研究助成対称者一覧（所属；助成時）
〔平成８年度〕応募 11 件
・川越宏文

助成研究７件

東京女子医科大学附属東洋医学研究所

「放射温度計を用いて皮膚表面温度と‘寒熱’判定の関連を明らかにする」
・後藤功

大阪医科大学第一内科

「補中益気湯の肺癌患者における QOL 改善効果の臨床的検討」
・柴原直利

富山医科薬科大学医学部和漢診療学講座

「末梢循環動態に対する当帰四逆加呉茱萸生姜湯の効果と自律神経機能との関連に関する研究」
・富田英正

七沢リハビリ病院脳血管センタ－

「芍薬甘草湯の痙性に対する効果－片麻痺患者の歩行について－」
・山舗昌由

三重大学医学部

「慢性ウイルス性肝疾患患者における漢方薬の免疫調節作用に関する免疫学的研究」
・山田和男

慶應義塾大学病院漢方クリニック

「抗精神病薬誘発性高プロラクチン血症に対する芍薬甘草湯の臨床効果について」
・渡辺賢治

北里研究所東洋医学総合研究所

「癌治療における漢方治療の役割について」
〔平成９年度〕応募 37 件
・池田均

助成研究９件

東京大学病院第一内科

「小柴胡湯による肝繊維化抑制の機序の検討」
・片寄大

東北大学医学部第一内科

「小柴胡湯を用いた低酸素性肺高血圧症ラットにおける肺血管リモデリングの制御」
・加藤昌志

名古屋大学医学部免疫学

「小柴胡湯の悪性黒色腫発症予防および転移抑制効果の解析」
・篠崎徹

神奈川県立厚木病院精神科

「漢方療法とがん患者の精神的苦痛緩和に関する研究」
・清水不二雄

新潟大学医学部腎研究施設分子病態学分野

「漢方薬（柴苓湯）の腎炎抑制作用機序に関する解析」
・丸山征郎

鹿児島大学医学部臨床検査医学

「釣藤散による
・山舗昌由

quality of life 向上とその薬効の分子細胞機構」

三重大学医学部臨床検査医学講座

「小柴胡湯における免疫障害性の副作用誘発成分に関する臨床免疫学的研究」
・班目健夫

東京女子医科大学附属東洋医学研究所

「慢性 C 型肝疾患におけるサブタイプとウィルス量が漢方治療の有用性に及ぼす研究」
・仲秀司

帝京大学市原病院外科

「大建中湯のヒトでの腸管運動促進作用の臨床的効果判定と作用部位の検討」
〔平成 10 年度 応募 39 件
・東純一

助成研究 14 件〕

大阪大学大学院薬学研究科

「現代医療における漢方薬の適正使用に関する研究」
・岩崎鋼

東北大学医学部老年・呼吸器病態学講座

「誤嚥性肺炎の予防に関する漢方薬の効果」
・大前由起夫

東京都老人医療センタ－耳鼻咽喉科

「高齢者の嚥下障害に対する漢方薬（半夏厚朴湯）の有効性の検討」
・太田博孝

秋田大学医学部産婦人科

「月経困難症に対する桂枝茯苓丸の月経時短期投与法の確立に関する研究」
・小野孝彦

京都大学医学部研究科循環器病態学

「上気道炎を伴う IgA 腎症に対する柴朴湯の効果の検討」
・後藤博三

富山医科薬科大学医学部和漢診療学講座

「桂枝茯苓丸の糖尿病性血管障害に対する効果に関する研究」
・仲秀司

帝京大学医学部附属市原病院

「侵襲時の蛋白異化・免疫能抑制に対する漢方補剤の改善効果の検討」
・中村信之

東京都職員共済組合清瀬病院整形外科

「MRSA 感染に対する補剤の効果についての臨床免疫学的研究」
・福田一典

岐阜大学医学部東洋医学講座

「漢方薬の血清薬理学的研究におけるリポ－タ－遺伝子アッセイ法の応用」
・三鴨廣繁

岐阜大学医学部産婦人科

「細菌性膣症に対する竜胆瀉肝湯，十全大補湯，牛車腎気丸の治療効果」
・三瀦忠道

麻生セメント（株）飯塚病院漢方診療科

「漢方薬による副作用に関する疫学的研究」
・村松慎一

自治医科大学神経内科

「運動障害に対する川キュウ茶調散の効果についての臨床研究」
・山田和男

慶應義塾大学病院漢方クリニック

「抗精神病薬誘発性高プロラクチン血症による無月経に対する芍薬甘草湯の臨床効果について」
・山舗昌由

三重大学医学部臨床検査医学講座

「免疫性肝障害におけるインチンコウ湯の有効性に関する臨床免疫学的研究」
〔平成 11 年度
・池田勝久

応募 45 件

助成研究 16 件〕

東北大学大学院医学系研究科感覚器病態学講座耳鼻咽喉科分野

「中耳培養粘膜上皮細胞の短絡電流への柴苓湯の影響」
・加藤昌志

名古屋大学医学部免役

「悪性黒色腫に対する十全大補湯の抗腫瘍効果の解析」
・郷司和男

大阪医科大学泌尿器科学教室

「十全大補湯・Interleukin-2 併用療法のマウス腎癌肺転移抑制効果についての研究」
・正田純一

筑波大学臨床医学系消化器内科

「コレステロ－ル胆石症の成因にかかわる腸内細菌叢の異常と漢方製剤の改善効果-新しい分子
生物学的手法を用いたアプロ－チ」
・田中哲二

和歌山県立医科大学産科婦人科学教室

「子宮内膜症に対する桂枝茯苓丸療法の作用機序に関する免疫細胞生物学的研究」

・富谷智明

東京大学消化器内科

「肝硬変治療における医療用漢方製剤の有用性の検討：茵チン蒿湯、補中益気湯の肝再生に及ぼ
す影響に関する検討」
・仲秀司

帝京大学市原病院外科

「侵襲時の蛋白異化・免疫能抑制に対する漢方補剤の改善効果の検討」
・長木康典

富山医科薬科大学眼科医局助手

「漢方薬による実験的ブドウ膜炎の治療についての基礎的研究」
・西口修平

大阪市立大学第三内科

「C 型慢性肝疾患におけるミトコンドリア DNA の傷害と小柴胡湯の修復効果」
・班目建夫

東京女子医科大学附属東洋医学研究所

「伝統的漢方治療が血中アミノ酸に及ぼす影響、長期的変化と初診時からの経過の検討」
・三鴨廣繁

岐阜大学医学部附属病院産科婦人科

「十全大補湯および十全大補湯を構成する生薬の好中球機能に対する影響についての検討」
・元雄良治

金沢大学がん研究所内科

「柴胡桂枝湯の膵炎発症抑制作用の解析」
・山川正

横浜市立大学医学部第三内科

「牛車腎気丸の自然発症２型糖尿病高血圧ラットの大血管アンジオテンシンＴype１受容体発現
に与える影響」
・山田和男

慶應義塾大学病院漢方クリニック

「漢方治療が患者の QOL(Quality Of Life)に及ぼす効果」
・山舗昌由

三重大学医学部臨床検査医学講座

「慢性肝炎増悪期におけるインチンコウ湯の有効性に関する臨床免疫学的検討」
・渡辺賢治

北里研究所東洋医学総合研究所

「末期癌患者に対する漢方治療の役割（自覚症状ならびに免疫学的指標の比較検討）」
〔平成 12 年度 応募 63 件
・石井幸雄

助成研究 15 件〕

筑波大学臨床医学系

「Ｎrf2 欠損マウス肺細胞の小柴胡湯に対する反応について」
・小野孝彦

京都大学医学研究科循環病態学

「上気道炎を伴う IgA 腎症に対する柴朴湯と坑血小板剤併用療法の検討」
・北島勲

富山医科薬科大学臨床検査医学講座

「慢性関節リウマチに薬効を示す和漢薬の転写因子（ＮＦ-кＢ）活性調節機構解明」
・小林祥泰

島根医科大学第３内科

「高齢者虚血性脳血管障害に対する桂枝茯苓丸の脳血流改善効果に関する研究」
・嶋田豊

富山医科薬科大学医学部和漢診療学

「釣藤散の脳卒中予防効果に関する基礎的研究」
・丹羽憲司

岐阜大学医学部産婦人科教室

「婦人科癌症例における抗癌化学療法後の血小板減少に対する漢方製剤の効果－内因性サイト
カインの変動との関連－」
・東野英明

近畿大学医学部薬理学教室

「生体内の水分子の動態に及ぼす利水剤（五苓散や柴苓湯）の作用の解明」
・久光正

昭和大学医学部第一生理学

「慢性関節リウマチモデルに対する独活寄生湯の影響」
・藤本司

昭和大学藤が丘病院脳神経外科

「黄連解毒湯及び当帰芍薬散による虚血性脳血管障害時の血管新生増強効果の検討」
・前田長正

高知医科大学産婦人科

「新しい宿主由来腫瘍免疫マ－カ－を用いた十全大補湯の免疫増強効果の解析」
・班目建夫

東京女子医科大学附属東洋医学研究所

「伝統的考えに従った漢方治療の際の肝線維化マ－カ－の意義」
・丸山征郎

鹿児島大学医学部

「「証」の分子生物学的研究」
・三浦義孝

名古屋大学第１内科

「虚実証と副腎アンドロゲン DHEA/DHEA-S、および補剤の役割」
・山口修平

島根医科大学第三内科

「脳血管障害後の認知機能障害に対する釣藤散の有用性に関する研究」
・山田和男

慶應義塾大学病院漢方クリニック

「漢方治療が患者のＱＯＬ（Ｑｕａｌｉｔｙ Of Life）に及ぼす影響」
〔平成 13 年度 応募 39 件
・太田博孝

助成研究 17 件〕

秋田大学医学部産科婦人科学講座

「月経困難症に用いる各漢方薬の証とフリ－ラジカル濃度との相関に関する検討」
・梶原景正

東海大学・総合医学研究所

「マイクロアレイを用いた芍薬により誘導される神経細胞機能分子の解析」
・小池浩司

金沢大学大学院医学系研究科・がん医科学専攻機能再生学分子移植学

「更年期の精神・神経機能障害における温経湯の有効性の検討－特に神経・免疫・内分泌ネット
ワ－クの側面から」
・河野寛

山梨医科大学外科学講座第一教室

「十全大補湯による Kupffer 細胞を介した肝細胞性免疫の活性化と肝細胞癌発症の抑制効果に関
する検討」
・小林祥泰

島根医科大学第三内科

「亜急性期脳梗塞患者における桂枝茯苓丸の血小板機能に関する研究」
・阪本忍

東京医科歯科大学難治疾患研究所

「エビデンスに基づいた更年期漢方療法の多角的検討」
・佐藤祐造

名古屋大学総合保健体育科学センタ－

「牛車腎気丸の抹消組織インスリン作用に及ぼす影響－分子生物学的検討及び臨床的研究」
・高野邦夫

山梨医科大学第二外科

「小児消化管運動障害に対する漢方製剤の効果とそのメカニズムに関する基礎及び臨床研究」
・高野晋吾

筑波大学・臨床医学系

「十全大補湯による悪性グリオ－マの増殖抑制の機序解明－血管新生抑制、免疫賦活の面から
－」

・仲秀司

帝京大学市原病院外科

「Cytokine 産生能を指標とした漢方補剤による免疫能増進と癌再発進行抑制効果の検討」
・中島泉

名古屋大学医学部／医学研究科免疫学教室

「メラノ－マ自然発生モデルにおける天然物のがん抑制効果と機序の検証」
・中津川重一

名古屋大学医学部附属病院難治感染症部（放射線医学領域）

「ポストゲノム時代におけるオ－ダ－メイド漢方医療の可能性の検討」
・西田俊朗

大阪大学大学院医学系研究科機能制御外科

「大建中湯並びに六君子湯による胃切除後の消化管連動機能改善の臨床的評価」
・丹羽憲司

岐阜大学医学部産婦人科

「十全大補湯及び黄体ホルモンによるヒト子宮内膜癌の科学予防と分子生物学的検討」
・諸橋正昭

富山医科薬科大学皮膚科

「アトピ－性皮膚炎の起痒因子に対する漢方薬の影響」
・柳瀬幹雄

東京大学医学部附属病院消化器内科

「小柴胡湯・茵チン蒿湯による肝線維化抑制機序としての星細胞アポト－シス誘導の検討」
・吉田正

星薬科大学病態生理学教室

「破骨細胞活性に及ぼす酸化ストレスの影響ならびに漢方治療効果に関する検討」
〔平成 14 年度 応募 61 件
・阿邉山和浩

助成研究 20 件〕

鹿児島大学医学部臨床検査医学教室

「生薬による心血管作動性転写因子の制御と新規抗動脈化性生薬の開発に関する研究」
・新井雅裕

東京大学消化器内科

「十全大補湯による、肝虚血再灌流障害抑制効果の検討」
・一瀬白帝

山形大学医学部分子病態学講座

「ⅩⅢ因子 A、B サブユニットのノックアウトマウスにおける、漢方薬を用いた自己免疫疾患（慢
性関節リウマチなど）の治療と予防の試み」
・上田孝文

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

「骨・軟部悪性腫瘍に対する十全大補湯の有用性の検討」
・臼井健

国立京都病院臨床研究部

「生薬中に含まれるエストロゲン活性を有する物質の単離同定とその臨床応用に関する研究」
・大前和幸

慶應義塾大学医学部衛生学

「高齢者に対する牛車腎気丸の糖尿病合併症予防効果について」
・小野孝彦

京都大学大学院医学研究科循環病態学講座

「硬化進行型 IgA 腎症に対する柴苓湯の臨床的ならびに基礎的検討」
・北村薫

九州大学大学院消化器・総合外科

「地域検診とタイアップした桂枝茯苓丸の乳癌発生予防効果に関する
Prospective Randomized Trial」
・河野寛

山梨大学医学部第一外科

「十全大補湯による活性化 Kupffer 細胞抑制を目的とした抗酸化治療による肝細胞癌発症の抑制
効果に関する臨床的検討」
・小林誠一

東北大学医学部附属病院

老年・呼吸器内科

「脳血管性痴呆患者に対する漢方薬八味地黄丸の効果」
・長木康典

富山医科薬科大学医学部眼科学教室

「漢方薬による実験的ブドウ膜炎の治療についての基礎的研究」
・古川福実

和歌山県立医科大学皮膚科学教室

「柴苓湯のヒト自己免疫疾患の Th1/Th2 バランス制御に関する研究」
・古谷雄三

富山医科薬科大学医学部泌尿器科

「男性不妊症患者における漢方薬の有用性－精漿中サイトカインの変化について」
・村山次哉

鹿児島大学医学部難治性ウィルス疾患研究センタ－

「漢方薬（瀉剤と補剤）が潜伏感染ウィルス複製におよぼす影響に関する基礎的研究」
・元雄良治

金沢大学医学部附属病院消化器内科

「C 型慢性肝炎のインタ－フェロン・リバビリン療法における人参養栄湯併用の意義」
・門傳剛

群馬大学医学部附属病院内分泌内科

「八味地黄丸の核内受容体 PPARαを介した転写制御の解析」
・安井敏之

徳島大学医学部産科婦人科

「漢方製剤が閉経後婦人の免疫系（Th1/Th2 バランス）に与える影響について」
・山川淳一

金沢医科大学附属病院総合診療科

「インフルエンザ患者における補中益気湯の罹病期間の短縮効果」
・山舗昌由

三重大学医学部臨床検査医学

「C 型慢性肝炎患者における柴胡桂枝湯の抗炎症・抗線維化作用に関する臨床的ならびに分子免
疫学的研究」
・山田和男

慶應義塾大学医学部漢方クリニック

「大うつ病性障害（うつ病）不完全寛解例に対する地黄剤の効果に関する研究」
〔平成 15 年度 応募 69 件
・東純一

助成研究 19 件〕

大阪大学大学院薬学研究科

「漢方薬によるヒト薬物代謝酵素の発現誘導に関する基盤研究」
・池田均

東京大学病院消化器内科

「茵チン蒿湯による星細胞アポト－シス誘導機序の解明・肝線維化治療への応用を目指して」
・上田孝文

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

「骨・軟部悪性腫瘍に対する十全大補湯の有用性の検討」
・小野孝彦

京都大学大学院医学研究科循環病態学講座

「ラットメサンギウム増殖性腎炎に対する柴苓湯の基礎的検討」
・加藤昌志

金沢大学大学院医学系研究科環境医科学専攻環境社会医学講座

「辛夷清肺湯の鼻茸に対する作用の解析」
・河田則文

大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科

「インチンコウトウ（茵チン蒿湯）とその構成生薬成分による肝線維化抑制効果の検討」
・木村容子

東京女子医科大学附属東洋医学研究所

「漢方治療が加速度脈波計に与える影響の臨床的検討」
・栗本昌紀

富山医科薬科大学医学部脳神経外科

「ヒト悪性神経膠腫細胞に対する薬用人参脂溶性画分の分化誘導およびアポト－シス誘導能の

検討」
・河野寛

山梨大学医学部外科学講座第１教室

「十全大補湯による Kupffer 細胞を介した肝細胞性免疫の活性化と肝細胞癌発症の抑制効果に関
する検討」
・小林弘幸

順天堂大学小児外科

「胆道閉鎖症における茵チン蒿湯投与における進行性肝線維化抑制効果についての検討」
・正田純一

筑波大学臨床医学系

「胆汁うっ滞性肝疾患における漢方製剤（インチンコウ湯）の利胆効果に関する基礎的検討－特
に肝胆管側膜輸送蛋白の機能賦活作用に着目して」
・高野邦夫

山梨大学医学部第二外科

「胃食道逆流症（GERD）に対する漢方製剤の投与効果とそのメカニズムの解明」
・滝本至得

日本大学医学部泌尿器科

「心因性 ED における漢方薬治療のフリ－テストステロン値に及ぼす影響」
・忠願寺義通

都立墨東病院内科

「十全大補湯による、肝細胞癌二次発癌抑制効果」
・西田俊朗

大阪大学医学系研究科未来医療開発選考組織再生医学講座臓器制御外科学

「胃切除後の消化管機能異常に対する六君子湯の治療効果」
・三浦典正

鳥取大学医学部薬物治療学

「テロメレ－ス発現およびリボソ―ムの機能を指標にした十全大補湯、補中益気湯、及びアルカ
ロイドを主成分とする生薬の抗腫瘍的効果及び長寿効果の解明」
・山田和男

山梨大学医学部附属病院精神科神経科

「大うつ病性障害（うつ病）不完全寛解例に対する地黄剤の効果に関する研究（継続研究）
」
・吉川徳茂

和歌山県立医科大学小児科

「小児ネフロ－ゼ症候群における柴苓湯の再発防止効果の研究・ランダム化対照研究」
・吉田敬子

九州大学医学部附属病院精神神経科

「産後うつ病における漢方薬治療の有効性の検討と母乳乳児への影響」
〔平成 16 年度 応募 66 件
・安細敏弘

助成研究 19 件〕

九州歯科大学予防歯科学講座

「漢方薬を用いた舌痛を伴う口腔乾燥症の治療効果に関する臨床研究」
・伊藤真人

金沢大学大学院医学系研究科脳医科学専攻

「近年急増している反復性急性中耳炎に対する、十全大補湯の効果について」
・臼井健

国立病院機構京都医療センタ－臨床内分泌研究室

「漢方薬の生薬中に含まれるエストロゲン様物質の単離とその臨床応用」
・岩崎鋼

東北大学大学院医学系研究科先進漢方治療医学講座

「老人性痴呆症の心理行動学的症状（behavioral and psychological symptoms of
dementia,BPSD）に対する抑肝散の効果」
・金井陸行

田附興風会医学研究所北野病院第２研究部

「補中益気湯の術後 NK 細胞活性の低下抑制のメカニズムの解析」
・木村容子

東京女子医科大学附属東洋医学研究所

「漢方治療が加速度脈波及び大動脈脈波速度（PWV）に与える影響の臨床的検討」
・阪中雅広

愛媛大学医学部統合生命科学講座機能組織学分野

「薬用人参成分ジンセノサイド Rb１の脳梗塞治療効果」
・鈴木達也

日本医科大学老人科

「高齢者痴呆に阿智する釣藤散及び牛車腎気丸の認知機能に対する改善効果の検討－二重盲検
ランダム化比較試験による検討－」
・竹尾愛理

千葉県立東金病院総合診療科

「女性専用外来で有用な漢方薬の作用機序に関する研究～エストロゲン受容体多型との関連性
について～」
・玉置淳

東京女子医科大学第一内科

「ヒト気道上皮細胞の Ca２＋依存性 C1 チャンネル(CACC1)に対する柴朴湯の効果
・西村甲

永寿総合病院小児科

「虚弱、体重増加不良児に対する小建中湯の効果」
・門傳剛

獨協医科大学内分泌代謝内科

「ケイヒと PPARα活性化作用の解析」
・矢野裕

三重大学医学部内科学第三講座

「防風通聖散による内臓脂肪蓄積を有する非肥満２型糖尿病に対する効果とアディポサイトカ
インへの影響」
・中島正暢

（医）社団永寿会陵北病院

「十全大補湯の栄養状態改善による褥創治癒効果及び医療経済効果の検討」
・松原光伸

東北大学医学部遺伝子医療開発分野

「十全大補湯エキスの腎性貧血改善効果についての基礎的および臨床的検討」
・村松俊範

君津中央病院小児外科

「十全大補湯の腸管免疫賦活作用の検討－乳児肛門周囲膿瘍・乳児痔瘻に対する十全大補湯の有
用性に関する Prospective randomized control study－」
・森山賢治

京都大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学

「インスリン抵抗性・脂質代謝改善作用を有する核内受容体に作用する新たな植物性生理活性物
質の探索・抽出とその臨床応用に関する研究」
・山口修平

島根大学医学部神経・血液・膠原病内科

「当帰芍薬散の事象関連電位 P300 を用いたアルツハイマ－型痴呆に対する効果検討」
・山中修

和歌山県立医科大学医学部眼科

「茵チン蒿湯（TJ135）による緑内障濾過手術後の治癒率向上のための基礎的研究」
〔平成 17 年度 応募 62 件
・安部正敏

助成研究 19 件〕

群馬大学大学院医学系研究科皮膚病態学

「褥創に対し臨床的効果を有する漢方薬における創傷治癒への直接効果についての基礎的研究」
・石田和之

東京女子医科大学附属東洋医学研究所

「角層水分計による血虚の定量化と漢方治療の効果判定に関する研究」
・織田正也

国際医療福祉大学臨床医学研究センタ－

「原発性胆汁性肝硬変の肝内うっ滞に対する茵チン蒿湯の臨床効果の検討」

・小野孝彦

静岡県立大学薬学部

「被嚢性腹膜硬化症の腹膜線維化に対する柴苓湯の抑制効果に関する検討」
・河野寛

山梨大学大学院医学工学総合研究部

「十全大補湯による肝細胞癌発癌抑制効果の機序の解明・HCV による Kupffer 細胞の活性化抑
制効果の検討」
・北林百合之介

京都府立医科大学大学院精神機能病態学

「123I-IMP SPECT を用いたアルツハイマ－病に対する当帰芍薬散の治療効果に関する検討」
・京哲

金沢大学大学院医学系研究科産婦人科

「漢方製剤が癌細胞のテロメレ－ス活性に及ぼす影響」
・田畑務

三重大学大学院医学研究科病態修復医学部講座

「パクリタキセルによる末梢神経障害に対する牛車腎気丸の効果について」
・常塚宣男

石川県立中央病院呼吸器外科

「肺癌術後遷延性咳嗽に対する麦門冬湯の有用性に関する検討」
・内藤真礼生

佐野厚生総合病院内科

「五苓散エキス製剤による慢性腎不全患者の高 K 血症改善作用についての研究」
・長嶋一昭

京都大学大学院医学研究科糖尿病・栄養内科学

「芍薬甘草湯の筋痙攣抑制メカニズムの解明」
・西村元一
「消化器手術例の栄養・免疫状態に対する補中益気湯の臨床効果に関する検討」
・丹羽憲司

岐阜大学医学部大学院医学研究科医科学専攻腫瘍制御学講座女性生殖器分野

「卵巣癌、子宮内膜発癌に対する漢方製剤の作用とシグナル伝達に関する研究」
・日沖甚生

三重大学医学部附属病院リハビリテ－ション部

「深部静脈血栓に対する駆オ血剤の予防効果」
・福井裕行

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

「ｲﾝﾀ-ﾛｲｷﾝ-5（IL-５）遺伝子発現抑制作用をもつ小青竜湯による好酸球性炎症の抑制の研究」
・本多政夫

金沢大学医学部感染病態

「肝硬変症例における十全大補湯による遺伝子発現誘導と肝発癌抑制効果」
・水島孝明

岡山大学医学部・歯学部附属病院中央検査部

「新しい EMA を用いた六君子湯の NUD に対する効果の検討」
・村松慎一

自治医科大学内科学講座神経内科地域医療センタ－東洋医学部門

「機能性頭痛における川茶調散証についての臨床研究」
・吉川徳茂

和歌山県立医科大学小児科

「小児ネフロ－ゼ症候群における柴苓湯の長期再発防止効果の研究・ランダム化比較試験」
〔平成 18 年度 応募 50 件
・粟津緑

助成研究 20 件〕

慶應義塾大学医学部小児科

「柴苓湯の抗腎線維化作用機序の解明」
・岡田誠治

熊本大学エイズ学研究センタ－予防開発分野

「自然免疫系を活性化し、抗エイズ効果を持つ漢方薬のスクリ－ニング」
・沖津尚弘

東北労災病院耳鼻咽喉科

「難治化・反復化する小児急性中耳炎患者における免疫調整作用を有する漢方薬投与による中耳
炎予防効果の検討」
・小野孝彦

静岡県立大学薬学部分子病態解析学分野

「被嚢性腹膜硬化症に対する柴苓湯の線維化抑制効果に関する基礎的および臨床的検討」
・加藤智啓

聖マリアンナ医科大学難治治療研究センタ－

「プロテオミクスを用いた大防風湯の標的蛋白質の網羅的解析」
・金子忠良

東京医科大学医学部口腔外科学講座

「口腔粘膜疾患に対する漢方方剤の薬効解析と作用機序に関する研究」
・君付隆

九州大学大学院医学研究耳鼻咽喉科

「好酸球性中耳炎に対する小青竜湯の好酸球浸潤抑制効果と耳漏中の IL-5 産生抑制効果の検
討」
・桑原知己

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部分子細菌学分野

「潰瘍性大腸炎に対する漢方療法が腸内菌叢に与える影響」
・中永士師明

秋田大学医学部統合医学講座救急・集中治療医学分野

「臓器障害抑制に対する修治ブシ末の臨床的意義」
・遠城寺宗近

九州大学医学部病態制御内科

「非アルコ－ル性脂肪肝炎に対する各種漢方製剤の効能評価」
・西田俊朗

大阪大学大学院外科学講座消化器外科

「胃癌手術後の腸管運動機能低下に伴う腹痛、腹部膨満感に対する大建中湯顆粒の効果」
・丹羽憲司

岐阜大学大学院医学研究科医科学専攻腫瘍制御学講座女性生殖器学分野

「漢方製剤による転移抑制作用と長期予後、血管新生因子 CD105、COX-2 発現との関連」
・藤井絵里子

国立生育医療センタ－婦人科

「月経関連不快障害ＰＭＳ(Premenstrual Mood Disorder),ＰＭＤＤ(Premenstural Dysphoric
disorder)における精神行動障害に対する「抑肝散」の効果について」
・古川慎哉

愛媛大学医学部附属病院第三内科

「防風通聖散の糖尿病合併高脂血症に対する臨床的効果の検討」
・松尾明典

滋賀医科大学分子神経科学研究センタ－神経細胞動態分野

「甘麦大棗湯および抑肝散のド－パミン系神経に対する影響についての検討」
・馬渕亜希子

北海道大学大学院歯学研究科口腔顎顔面外科学講座口腔病態学教室

「加齢による口腔乾燥症（ドライマウス）に対する麦門冬湯の治療効果についての検討」
・元雄良治

金沢医科大学腫瘍治療学

「外来がん化学療法への漢方の導入とその延命効果に関する研究」
以上

