第 65 回日本東洋医学会学術総会のご案内（第 5 報）
テーマ：アートの復権―人間的な医学・医療を求めて
第 65 回日本東洋医学会学術総会を下記の通り開催いたします。会員の皆様には、多数の演題のご応募とご参加を
お願い申し上げます。
第 65 回日本東洋医学会学術総会
会 頭 佐 藤 弘
新潟医療福祉大学 教授
東京女子医科大学 名誉教授
【会期】

2014 年 6 月 27 日（金）～6 月 29 日（日）

【会場】

東京国際フォーラム
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号

【ホームページ】 http://www.c-linkage.co.jp/65toyo/
【参加登録】
1) 参加費
区分

事前登録

当日登録

会員

13,000 円

15,000 円

非会員

14,000 円

16,000 円

学生

3,000 円

4,000 円

2）事前参加登録：2014 年 4 月 11 日（金）にて締切らせて頂きました。
※事前登録をされた方には、ネームカードを送付いたします。（5 月下旬頃）
【懇親会】
日時：2014 年 6 月 28 日（土）
会場：東京国際フォーラム B7
会費：10,000 円
【専門医制度の認定】
本学術総会は専門医制度の認定を受けております。点数は以下の通りです。
学術総会出席：20 点 学術総会発表：10 点

【演題募集】
Ⅰ.演題申込期間は終了いたしました。
Ⅱ.採否発表通知
採否・発表セッションの通知は、演題登録時に入力された E-mail アドレスに配信いたしました。
【口演発表者へのお願い】
1)発表 45 分前までに PC 受付にて発表データを提出し、必ず動作確認をして正常動作であることを
確かめてください。
2）発表データは USB フラッシュメモリーか CD-R にてご持参ください。
3）発表時刻の 15 分前までには「次演者席」にご着席ください。
4）発表時間は厳守していただくようお願いいたします。
5）演台上に設置しておりますマウスもしくはキーボードにて、ご自身でスライド操作をしてください。
6）患者個人情報に抵触する可能性のある内容は、患者あるいはその代理人からインフォームド・コンセント
を得た上で、患者個人情報が特定されないよう十分留意して発表してください。
個人情報が特定される発表は禁止します。
【学生発表募集について】
Ⅰ. 募集期間
申込期間は終了いたしました。
Ⅱ.セッション日時
2014 年 6 月 28 日（土） 13：00～14：00

展示会場（ホール B5（2））

Ⅲ.参加費
・団体に所属する方 2 名分の学会参加が無料になります。学会開催 1 週間前までに、代表者宛に学会の参加登録証
（ネームカード）を 2 枚送付します。団体に所属する方であれば、どなたがご参加いただいても結構です。
Ⅳ.会頭賞表彰式（閉会式）
・お申し込みいただきました「学生発表」の中から優秀な演題に「会頭賞」を授与いたします。表彰式は閉会式にて
行います。
Ⅴ.発表規定
1)臨床研究では、患者（被験者）の同意を得たもので、処方、療術技術などの治療内容が全て公開されることを
要します。
2)原則として発表内容や形式は自由です。
3)但し、以下のものは却下の対象となります。
※東洋医学とは関連のないもの
※医学常識上、問題のあるもの
4)抄録原稿の提出は不要です。（発表の概要を申込時にご記入いただきます）

Ⅵ.発表形式
・発表はポスター形式となり、座長による進行となります。
・発表日時等の詳細は、後日、連絡します。
・発表掲示スペースとして、幅 90cm×高さ 210cm のパネルを用意します。
【宿泊のご案内】
本学術総会ホームページよりお申込いただけます。詳細につきましては、第 65 回日本東洋医学会学術総会ホーム
ページ（http://www.c-linkage.co.jp/65toyo/）に掲載しておりますのでご覧ください。
【プログラム（予定）】
◆会頭講演

6 月 28 日（土） 11:10～12：10 「「治るということ」「治すということ」～人間的な医療を求めて」

座長：嶋田 豊（富山大学大学院医学薬学研究部 和漢診療学講座）
演者：佐藤 弘（新潟医療福祉大学・東京女子医科大学）
◆特別講演
特別講演 1 6 月 28 日（土） 14:00～15：30 「身心不二の叡智」
座長：佐藤 弘（新潟医療福祉大学・東京女子医科大学）
演者：玄侑 宗久（作家・福聚寺住職）
特別講演 2 6 月 29 日（日） 11:00～12：10 「それは祈りから始まった」
座長：佐藤 弘（新潟医療福祉大学・東京女子医科大学）
演者：岩田 誠（東京女子医科大学）
◆教育講演
教育講演 1 6 月 28 日（土） 15:30～16：30 「科学の彼方にあるもの 宗教の存在意義」
座長：杵渕 彰（青山杵渕クリニック）
演者：島薗 進（上智大学神学部 グリーフケア研究所）
教育講演 2 6 月 29 日（日） 13:30～14：30 「米国における補完代替医療の現状」
座長：伊藤 隆（東京女子医科大学 東洋医学研究所）
演者：安西 英雄（Anzai & Associates）
教育講演 3 6 月 29 日（日） 14:30～15：30 「新しい精神疾患分類と漢方」
座長：杵渕 彰（青山杵渕クリニック）
演者：神庭 重信（九州大学大学院医学研究院 精神病態医学分野）

◆シンポジウム
シンポジウム 1

6 月 28 日（土） 9：00～11：00 「東洋医学の発想と近代医学の最前線」

座長：高橋 秀実（日本医科大学 微生物学免疫学教室 同附属病院 東洋医学科）
演者：高橋 秀実（日本医科大学 微生物学免疫学教室 同附属病院 東洋医学科）
大山 陽子（鹿児島大学医学部・歯学部付属病院 検査部）
國澤 純（独立行政法人 医薬基盤研究所／東京大学医科学研究所）
早川 智（日本大学医学部 病態病理学系 微生物学分野）
シンポジウム 2

6 月 28 日（土） 9：00～11：00 「症例から考える日本漢方と中医学との接点」

座長：土方 康世（東洋堂 土方医院）
演者：菅沼 栄（日本医科大学 東洋医学科）
土方 康世（東洋堂 土方医院）
金子 幸夫（金子医院）
峯 尚志（峯クリニック）
矢数 芳英（東京医科大学病院 麻酔科）
シンポジウム 3

6 月 28 日（土）9：00～11：00 「日本鍼灸の特徴」

座長：形井 秀一（筑波技術大学保健科学部）
演者：形井 秀一（筑波技術大学保健科学部）
篠原 昭二（明治国際医療大学 鍼灸学部 基礎鍼灸学講座）
戸ヶ崎 正男（蓬治療所）
松本 毅（千葉大学環境健康フィールド科学センター）
シンポジウム 4

6 月 28 日（土）14：00～16：00 「生薬資源確保の諸問題」

座長：渡辺 賢治（慶應義塾大学）
川原 信夫（独立行政法人 医薬基盤研究所 薬用植物資源研究センター）
演者： 広中 隆志（広中内科クリニック東洋医学研究所）
金井 藤雄（株式会社金井藤吉商店）
渡辺 均（千葉大学環境健康フィールド科学センター）
加藤 一郎（株式会社ジュリス・キャタリスト）
追加発言：針ケ谷 哲也（医療法人社団 金匱会診療所）
シンポジウム 5

6 月 29 日（日）9：00～11：00 「リウマチ・膠原病の漢方治療最前線」

座長：大野 修嗣（大野クリニック）
演者：加島 雅之（熊本赤十字病院）
津田 篤太郎（JR 東京総合病院 リウマチ・膠原病科）
引網 宏彰（富山大学大学院医学薬学研究部 和漢診療学講座）
小暮 敏明（群馬中央総合病院 和漢診療科）

シンポジウム 6

6 月 29 日（日）9：00～11：00 「全人的にみた皮膚科治療」

座長：二宮 文乃（アオキクリニック）
演者：荒浪 暁彦（あらなみクリニック）
桜井 みち代（桜井医院）
近藤 亨子（東京女子医科大学 東洋医学研究所）
大竹 直樹（海岸通り皮ふ科）
岩下 みゆき（順天堂大学 総合診療科）
シンポジウム 7

6 月 29 日（日）9：00～11：00 「基礎と臨床の溝を埋める－十全大補湯について－」

座長：石毛 敦（横浜薬科大学薬学部漢方薬学科 漢方薬物学研究室）
演者：秋葉 哲生（あきば伝統医学クリニック）
河野 寛（山梨大学 第 1 外科）
済木 育夫（富山大学 和漢医薬学総合研究所 病態生化学分野）
地野 充時（千葉中央メディカルセンター 和漢診療科）
石毛 敦（横浜薬科大学薬学部漢方薬学科 漢方薬物学研究室）
シンポジウム 8

6 月 29 日（日）13：30～15：30 「認知症処方再考」

座長：山田 和男（東京女子医科大学 東医療センター精神科）
演者：井口 博登（神経科浜松病院）
岸 太郎（藤田保健衛生大学 精神神経科）
水上 勝義（筑波大学大学院 人間総合科学研究科）
矢部 武士（摂南大学薬学部薬学科）
シンポジウム 9

6 月 29 日（日）13：30～15：30「ポスト EBM の時代は来たのか‐エビデンスとアート-」

座長：津谷 喜一郎（東京大学大学院 薬学系研究科医薬政策学）
村松 慎一（自治医科大学地域医療学センター東洋医学部門）
演者：津谷 喜一郎（東京大学大学院 薬学系研究科医薬政策学）
小田口 浩（北里大学東洋医学総合研究所）
康永 秀生（東京大学大学院 医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学）
鶴岡 浩樹（日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科）
◆ワークショップ
ワークショップ 1

6 月 28 日（土）9：00～11：00 「癌領域における漢方治療の役割」

座長：林 明宗（神奈川県立がんセンター 脳神経外科）
演者：星野 惠津夫（がん研有明病院 漢方サポート科）
多羅尾 和郎（たらお内科・消化器科）
日向 須美子（北里大学 東洋医学総合研究所 臨床研究部）
渡邊 一幹（渡邊醫院）
田中 一（きのくに漢方クリニック）
関 義信（新潟県立新発田病院）

ワークショップ 2

6 月 28 日（土）14：00～16：00 「難渋した症例」

座長：花輪 壽彦（北里大学 東洋医学総合研究所）
演者：野上 達也（富山大学大学院医学薬学研究部 和漢診療学講座）
並木 隆雄（千葉大学大学院医学研究院和漢診療学）
村松 慎一（自治医科大学 地域医療学センター 東洋医学部門）
鈴木 邦彦（北里大学 東洋医学総合研究所）
丹村 敏則（愛知県厚生連知多厚生病院）
清水 正彦（清水医院）
ワークショップ 3

6 月 28 日（土）15：30～17：30 「心身一如が効を奏した症例」

座長：小菅 孝明（医療法人ＫＭＧ小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター）
演者：品川 隆（日立製作所日立横浜医院）
大平 征宏（東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病・内分泌・代謝センター）
寺師 碩甫（医療法人社団 玄和堂診療所）
黒川 貴代（東京女子医科大学 東洋医学研究所）
喜多 敏明（辻仲病院 柏の葉漢方未病治療センター）
ワークショップ 4

6 月 29 日（日）9：00～10：30 「湯液と鍼灸の併用を考える」

座長：伊藤 剛（北里大学 東洋医学総合研究所）
蛯子 慶三（東京女子医科大学 東洋医学研究所）
演者：伊藤 剛（北里大学 東洋医学総合研究所）
三潴 忠道（福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座）
蛯子 慶三（東京女子医科大学 東洋医学研究所）
廣田 薫（日本医科大学付属病院 東洋医学科）
特別発言：小俣 浩（埼玉医科大学 東洋医学センター）
ワークショップ 5

6 月 29 日（日）10：30～12：00 「地域医療における漢方治療の役割」

座長：盛岡 頼子（成城漢方内科クリニック・東京女子医科大学 東洋医学研究所）
演者：清水 輝記（医療法人 東洋病院）
田澤 寛子（医療法人社団真養会 田沢医院）
岡部 竜吾（伊那市国保美和診療所）
溝部 宏毅（岩手県立高田病院）
◆Basic Seminar
※本セミナーは、漢方医学の基本、幅広い領域の漢方治療ならびに生薬薬理・服薬指導などを、
漢方初心者の方でも習得できる企画となっております。
Basic seminar1 漢方総論

6 月 28 日（土）8：30～9：20

演者：秋葉 哲生（あきば伝統医学クリニック）
Basic seminar2 医史学

6 月 28 日（土）9：20～10：10

演者：小曽戸 洋（北里大学東洋医学総合研究所 医史学研究部）

Basic seminar3 呼吸器

6 月 28 日（土）10：10～11：00

演者：伊藤 隆（東京女子医科大学 東洋医学研究所）
Basic seminar4 生薬薬理/服薬指導

6 月 28 日（土）13：30～14：20

演者：田代 眞一（病態科学研究所）
Basic seminar5 消化器

6 月 28 日（土）14：20～15：10

演者：及川 哲郎（北里大学東洋医学総合研究所 臨床研究部）
Basic seminar6 神経内科 6 月 28 日（土）15：10～16：00
演者：寺澤 捷年（千葉中央メディカルセンター 和漢診療科）
Basic seminar7 皮膚科

6 月 28 日（土）16：00～16：50

演者：荒浪 暁彦（あらなみクリニック）
Basic seminar8 外科一般 6 月 28 日（土）16：50～17：40
演者：今津 嘉宏（芝大門いまづクリニック）
Basic seminar9 整形外科 6 月 29 日（日）8：30～9：20
演者：八代 忍（大田原中央クリニック）
Basic seminar10 婦人科

6 月 29 日（日）9：20～10：10

演者：石野 尚吾（医療法人社団香雲会 石野医院）
Basic seminar11 精神科 6 月 29 日（日）10：10～11：00
演者：山田 和男（東京女子医科大学 東医療センター 精神科）
Basic seminar12 内分泌代謝

6 月 29 日（日）11：00～11：50

演者：福澤 素子（表参道福澤クリニック）
Basic seminar13 耳鼻咽喉科 6 月 29 日（日）13：30～14：20
演者：斉藤 晶（埼玉社会保険病院 耳鼻咽喉科）
Basic seminar14 小児科

6 月 29 日（日）14：20～15：10

演者：和田 惠美子（前 東京女子医科大学 東医療センター 小児科）

◆伝統医学臨床セミナー 6 月 27 日（金）16：30～18：30 「「診療のこつ」：ここがポイント ベテラン医師に聞く」
座長：稲木 一元（青山稲木クリニック）
杵渕 彰（青山杵渕クリニック）
演者：松田 邦夫（松田医院）
二宮 文乃（アオキクリニック）
中川 良隆（中川内科医院）
本間 行彦（医療法人社団北大前クリニック）
◆日韓シンポジウム 6 月 28 日（土）9：00～11：00
座長：小田口 浩（北里大学 東洋医学総合研究所）
金 成俊（横浜薬科大学 漢方薬学科 漢方治療学研究室）
演者：尹英珠（釜山大学校 韓医学専門大学院）
並木 隆雄（千葉大学大学院医学研究院和漢診療学）

◆医師のための鍼灸セミナー 6 月 28 日（土）9：00～11：00
座長：山口 智（埼玉医科大学 東洋医学センター）
演者：内田 さえ（東京都健康長寿医療センター研究所 自律神経機能研究室）
安野 富美子（東京有明医療大学 保健医療学部鍼灸学科）
◆特別セッション「新専門医制度について」専門医制度委員会 6 月 28 日（土）16：55～17：55
座長：福澤 素子（表参道福澤クリニック）
演者：千田 彰一（香川大学）
◆指導医講習会

6 月 28 日（土）15：30～16：30／ 6 月 29 日（日）8：30～9：30

オーガナイザー：福澤 素子（表参道福澤クリニック）
◆利益相反（COI）講習会
座長：小野 孝彦

6 月 28 日（土）16：30～17：30 「利益相反の現状と今後」
（国際医療福祉大学熱海病院 腎臓内科・漢方内科）

演者：久永 明人（医療法人社団 ひのき会証クリニック併設 和漢診療研究所）
◆JLOM 活動報告会

6 月 29 日（日）9：30～11：00 「国際化について」

座長：小田口 浩（北里大学東洋医学総合研究所）
東郷 俊宏（東京有明医療大学保健医療学部）
演者：東郷 俊宏（東京有明医療大学）
安井 廣迪（安井医院）
矢久保 修嗣（日本大学）
渡辺 賢治（慶應義塾大学）

◆論文を投稿しよう 2014 ～新英文誌創刊～

6 月 29 日（日）11：00～12：00

座長：伊藤 隆（東京女子医科大学 東洋医学研究所）
及川 哲郎（北里大学 東洋医学総合研究所）
演者：及川 哲郎（北里大学 東洋医学総合研究所）
柴原 直利（富山大学和漢医薬学総合研究所 漢方診断学分野）
◆日本臨床漢方医会 6 月 28 日（土）14：00～15：30
オーガナイザー：石野 博嗣（石野医院）
◆市民公開講座 6 月 29 日（日）13：30～15：30 （共催：日本漢方生薬製剤協会）
演者：三浦 於菟（吉祥寺東方医院）
神田 香織（講談師）
◆ランチョンセミナー
◆サテライトシンポジウム
◆一般演題（口演）
◆学生セッション（ポスター）
【撮影予定プログラム（予定）】
※下記プログラムを撮影録画し DVD にて販売を予定しております。
会頭講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、ワークショップ、Basic Seminar、医学伝統臨床セミナー、
医師のための鍼灸セミナー 他
【問い合せ先（運営事務局）】
〒102-0075
東京都千代田区三番町 2 番地 三番町 KS ビル
株式会社コンベンションリンケージ内
TEL: 03-3263-8688 FAX: 03-3263-8693 E-mail: 65toyo@c-linkage.co.jp

