
【プ ロ グ ラ ム】 
 

◆特別講演 

  １．座長：寺澤捷年（千葉中央メディカルセンター和漢診療科） 

    講師：小曽戸洋（北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部 部長） 

 

  ２．座長：山田陽城（北里大学北里生命科学研究所） 

    講師：河野 透（旭川医科大学外科学講座消化器病態外科学分野 准教授） 

 

  ３．座長：門脇 真（富山大学和漢医薬学総合研究所） 

    講師：尾崎 博（東京大学大学院農学生命科学研究科 教授） 

 

◆学会賞受賞講演 

◆学会貢献賞受賞講演 

◆学会奨励賞受賞講演 

◆シンポジウム 

  １．和漢医薬学とがん 

    オーガナイザー（座長）：林  明宗（神奈川県立がんセンター） 

                日向須美子（北里大学東洋医学総合研究所） 

 

             演者：林  明宗（神奈川県立がんセンター） 

                元雄 良治（金沢医科大学腫瘍内科学部門） 

                済木 育夫（富山大学和漢医薬学総合研究所） 

                日向須美子（北里大学東洋医学総合研究所） 

 

  ２．医療薬学で実践する和漢薬研究 

    オーガナイザー（座長）：本間 真人（筑波大学） 

                赤瀬 朋秀（済生会横浜市東部病院） 

 

             演者：赤瀬 朋秀（済生会横浜市東部病院薬剤部） 

                竹田 秀一（株式会社ツムラ 信頼性保証本部） 

                中村 智徳（群馬大学大学院医学系研究科臨床薬理学分野） 

                杉山  清（星薬科大学薬学部薬動学教室） 

                本間 真人（筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床薬剤学） 

 

  ３．和漢医薬学と免疫 

    オーガナイザー（座長）：高橋 秀実（日本医科大学） 

                清原 寛章（北里大学北里生命科学研究所） 

 

             演者：小暮 敏明（群馬中央病院和漢診療科）  

                高橋 秀実（日本医科大学微生物学・免疫学） 

                清原 寛章（北里大学北里生命科学研究所） 

                國澤  純 （東京大学医科学研究所感染免疫部門炎症免疫学講座） 



◆日韓 WHO 伝統医学研究協力センター4 施設による国際シンポジウム（併催） 

 

  参加施設 

 East-West Medical Research Institute of Kyung Hee University 

 Natural Products Research Institute of Seoul National University 

 Department of Japanese Oriental Medicine of Toyama University 

 Oriental Medicine Research Center of Kitasato University 

 

 予定演題 

 Acupuncture modulates striatal degeneration-related gene expression in an MPTP mouse 

model of parkinsonism. 

 Spinal GABA receptors mediate the suppressive effect of electroacupuncture on cold 

allodynia in rats. 

 Systematic Strategy for Standardization of Herbal Medicine in Korea. 

 Evidence-based efficacy of Kampo formulas in a model of non-alcoholic fatty liver. 

 A possible mechanism underlying an antidepressive-like effect of kososan, a Kampo 

medicine, through the hypothalamic orexinergic system in the stress-induced 

depression-like model mice. 

 Current trends of clinical research and introduction of a new design for clinical trial in 

Kampo Medicine. 

 

◆ISO 問題に関するシンポジウム（予定・併催） 

 

◆一般演題 

 公募 

 

◆ランチョンセミナー 

 9月 1日（土）第 1日目 共催：株式会社ツムラ 

 9月 2日（日）第 2日目 共催：小太郎漢方製薬株式会社 

 

◆学生参加・発表企画 

 

◆市民公開講座 

 座長：小田口 浩（北里大学東洋医学総合研究所） 

 

 演者：鳥居塚和生（昭和大学薬学部） 

     鈴木 邦彦（北里大学東洋医学総合研究所） 

 



◆病院・開局薬剤師のための漢方講座 

 座長：金  成俊（横浜薬科大学） 

    緒方 千秋（北里大学東洋医学総合研究所） 

 

 演者：①大学病院における漢方診療の取り組み 

      五野由佳理（北里大学病院） 

 

    ②病院薬局における漢方調剤の取り組み 

      佐橋 佳郎（福島県立医科大学会津医療センター） 

 

    ③開局薬局における漢方調剤の取り組み 

      戸田 哲司（株式会社高島堂薬局） 

 

    ④北里大学薬学部における漢方教育の取り組み 

      小林 義典（北里大学薬学部生薬学教室） 

 

 



【学 術 大 会 参 加 登 録 要 項】 
 

事前参加登録受付期間 平成 23年 5月 7日（月）～7月 31日（火） 

 

参加登録費 

区分 登録 懇親会 

 事前 当日 事前 当日 

会員 10,000円 12,000円 3,000円 4,000円 

非会員 11,000円 13,000円 4,000円 5,000円 

学生・大学院生 2,000円 3,000円 1,000円 2,000円 

※会員の方には、事前に要旨集をお送りいたします。非会員の方で要旨集を希望される場合は、 

別途第 29回和漢医薬学会学術大会運営事務局までお申込みください（1冊 3,000円、送料別途 500

円）。当日会場でも販売いたします。 

※学生・大学院生の方は、参加費振込伝票の控えと学生証のコピーを第 29回和漢医薬学会学術大会

運営事務局まで FAXにてお送り下さい。また、当日参加の場合、受付にて学生証をご提示ください。

（提示がない場合、会員または非会員の参加費が必要となります。） 

 

登録方法 

 事前参加登録・懇親会参加登録希望者は、学会誌 4月号に同封予定の指定の郵便払込取扱票に必

要事項をご記入の上、ゆうちょ銀行または郵便局からお振り込みください。 

 

金額につきましては、参加登録費をご参照ください。また、参加区分につきましても上記の表をご

参照の上、郵便払込取扱票の通信欄にご自身で記入をお願いいたします。 

 

事務処理上、1名につき 1枚の郵便払込取扱票をご利用ください。追加の郵便払込取扱票を希望さ

れる場合は、第 29回和漢医薬学会学術大会運営事務局まで E-mailまたは FAXで送り先の住所・

氏名をご連絡いただければ郵送いたします。 

原則として登録後の返金はいたしません。二重登録等にご注意ください。 

 

学術大会参加用ネームカード 

 事前参加登録された方には、大会 1週間前までにネームカードを送付いたします。ネームカード

ケースは当日会場にご用意いたします。 

 

 

点数・受講シールの交付 

 本大会にご参加で希望される方は「（社）日本薬剤師研修センター集合研修会」受講シールを 1

日あたり 3単位交付します。総合受付で手続きしてください。 

 

お問い合わせ先：第 29回和漢医薬学会学術大会運営事務局 

        株式会社サンプラネット 

        〒112-0012 東京都文京区大塚 3-5-10 

               住友成泉小石川ビル 7Ｆ 

        TEL：03- 5940-2614  FAX：03- 3942-6396 

        E-mail: m2-saito-sun@hhc.eisai.co.jp  


