
第 70回日本東洋医学会学術総会 開催概要（第 4報） 

テーマ：伝統の継承と近未来へのチャレンジ 

 

［会 頭］花輪 壽彦（北里大学東洋医学総合研究所 名誉教授・名誉所長） 

 

［会 期］2019年 6月 28日（金）～30日（日） 

 

［会 場］京王プラザホテル（〒160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1） 

 

［ホームページ］http://convention.jtbcom.co.jp/70jsom/ 

 

［参加登録］ 

区分 当日登録 

会 員 15,000円 

非会員 16,000円 

学 生 4,000円 

※学生は学部学生に限ります。（大学院生は含まれません） 

［懇親会］ 

日程：6月 29日（土） 19:00～21:00 

会場：京王プラザホテル（東京） 5階 エミネンス 

会費：15,000円（事前・当日登録） 

 

★70回総会の新しい試み★ 

 

ポスターディスカッションタイム 

   一般演題（ポスター発表）の公式発表時間以外に、今回はディスカッションタイムを設けていま

す。ビールなど飲み物を片手にポスター会場で自由にディスカッションし、会員同士の交流を深め

る機会にしていただければと思います。強制ではありませんが、特に演者の皆様はぜひポスター会

場に足をお運びいただければ幸いです。 

    日時：6月 29日（土）夕方～懇親会開始前まで 

    会場：ポスター会場 

 

  インタラクティブセッション 

   いくつかのテーマについて、会場の参加者と演壇上の講演者がスマートフォンを用いて「双方

向」にディスカッションできる機会を考えています。 

 

電子抄録サービス（アプリ） 

   演題検索やスケジュール登録ができる電子抄録サービスをご利用いただけます。 

   聴講したいセッションや演題を検索し、ご自身のスケジュールを登録することで、学会期間中の  

   オリジナル予定表が作成できます。アプリ開封パスワードのご案内は、講演要旨集に掲載いたし

ます。アプリ利用開始は、総会開催 2週間前を予定しております。 

 

展示コーナー「五感で楽しむ東洋医学」～北里大学東洋医学総合研究所の軌跡と共に～ 

47階「あおぞら」に展示コーナーを用意させていただきました。ご自由に閲覧ください。 

  



 

［事前参加登録をされた方へ］ 

事前登録をされた方には、6 月初旬頃にネームカードを送付いたします。 

 

［ランチョンセミナー事前申込について］ 

オンライン申込開始は、5 月中旬を予定しております。 

詳細は学術総会ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。 

 

なお、ランチョンセミナーオンライン申込のご案内については、クレジットカードにて事前参加登録を

された方はメールにて、郵便振替にて登録をされた方は、郵送にてお送りいたします（ゴールデンウィ

ーク明けの週にご案内予定）。 

 

［講演要旨集］ 

講演要旨集は、日本東洋医学会会員へ 6月初旬頃に送付いたします。会員以外の方および追加で講演 

要旨集の事前送付を希望される方のみお申込み下さい（1冊 2,000円）。購入後の返金はできませんの 

で予めご了承ください。 

 

［宿泊のご案内］  

株式会社 JTB横浜支店がご案内いたします。詳細につきましては、第 70回日本東洋医学会学術総会 

ホームページ（http://convention.jtbcom.co.jp/70jsom/）に掲載しておりますので、ご覧ください。 

＜お申込みとお問い合わせ先＞ 

 株式会社 JTB横浜支店 第 70回日本東洋医学会学術総会 宿泊デスク 

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 3-29-1 第 6安田ビル 6階  

TEL：045-316-4602 FAX：045-316-5701 E-mail：jtb_convention@jtb.com 

営業時間：9:30～17:30（土日祝 休業）  

 

［専門医の認定］ 

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 

・医療倫理・医療安全講習会出席：5点（学術総会内に開催されます。） 

 

［取得単位］ 

・日本医師会生涯教育単位： 

2016年 4月より、1日の取得単位の上限はなくなりました。申告方法・カリキュラム 

コード等につきましては、「日本医師会生涯教育 on-line」ホームページにてご確認ください。 

・日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師または漢方・生薬認定薬剤師研修単位： 

各日 3単位(合計 9単位)  

 

［演題登録］ 

一般演題、公募ワークショップ、学生発表の登録期間は終了いたしました。 

採択演題は学術総会ホームページに掲載しております。 

  



［発表形式］ 

一般演題はポスター（フリートーク形式）、公募ワークショップおよび学生発表は口演（パソコン）で

す。公募ワークショップは、1 演題につき発表 10 分、最後に総合討論あり（予定）、学生発表は 1 演題

につき発表 7分、討論 3分です。 

シンポジウムなどの発表時間は各講演にて異なりますので、シンポジウム企画者からのご案内等で 

ご確認ください。 

 

・ポスター規定（一般演題の方） 

一般演題でご発表される方は、以下のスケジュールをご確認の上、指定された時間内にポスターの 

貼付・撤去を行ってください。撤去時間以降に残されたポスターは、学会終了後、運営事務局にて廃棄 

処分させていただきますのでご注意ください。 

 ※公式発表時間以外に、ディスカッションタイム（6月 29日（土）夕方～懇親会開始前まで） 

  を設けています。 

 

ポスター作成要領（右図参照） 

 パネルサイズ：縦 210㎝×横 90㎝ 

 ポスターの貼付スペース：縦 190cm×横 90㎝ 

 

演題名・発表者名・所属は、パネル上方の演題番号の横に 

縦20cm×横70cmでおさまるようにご自身でご準備ください。 

演題番号と画鋲は、事務局で準備いたします。 

演者受付は不要です。セッション開始前までに、ご自身 

のポスターパネルの前で待機してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポスター貼付 

（演題 No.奇数・偶数共通） 

発表日 

（フリートーク）※ 

ポスター撤去 

（演題 No.奇数・偶数共通） 

6月 29日（土） 

8:20～10:20 

演題 No.奇数： 

6月 29日（土）13:15～14:15 6月 30 日（日） 

15:30～16:30 演題 No.偶数： 

6月 30日（日）13:30～14:30 

210㎝ 190㎝ 



［利益相反（COI）事項の開示］ 

第 70回学術総会の演題発表に際し、本学会の「医学研究の利益相反（COI）に関する指針」の細則に従

い、利益相反（COI）状態の有無に関わらず以下の 2つの申告が必要です。 

1) 共同演者を含む全演者の利益相反（COI）申告書（様式 1-1）の提出 

2) 筆頭演者は、演題発表時に共同演者を含む全演者の「利益相反（COI）開示（様式 3-Aまたは 3-B）」

の表示 

なお、利益相反に関する規定及び各種様式は、以下の日本東洋医学会 WEB サイトに掲載しております

のでご利用ください。  

※平成 29年（2017年）12月 13 日に規定が更新されておりますので必ずご確認ください。 

（【日本東洋医学会利益相反(COI)規定ページ】http://www.jsom.or.jp/about/rieki.html ） 

 

［プログラム］（予定） 

※確定プログラムは、学術総会ホームページおよび講演要旨集等でご確認ください。 

 

＜会頭講演＞ 「漢方の「小成」から「大成」をめざそう！」 6月 29日（土）11：00-11：50 

  座長  石野 尚吾(北里大学東洋医学総合研究所) 

演者  花輪 壽彦(北里大学東洋医学総合研究所) 

   

＜特別講演 1＞ ｢暗黙知と形式知」    6月 28日（金）17：00-18：00 

座長 小田口 浩(北里大学東洋医学総合研究所) 

演者 野中 郁次郎(一橋大学 名誉教授) 

 

＜特別講演 2＞ ｢合気道とは」     6月 29日（土） 9：00-10：00 

  座長 花輪 壽彦(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 植芝 守央(合気道 道主)  

    

＜特別講演 3＞ ｢日本の医療の過去・現在・未来」   6月 29日（土）14：20-15：20 

  座長 花輪 壽彦(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 松本 吉郎(日本医師会常任理事)  

 

＜教育講演＞ ｢令和版『医界之鉄椎』〜日本漢方、五つの作法〜」6月 29日（土）14：20-15：20 

  座長 中田 敬吾(医療法人聖光園 細野診療所) 

  演者 秋葉 哲生(あきば伝統医学クリニック) 

 

＜招待講演 1＞ ｢AI、IoT、Big Dataが繋ぐ東洋医学と西洋医学」 6月 29日（土）10：00-11：00 

  座長  小田口 浩(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 水野 正明(名古屋大学先端医療開発部 先端医療・臨床研究支援センター) 

 

＜招待講演 2＞ ｢Kampo in Europe: Current Situation and Challenges for the Future」 

      6月 29日（土）15：20-16：20 

  座長 及川 哲郎(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 Bernd Kostner(Austrian Society of Oriental Medicine) 

 

http://www.jsom.or.jp/about/rieki.html
http://www.jsom.or.jp/about/rieki.html


＜招待講演 3＞ ｢Implementation of WHO TM strategy 2014-2023」 6月 30日（日）11：10-12：10 

  座長 伊藤 隆(東京女子医科大学 東洋医学研究所) 

  演者 Zhang Qi(World Health Organization) 

 

＜招待講演 4＞ ｢医療制度を取り巻く現状と課題」   6月 30日（日）11：10-12：10 

  座長  佐藤 弘(新潟医療福祉大学) 

演者 古元 重和(厚生労働省 保険局医療課 企画官) 

 

＜シンポジウム＞ 

 教育シンポジウム 「漢方医学教育の現状と課題｣  6月 29日（土） 9：00-11：00 

  座長 新井 信(東海大学医学部専門診療学系 漢方医学) 

   松田 隆秀(聖マリアンナ医科大学 総合診療内科) 

  演者 高山 真(東北大学病院)  

   石上 友章(横浜市立大学) 

   矢久保 修嗣(明治薬科大学) 

   飯塚 徳男(山口総合健診センター) 

 

標準化シンポジウム 「漢方診察法の標準化について｣ 6月 29日（土）16：50-18：35 

  座長 小田口 浩(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 新井 信(東海大学医学部専門診療学系 漢方医学) 

   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) 

   嶋田 豊(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) 

   花輪 壽彦(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) 

   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) 

 

医史学シンポジウム 「現代漢方を揺るがす新出資料の発見」 

       6月 30日（日） 9：00-11：00 

 1部：中国新出土資料－中国医学成立の真相－ 

  座長 武田 時昌(京都大学人文科学研究所東方研究部科学史研究室) 

   郭 秀梅(順天堂大学医史学研究室) 

  演者 真柳 誠(茨城大学) 

   猪飼 祥夫(猪飼鍼灸)  

   宮川 浩也(みやかわ温灸院) 

2部：日本新出資料－日本漢方の種々相－ 

  座長 山崎 正寿(漢方京口門診療所) 

   町 泉寿郎(二松學舍大学) 

  演者 小曽戸 洋(北里大学客員教授) 

   星野 卓之(北里大学東洋医学総合研究所 医史学研究部) 

   渡辺 浩二(渡辺産婦人科) 

 

 



鍼灸シンポジウム 1 「経絡・経穴とは何か？－その科学的アプローチ－｣ 

       6月 29日（土）14：20-16：20 

  座長 伊藤 剛(北里大学東洋医学総合研究所) 

   若山 育郎(関西医療大学保健医療学部) 

  演者 川喜田 健司(明治国際医療大学) 

   堀田 晴美(東京都健康長寿医療センター研究所) 

   山本 高穂(NHK科学・環境番組部) 

   木村 友昭(東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科) 

   伊藤 剛(北里大学東洋医学総合研究所) 

    

鍼灸シンポジウム 2 「現代医療における鍼灸のこれからの役割｣ 

       6月 30日（日）14：30-16：30 

  座長 形井 秀一(筑波技術大学、伝統鍼灸学会) 

   久光 正(昭和大学、全日本鍼灸学会) 

  演者 山下 仁(森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科) 

   山口 智(埼玉医科大学東洋医学科) 

   高山 真(東北大学病院・漢方内科) 

   高橋 秀実(日本医科大学) 

   形井 秀一(筑波技術大学、伝統鍼灸学会) 

 

生薬シンポジウム 「漢方薬利用の近未来～最近の研究成果を踏まえて～｣ 

       6月 30日（日）14：30-16：30 

  座長 合田 幸広(国立医薬品食品衛生研究所) 

   袴塚 高志(国立医薬品食品衛生研究所) 

  演者 袴塚 高志(国立医薬品食品衛生研究所) 

   白畑 辰弥(北里大学薬学部生薬学教室) 

   日向 須美子(北里大学東洋医学総合研究所) 

   鍋島 茂樹(福岡大学病院総合診療部) 

   小田口 浩(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

養生シンポジウム 「養生を知り、現代に活かす」 ※市民公開講座 

       6月 30日（日）14：30-16：30 

  座長 小林 義典(北里大学薬学部生薬学教室) 

   早崎 知幸(慶友会 吉田病院) 

  演者 麥谷 邦夫(京都大学) 

   瀧澤 利行(茨城大学大学院教育学研究科) 

   町 泉寿郎(二松學舍大学) 

   伊藤 隆(東京女子医科大学 東洋医学研究所) 

  



 

＜公募ワークショップ＞ 

「漢方薬の新しい臨床応用 ～伝統を継承しつつチャレンジングに使う～｣ 

       6月 29日（土）15：20-16：50 

        座長 井齋 偉矢(医療法人徳洲会 日高徳洲会病院、サイエンス漢方処方研究会) 

   貝沼 茂三郎(九州大学大学院医学研究院地域医療教育ユニット) 

 

＜セミナー＞ 

伝統医学セミナー1部「現代漢方医学の礎を築いた北里の先達たち」 

       6月 28日（金）14：10-17：00 

 進行 金 成俊(横浜薬科大学漢方薬学科 漢方治療学研究室) 

  星野 卓之(北里大学東洋医学総合研究所 医史学研究部) 

  演者 花輪 壽彦(北里大学東洋医学総合研究所) 

   矢数 芳英(温知堂 矢数医院) 

   相澤 良(日本伝統医学研修センター) 

 

伝統医学セミナー2部「岡部素道先生の鍼灸の実際（実技）」 6月 28日（金）17：00-18：00 

 進行 周防 一平(北里大学東洋医学総合研究所 医史学研究部) 

  演者 相澤 良(日本伝統医学研修センター) 

 

漢方入門セミナー1  「漢方の診察法」   6月 29日（土） 9：00- 9：30 

  座長 及川 哲郎(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 鈴木 邦彦(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

漢方入門セミナー2  「刻み生薬（煎じ薬）の調剤と服薬指導」6月 29日（土） 9：30-10：00 

  座長 鈴木 邦彦(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 緒方 千秋(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

漢方入門セミナー3  「消化器疾患の漢方治療」  6月 29日（土）10：00-10：30 

  座長 緒方 千秋(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 星野 卓之(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

漢方入門セミナー4  「喘息の漢方治療を整理する」 6月 29日（土）10：30-11：00 

  座長 星野 卓之(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 福田 知顕(医療法人親仁会 米の山病院) 

 

漢方入門セミナー5  「循環器疾患の漢方治療」  6月 29日（土）14：20-14：50 

  座長 五野 由佳理(北里大学医学部総合診療医学) 

  演者 伊東 秀憲(北里大学東洋医学総合研究所) 

  



 

漢方入門セミナー6  「頭痛の漢方治療」   6月 29日（土）14：50-15：20 

  座長 伊東 秀憲(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 五野 由佳理(北里大学医学部総合診療医学) 

 

漢方入門セミナー7  「漢方医になると皮膚科も診る」 6月 29日（土）15：20-15：50 

  座長 五野 由佳理(北里大学医学部総合診療医学) 

  演者 望月 良子(桜十字福岡病院) 

 

漢方入門セミナー8 「生薬の効能と証を結びつけて選択する腰痛症の漢方治療」 

       6月 29日（土）16：05-16：35 

  座長 望月 良子(桜十字福岡病院) 

  演者 八代 忍(大田原中央クリニック) 

 

漢方入門セミナー9  「産婦人科」   6月 29日（土）16：35-17：05 

  座長 八代 忍(大田原中央クリニック) 

  演者 森 裕紀子(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

漢方入門セミナー10  「精神科領域における漢方処方」 6月 29日（土）17：05-17：35 

  座長 森 裕紀子(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 蒲生 裕司(こころのホスピタル町田) 

 

漢方入門セミナー11  「内分泌代謝疾患」   6月 30日（日） 9：00- 9：30 

  座長 蒲生 裕司(こころのホスピタル町田) 

  演者 有島 武志(医療法人宝有会 ありしま内科) 

 

漢方入門セミナー12  「耳鼻科診療に役立つ漢方」  6月 30日（日） 9：30-10：00 

  座長 有島 武志(医療法人宝有会 ありしま内科) 

  演者 石毛 達也(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

漢方入門セミナー13  「小児の漢方治療」   6月 30日（日）10：00-10：30 

  座長 石毛 達也(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 堀田 広満(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

漢方入門セミナー14  「認知症診療と漢方」  6月 30日（日）10：45-11：15 

  座長 堀田 広満(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 川鍋 伊晃(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

漢方入門セミナー15  「がん・緩和医療」   6月 30日（日）11：15-11：45 

  座長 川鍋 伊晃(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 早崎 知幸(慶友会 吉田病院) 

  



 

医師のための鍼灸セミナー1 「鍼入門講座」  6月 29日（土） 9：00- 9：35 

  座長 柳澤 紘(クリニックやなぎさわ) 

  演者 石原 武(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

医師のための鍼灸セミナー2 「鍼応用講座」  6月 29日（土） 9：40-10：15 

  座長 伊藤 剛(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 伊東 秀憲(北里大学東洋医学総合研究所) 

 

医師のための鍼灸セミナー3 「灸治療講座」  6月 29日（土）10：20-11：00 

  座長 天野 陽介(日本医学柔整鍼灸専門学校) 

  演者 宮川 浩也(みやかわ温灸院) 

 

医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー1 「経絡治療」  6月 30日（日） 9：00- 9：40 

  座長 小山 基(北里大学東洋医学総合研究所) 

  演者 岡田 明三(経絡治療学会) 

 

医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー2 「経筋治療の基礎と実際」 

       6月 30日（日） 9：45-10：25 

  座長 髙士 将典(東海大学医学部付属病院 診療部 東洋医学科) 

  演者 篠原 昭二(九州看護福祉大学) 

 

医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー3 「現代鍼灸治療」 6月 30日（日）10：35-11：15 

  座長 蛯子 慶三(東京女子医科大学 東洋医学研究所) 

  演者 粕谷 大智(東京大学医学部附属病院 リハビリテーション部鍼灸部門) 

 

医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー4 「中医鍼灸」  6月 30日（日）11：20-12：00 

  座長 安井 廣迪(日本 TCM研究所 安井医院) 

  演者 河原 保裕(埼玉県鍼灸師会) 

 

漢方薬剤師セミナー     6月 30日（日）11：00-12：10 

  座長 小林 義典(北里大学薬学部生薬学教室) 

  演者 佐橋 佳郎(北里大学東洋医学総合研究所) 

   津田 篤太郎(聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター) 

    

  



＜学会本部企画＞ 

生薬原料委員会「ライブ生薬原料委員会」   6月 29日（土） 9：00-11：00 

 座長  三谷 和男(奈良県立医科大学・医)三谷ファミリークリニック) 

 座長・指定発言 山岡 傳一郎(愛媛県立中央病院 漢方内科) 

 指定発言 佐橋 佳郎(北里大学東洋医学総合研究所) 

   渡辺 均(千葉大学 環境健康フィールド科学センター) 

 委員  浅間 宏志(株式会社ウチダ和漢薬 製造部) 

   池上 文雄(千葉大学 環境健康フィールド科学センター) 

   岩渕 篤敬(東京医科大学病院 健診予防医学センター) 

   高橋 京子(大阪大学共創機構 総合学術博物館 大学院薬学研究科) 

   安井 廣迪(安井医院) 

 アドバイザー 後藤 一寿(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構) 

   姜 東孝(株式会社栃本天海堂) 

   森 寛敬(農林水産省中国四国農政局香川県拠点) 

 

編集委員会「東洋医学論文をいかに書くべきか？」  6月 29日（土）14：00-15：00 

 座長  植田 圭吾(岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 総合診療医学講座) 

 演者  貝沼 茂三郎(九州大学大学院 医学研究院 地域医療教育ユニット) 

 追加発言 天野 陽介(日本医学柔整鍼灸専門学校) 

 

用語委員会「用語及び病名分類委員会・JLOM報告会」 

 6月 29日（土）14：20-16：20 

 座長 伊藤 隆(東京女子医科大学 東洋医学研究所) 

  並木 隆雄(千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学) 

 ICD-11 

 演者 矢久保 修嗣(明治薬科大学 臨床漢方研究室) 

  斉藤 宗則(明治医療大学 基礎鍼灸学講座) 

 ISO 

 演者 伊藤 隆(東京女子医科大学 東洋医学研究所) 

  新井 一郎(日本薬科大学 薬学部) 

  形井 秀一(筑波技術大学、伝統鍼灸学会) 

  並木 隆雄(千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学) 

 

健康保険担当委員会「日本の保険制度の中での漢方の維持」 6月 29日（土）16：20-18：20 

 座長 金倉 洋一(かなくらレディスクリニック) 

  玉嶋 貞宏(玉嶋血液内科/漢方診療所) 

 演者 松本 吉郎(日本医師会) 

  浅野 健一(フリージャーナリスト、元同志社大学大学院)  

  河野 義行 

  赤瀬 朋秀(日本経済大学大学院 経営学研究科) 

 

  



医療安全委員会「漢方薬の副作用に関するシンポジウム」 6月 30日（日） 9：00-11：00 

 座長 田原 英一(飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科) 

  地野 充時(千葉中央メディカルセンター 和漢診療科) 

 演者 中島 正光(広島国際大学薬学部 生薬漢方診療学) 

  五野 由佳理(北里大学 医学部総合診療医学) 

  萬谷 直樹(ベイサイドクリニック) 

  永田 豊(諏訪中央病院 東洋医学科) 

  牧野 利明(名古屋市立大学大学院薬学研究科 生薬学分野) 

 

提言書検討委員会「がんの支持療法としての漢方の役割とエビデンス」 

       6月 30日（日） 9：00-11：00 

 座長 石田 和之(日産厚生会玉川クリニック・東京女子医科大学東洋医学研究所) 

  木村 容子(東京女子医科大学東洋医学研究所) 

 演者 上園 保仁(国立研究開発法人 国立がん研究センター研究所 

         がん患者病態生理研究分野) 

  元雄 良治(金沢医科大学医学部 腫瘍内科学講座・ 

           金沢医科大学病院 集学的がん治療センター) 

  西内 崇将(香川大学医学部臨床腫瘍学講座) 

 

学術教育委員会「学生セッション」   6月 30日（日）13：30-16：00 

 座長 喜多 敏明(辻仲病院柏の葉 漢方未病治療センター) 

  福沢 嘉孝(愛知医科大学 先制・統合医療包括センター) 

 

国際委員会「日韓学術交流シンポジウム」   6月 30日（日）13：40-15：00 

 座長 関 隆志(涌谷町国民健康保険病院) 

  金 榮哲(大韓韓医学会) 

 演者 津田 篤太郎(聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター) 

  加島 雅之(熊本赤十字病院 総合内科) 

  Gyooyong Chi(Dept. of KM Pathology, College of Korean Medicine,  

     Dongeui University, Republic of Korea) 

  Jun-Sang Yu(Sangji University, Korea) 

 

国際委員会「伝統医学の世界における実績」  6月 30日（日）15：00-16：40 

 座長 小川 恵子(金沢大学附属病院 漢方医学科) 

  Zhang Qi(World Health Organization)   

 演者 Bernd Kostner(Austrian Society of Oriental Medicine)   

  宮内 雄史(国際社会貢献センター)   

  柳川 俊之(フリー)   

  Iman Majd(University of Washington, Department of Family Medicine) 

 

 

  



・医療倫理・医療安全講習会 

① 6月 28日（金）12：20-13：20 

② 6月 28日（金）13：25-14：25 

③ 6月 28日（金）14：30-15：30 

④ 6月 28日（金）15：35-16：35 

⑤ 6月 29日（土） 9：00-10：00 

⑥ 6月 29日（土）14：20-15：20 

⑦ 6月 30日（日）10：00-11：00 

⑧ 6月 30日（日）14：30-15：30 

⑨ 6月 30日（日）15：35-16：35 

※①～⑨は同じ内容です。 

※途中入場はできません。 

※途中退場すると受講単位・更新点数は付与されません。 

 

・指導医講習会 

① 6月 29日（土）15：25-16：25 

② 6月 30日（日） 8：00- 9：00 

※①～②は同じ内容です。 

 

・専攻医のための説明会 

① 6月 29日（土）10：05-11：05 

② 6月 30日（日）11：05-12：05 

※①～②は同じ内容です。 

 

＜共催シンポジウム・共催セミナー＞ 

・スポンサードシンポジウム 1 6月 29日（土） 9：00-11：00 （共催：クラシエ薬品株式会社） 

・スポンサードシンポジウム 2 6月 30日（日） 9：00-11：00 （共催：株式会社ツムラ） 

・ランチョンセミナー1 6月 29日（土）12：00-13：00 （共催：株式会社ツムラ） 

・ランチョンセミナー2 6月 29日（土）12：00-13：00 （共催：小林製薬株式会社） 

・ランチョンセミナー3 6月 29日（土）12：00-13：00 （共催：セイリン株式会社） 

・ランチョンセミナー4 6月 29日（土）12：00-13：00 （共催：大杉製薬株式会社） 

・ランチョンセミナー5 6月 29日（土）12：00-13：00 （共催：株式会社日本漢方新薬） 

・ランチョンセミナー6 6月 30日（日）12：20-13：20 （共催：クラシエ薬品株式会社） 

・ランチョンセミナー7 6月 30日（日）12：20-13：20 （共催：小太郎漢方製薬株式会社） 

・ランチョンセミナー8 6月 30日（日）12：20-13：20 （共催：明志株式会社） 

・ランチョンセミナー9 6月 30日（日）12：20-13：20 （共催：大塚製薬株式会社） 

 

＜一般演題（ポスター発表）＞ 

 

［問い合せ先］第 70回日本東洋医学会学術総会 運営事務局 

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13階 

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部内 

TEL：03-5657-0775 FAX：03-3452-8550  E-mail：70jsom@jtbcom.co.jp 


