諒子 サーモセルクリニック
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E　東洋医学Ⅰ　14：45～15：30� 第4会場（烏帽子）

座長：矢野 忠（明治国際医療大学鍼灸学部）

E-1� 末梢神経の再生促進に及ぼす鍼通電の影響 ―臨床応用の試み―
井上 基浩 明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座

E-2� 末梢性顔面神経麻痺患者の顔面神経を目標とした鍼通電刺激と�
ENoG値の関係：横断研究

堀部 豪 埼玉医科大学 東洋医学科

E-3� ラットにおける電気鍼療法（ST36,�PC6）による術後腸閉塞への効果とメカニズム
村上 陽昭 川崎医科大学 消化器外科

E-4� 伝統医療を活用した安産支援プログラムに関する臨床的研究�
―温灸療法の効果と安全性―

安野 富美子 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科

E-5� 坐位指圧が心理面・生理面に与える影響の検証
大木 慎平 東京医療福祉専門学校鍼灸マッサージ教員養成科

F　睡眠・リラクゼーション　15：35～16：20� 第4会場（烏帽子）

座長：尾山 純一（佐賀大学医学部 先端心臓病学講座）

F-1� 三重県菰野町内ウォーキングに伴う唾液中コルチゾールおよび感情尺度の変化
森 康則 三重県保健環境研究所

F-2� ラドン泉入浴が身体に及ぼす影響：被験者内比較試験（第2報）
松元 秀次 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 運動機能修復学講座 リハビリテーション医学

F-3� 生活習慣病患者において浴用剤（無機塩含有炭酸ガス製剤）入浴が�
睡眠の質に及ぼす影響：被験者内比較試験

松元 秀次 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 運動機能修復学講座 リハビリテーション医学

F-4� 無機塩類含有炭酸ガス浴が健常学生の感情・気分に及ぼす影響の検討
安田 大典 熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科

F-5� 無機塩類含有炭酸ガス浴が健常学生の睡眠に及ぼす影響の検討
久保 高明 熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科
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G　リハビリ、気象医学　16：35～17：20� 第4会場（烏帽子）

座長：飯山 準一（熊本保健科学大学保健科学部）

G-1� 上肢痙縮に対する人工高濃度炭酸泉前腕浴の効果
松元 秀次 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 運動機能修復学講座 リハビリテーション医学

G-2� 水中での水平方向運動における即時効果の検討
今泉 優 栃木県医師会塩原温泉病院

G-3� 1年間温泉プールを利用した高齢者の身体機能および心理的変化
水野 圭祐 小山田記念温泉病院

G-4� 入浴剤浴とロコモーション運動が運動機能に及ぼす急性効果
渡邊  智 株式会社バスクリン

G-5� 多摩ニュータウン森林浴がスポーツ選手のコンディショニングに及ぼす影響
近藤 照彦 東京医療学院大学 保健医療学部 リハビリテーション学科
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H　東洋医学Ⅱ　9：30～10：15� 第2会場（天の川）

座長：安野 富美子（東京有明医療大学保健医療学部）

H-1� 婦人科がんサバイバーの主訴別あん摩療法の効果：�
ランダム化比較試験のデータから

殿山 希 筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻

H-2� 唾液アミラーゼ活性で産科手術（帝王切開手術）前後のストレス度の測定（第4報）
山際 三郎 JA 中濃厚生病院 産婦人科

H-3� 胃の症状に対する足三里穴への灸頭鍼刺激が及ぼす治療効果について�
―鍼刺激による反応との比較検討―

水野 宏美 東京医療福祉専門学校 鍼灸マッサージ教員養成科

H-4� 維持透析患者に対する鍼治療効果（第8報）�
―糖尿病の有無による自律神経機能の変化―

小俣 浩 埼玉医科大学 東洋医学科

H-5� ヘバーデン結節による疼痛に対する灸施術の効果
大井 優紀 宝塚医療大学 保健医療学部 鍼灸学科

I　東洋医学Ⅲ　10：20～11：05� 第2会場（天の川）

座長：山口 智（埼玉医科大学東洋医学科）

I-1� 肩こりに対する鍼治療が唾液コルチゾール動態に及ぼす影響
松浦 悠人 東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 鍼灸学分野

I-2� 頸椎症性神経根症に対する頸部傍脊柱部刺鍼の効果 ―症例集積研究―
今枝 美和 明治国際医療大学 臨床鍼灸学講座

I-3� 肩部における異形カイロの慢性疼痛緩和効果
南山 祥子 名寄市立大学 保健福祉学部 看護学科

I-4� 温熱刺激による軟骨細胞保護効果の検討
北條 達也 同志社大学大学院 スポーツ健康科学研究科

I-5� 当科での抑肝散処方の検討
高橋 良佳 順天堂大学医学部麻酔科学ペインクリニック講座

一般演題　5月15日日
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J　運動器・呼吸器　11：10～11：55� 第2会場（天の川）

座長：早坂 信哉（東京都市大学 人間科学部）

J-1� 温泉入浴の温熱作用が高齢者の咽喉頭炎症に及ぼす影響
鈴村 恵理 三重県立総合医療センター 耳鼻咽喉科

J-2� 回復期リハビリテーション病棟に入棟する脳血管疾患患者に対する�
温泉運動浴の効果

水谷 真康 小山田記念温泉病院

J-3� 関節液検査を用いた変形性膝関節症に対する温泉療法の有効性に関する研究
岩切 健太郎 白庭病院 整形外科 関節センター

J-4� 呼吸商（糖消費）に対する人工炭酸泉の効果
前川 和信 フジデノロ株式会社 技術開発部

J-5� 水中運動の効果を評価し得る指標についての検討
加藤 冠 大泉生協病院 内科
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5月14日土

温泉療法医教育研修会　8：45～12：00� 第4会場（烏帽子）

《 総 論 》

1.� 専門医制度� 出口 晃（小山田記念温泉病院内科部長）

2.� 温泉関連法（含温泉療法指示書）� 早坂 信哉（東京都市大学人間科学部教授）

3.� 気候療法� 武田 淳史（東京医療学院大学保健医療学部教授）

《 各 論 》

4.� 温泉地衛生学� 森 康則（三重県保健環境研究所）

5.� 運動器疾患と温泉治療� 眞塩 清（群馬リハビリテーション病院院長）

6.� 循環器疾患� 信岡 祐彦（聖マリアンナ医科大学臨床検査医学教授）

5月15日日

温泉療法医教育研修会　8：45～12：00� 第4会場（烏帽子）

《 各 論 》

7.� 神経疾患� 松元 秀次（�鹿児島大学大学院 医歯薬学総合研究所�
運動機能修復学講座 リハビリテーション医学講師）

8.� 温泉療法と呼吸器疾患� 加藤 冠（大泉生協病院）

9.� 消火器・腎� 飯山 準一（熊本保健科学大学保健科学部教授）

10.� 代謝疾患� 伊藤 恭（伊藤医院理事長）

11.� 皮膚疾患� 関 太輔（セキひフ科クリニック院長）

12.� 安全な入浴法� 卯津羅 雅彦（東京慈恵会医科大学附属柏病院救命救急センター長）

研修会・ビデオ上映　12：15～13：15� 第4会場（烏帽子）

13.� 草津温泉� 倉林 均（埼玉医科大学リハビリテーション医学教授）

研 修 会


