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的評価の重要性－． 社内広報 情報源 5 月号 No.933 43，日本経団連 社内報広報センター  
   
宮崎良文：森林セラピーのサイエンス⑧，森林セラピーの生理的リラックス効果 －全国 24 ヶ所の生理

実験による検証－． 社内広報 情報源 6 月号 No.934 47，日本経団連 社内報広報センター  
   
宮崎良文：aff あふ．懐かしいけど新しい 森林セラピーは「癒し」の処方せん．農林水産省  
   
宮崎良文：ストレス時代を生き抜く．話題のストレス解消法 ①森林浴 科学的に実証された森林の持

つ癒しの効果， (財)日本食肉消費総合センター：90～91  
   
宮崎良文：食と農の扉．特集「やすらぎ」 森林セラピー，2007 Vol.３，農林水産技術会議事務局：3
～5  
   
宮崎良文：②血圧も下がる自然の効用，居宅における認知症介護・看護の研究，社会福祉法人・実践：

41-42  
   
宮崎良文：研究成果の普及･啓発活動，森林浴と快適性～そのリラックス効果を生理的に測る～（有楽町

マリオン 朝日ホール），日本生理人類学会 PA ニュース，17(2)：4-5  
   
宮崎良文：ストレスを低下させる爽快な森林浴＆温泉へ，じゃらん，2007 5 月号：43  
   
宮崎良文：森林の癒しの力を地域の力へ ～森林セラピー～，観光，2007 4 月号 No.486：10‐11  
   
宮崎良文：森林浴のススメ，ランティエ  
   
宮崎良文：緑地のあるマンションが人気だけど、『緑』の効果って何なの？ 住宅情報ナビ（Web） 住

まいのなんでも調査隊  
   
宮崎良文：ようこそ癒しの森へ，［山口県山口市］徳地おとなのいい旅，中部・西日本版  
   
宮崎良文：森林セラピー，PHP カラット  
   
塚越 覚： 国内研究紹介，農耕と園芸，3，6 月号，誠文堂新光社  



   
塚越 覚： 園芸技能講座「家庭菜園編」，緑風，1～6 月号，日本園芸技能協会 

 
6. 口頭発表 
  
地野充時・大野賢二・平崎能郎・林 克美・笠原裕司・関矢信康・並木隆雄・喜多敏明・檜山幸孝・寺

澤捷年：メシル酸イマチニブの副作用である下痢に半夏瀉心湯が有効であった一例．第 58 回日本東洋医

学会学術総会，広島  
   
平崎能郎・喜多敏明・地野充時・大野賢二・林 克美・笠原裕司・関矢信康・並木隆雄・檜山幸孝・寺

澤捷年：漢方治療が奏功した小児夜尿症の３例．第 58 回日本東洋医学会学術総会，広島  
   
池上文雄：自然が育む健康－医食農同源のサイエンス－．第 107 回日本大学薬学卒後教育講座、講演要

旨：1-5  
   
池上文雄：漢方と薬膳．千葉県薬種商協会第 5 回生涯学習研修会，講演要旨：1-6  
   
池上文雄：身近な自然と健康－生活習慣病を考える－．沼田市･千葉大学連携による講演会・分科会  
   
池上文雄：生活習慣病と漢方薬．松戸市薬剤師会研修会，講演要旨集  
   
池上文雄：地球の贈り物－自然から健康を学ぶ－．第 9 回 TIGS-AGS セミナー，東京大学  
   
池上文雄：漢方薬の使用とその服薬指導．松戸市薬剤師会研修会，講演要旨集  
   
池上文雄：薬膳のすすめ．「食と環境」シンポジウム 2007，千葉大学  
   
石井秀樹・朴 範鎭・香川隆英・宮崎良文：森林浴の生理的効果（4）-北海道鶴居村のミズナラ二次林を

事例として-．日本生理人類学会誌 12（1）第 56 回大会要旨集：46-47  
   
石川宣子・畠山英子・宮崎良文：味覚刺激に伴う脳血液動態 -前頭部ヘﾓグロビン動態に及ぼす味質濃度

の影響-．日本生理人類学会誌 12（1）第 56 回大会要旨集：116-117  
   
岩本真梨緒・中村浩彦・鷲田賢司・森川岳・朴 範鎮・宮崎良文：ユーカリ精油含有飲料の摂取が，脳活

動および自律神経活動に及ぼす影響- 多チャンネルＴＲＳとＨＲＶでの検討-．日本衛生学会誌 62（2）：
547  
   
笠原裕司・関矢信康・並木隆雄・檜山幸孝・地野充時・林 克美・大野賢二・寺澤捷年・平崎能郎・喜



多敏明・小暮敏明・巽 武司：脳梗塞後遺症に対する『金匱要略』続命湯の使用経験．第 58 回日本東洋

医学会学術総会，広島：6  
   
毛井智子・松原紀嘉・陳素梅・渡辺 均・國分 尚・安藤敏夫：ペチュニアと近縁属の遺伝資源解析 －
Petunia exserta における花色遺伝様式－．園芸学研究，6 巻別 1: 206  
   
喜多敏明・角野めぐみ・松本 毅・川嶋裕子・大野賢二・檜山幸孝・並木隆雄・関矢信康・笠原裕司・

地野充時・林 克美・平崎能郎・寺澤捷年： 補剤投与症例の QOL に関する研究－十全大補湯と八味地

黄丸の比較－．第 58 回日本東洋医学会学術総会  
   
喜多敏明：明日から使える実地医家のための漢方講座（入門編），第３回「疼痛疾患編」．柏市医師会学

術講演会  
   
喜多敏明：柏の葉診療所と環境健康オフィスの活動報告．千葉大学地域サステイナビリティ学シンポジ

ウム 柏の葉：食と環境を形作る知の環－地域サステイナビリティ学 in 千葉大学－  
   
喜多敏明：痛みと心身症 －漢方医学的診断と治療－．日本麻酔科学会第 54 回学術集会（シンポジウム

「不定愁訴と漢方薬」）  
   
松原紀嘉・島村克好・児玉浩明・渡辺 均・國分 尚・安藤敏夫：ペチュニアと近縁属の遺伝資源解析 －
cDNA マイクロアレイを用いた fbp2 遺伝子変異体の解析－．園芸学研究，6 巻別 1: 205  
   
三輪正幸・小原 均：H19 年度千葉県果樹成績検討会．要旨集 25‐28  
   
宮野孝彬・山本誠人・須田篤博・草間貞・池上文雄・渡辺和子・草間国子: L-β-ODAP による初代培養脊

髄運動神経細胞の特徴的な[Ca2+]i 挙動と細胞死との関連性について．第 116 回日本薬理学会関東部会，

口演要旨集：56  
   
宮宗秀伸・松野義晴・川城由紀子・堀口大輔・外山芳郎・穴原玲子・河野俊彦・小宮山政敏・門田朋子・

森 千里：複数回の解剖見学による解剖学教育効果．第 112 回日本解剖学会総会・全国学術集会  
   
宮崎良文・恒次祐子：感性科学と生理的多型性．日本生理人類学会誌，12（1）第 56 回大会要旨集：26  
   
宮崎良文：森林医学研究会、企画シンポジウム 2、 自然と快適性．日本衛生学会誌，62（2）：272-274  
   
Mori, C., E. Todaka, T. Kozai: Establishment of Sustainable Health Science by Mode 2 Science. 
International Symposium on Dialogue between Social and Natural Sciences, Feb.26-28, Princess 
Kaiulani Hotel, Honolulu, Hawaii, U.S.A  



   
並木隆雄・関矢信康・笠原裕司・地野充時・林 克美・平崎能郎・大野賢二・檜山幸孝・喜多敏明・寺

澤捷年：多数例における簡便的肌水分測定法の検討とその漢方臨床における有用性．第 58 回日本東洋医

学会学術総会，広島  
   
野口大輔・遠藤次郎・中村輝子・真柳誠：曲直瀬道三『薬性能毒』の研究．第 108 回日本医史学会総会．

日本医史学雑誌，53:150-151  
   
大川克哉・宮坂百合子・小原 均・三輪正幸・松井弘之(2007)：養液栽培法によるイチジクの密植栽培に

関する研究（第 1 報）培地量と培養液濃度の違いが新梢生長,果実収量および果実品質に及ぼす影響．園

学研，6(別 1）：367  
   
大道公秀・松野義晴・宮宗秀伸・小宮山政敏・鳥打正治・山本秀一・島根 貢・門田朋子・森 千里：

ホルムアルデヒド分解装置付き解剖実習台の性能検証．第 112 回日本解剖学会総会・全国学術集会  
   
大野賢二・平崎能郎・笠原裕司・林 克美・地野充時・並木隆雄・関矢信康・檜山幸孝・喜多敏明・寺

澤捷年：手術を勧められた小児陰嚢水腫に対し漢方治療が有効であった一症例．第 58 回日本東洋医学会

学術総会  
   
朴 範鎭・古橋卓・香川隆英・宮崎良文：森林浴の生理的効果（7）-島根県飯南町のスギ壮齢人工林 を

事例として-．日本生理人類学会誌，12（1）第 56 回大会要旨集：98-99  
   
朴 範鎭・恒次祐子・森川岳・石井秀樹・古橋卓・平野秀樹・香川隆英・宮崎良文：森林浴の生理的効果

（5）-全国 24 ヶ所における森林浴実験から-．日本生理人類学会誌，12（1）第 56 回大会要旨集：48-49  
   
朴 範鎭・平野秀樹・香川隆英・宮崎良文：森林医学研究会 企画シンポジウム 4，森林セラピーの生理

的効果一全国 24 箇所の森林セラピー実験から－．日本衛生学会誌，62（2）：277-280  
   
佐々木秀典・安藤敏夫・國分 尚・渡辺 均：ペチュニアと近縁属の遺伝資源解析 －Petunia reitzii の
花色遺伝－．園芸学研究，6 巻別 1: 207  
   
関矢信康・檜山幸孝・並木隆雄・笠原裕司・地野充時・林 克美・小暮敏明・巽 武司・柴原直利・喜

多敏明・平崎能郎・寺澤捷年：防已黄耆湯の使用目標に関する一考察．第 58 回日本東洋医学会学術総会，

広島  
   
恒次祐子・朴 範鎭・石井秀樹・古橋卓・香川隆英・宮崎良文：森林浴の生理的効果（6）-高知県梼原町

清流沿いの広葉樹二次林を事例として-．日本生理人類学会誌，12（1）第 56 回大会要旨集：96-97  
   



恒次祐子・朴 範鎭・大前悦子・小田元樹・山下豊・宮崎良文：多点 NIRS による前頭前野 Hb 濃度を絶

対値計測－大型スクリーンによる視覚刺激を例として－．第 7 回日本光脳機能イメージング研究会, 抄録

集：8  
   
恒次祐子・宮崎良文：唾液中コルチゾール・免疫グロブリン A における安静時濃度と刺激時濃度変化量

との関係．日本生理人類学会誌，12（1）第 56 回大会要旨集：134-135  
   
和田美由紀・佐藤匡臣・野島 博: フルボ酸の施用がラッカセイの生育および収量に及ぼす影響. 日作紀，

76 巻（別１）：116-117  
   
山崎嘉子・草間国子・下島香南子・大森裕美・山田麻衣子・須田篤博・池上文雄・Fernand Lambein・
草間貞・渡辺和子：ニューロラチリズムモデルラットにおける運動神経細胞死の定量的解析．第 80 回日

本薬理学会年会．J. Pharmacol. Sci., 103 (suppl I)：237 
 

7. 計画・設計 
   なし 

 
8. 特許 
  
■  宮崎良文・香川隆英・安河内朗：森林の評価方法・特許第 3942186 号、独立行政法人森林総合研究

所・国立大学法人九州大学  
 

9. その他 
  
池上文雄：薬草を活用した健康づくり．柏市健康推進課推進員研修会  
   
池上文雄：自然がはぐくむ健康．第 34 回環境健康講演会  
   
池上文雄：漢方と薬膳．薬膳健康づくり研究会研修会  
   
池上文雄：薬草から築く健康．野田市東部公民館生涯学習講演会  
   
喜多敏明：エビデンス重視の処方解説．第 1 回柏の葉東洋医学研究会，2007, 1,柏  
   
喜多敏明：気・血・水の働きと不足病態．第 2 回柏の葉東洋医学研究会，2007, 2,柏  
   
喜多敏明：寒の病態．第 3 回柏の葉東洋医学研究会，2007, 3,柏  
   



喜多敏明：脳血管障害．第 4 回柏の葉東洋医学研究会，2007, 4,柏  
   
喜多敏明：『呼吸器疾患』の漢方治療，2007 漢方連続講座 in TSUKUBA，2007, 5,つくば  
   
喜多敏明：変形性膝関節症・高齢者の腰下肢痛．第 5 回柏の葉東洋医学研究会，2007, 5,柏  
   
喜多敏明：急性上気道炎・気管支喘息・慢性の咳と痰・アレルギー性鼻炎．第 6 回柏の葉東洋医学研究

会，2007, 6,柏  
   
喜多敏明：漢方医学の基礎知識／漢方医学の治療学．研修指導医のための漢方医学セミナー，2007, 6,
広島 
 


