
 

第 73回日本東洋医学会学術総会 

テーマ：あなたの漢方 わたしの漢方 ～オンリー１とナンバー１～ 

 

【プログラム（予定）】※2022年 10月 12日時点 

会頭講演 

演者：栗山 一道（医療法人素心庵 栗山医院） 

 

名誉会頭講演 

「日々の臨床における傷寒論医学の応用（仮）」 

演者：織部 和宏（医療法人 織部内科クリニック） 

 

招待講演 

「夢持ち続け日々精進」 

演者：髙田 明（株式会社 A and Live 代表取締役／ジャパネットたかた創業者） 

 

「ギャンブル症の恐ろしさと国のザル法」 

演者：帚木 蓬生（作家・精神科医（通谷メンタルクリニック）） 

 

特別対談＋１ 

「物語を生む想像力と病の関係」 

演者：上橋 菜穂子（作家・文化人類学者／川村学園女子大学特任教授） 

津田 篤太郎（新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部） 

 

「演題名未定」 

演者：西高辻󠄀 信宏（太宰府天満宮 宮司） 

 

教育講演 

「無限に広がる小児領域の漢方治療 ～冷えに対する漢方治療を中心に～」 

演者：八木 実（鶴岡市立荘内病院漢方内科／久留米大学名誉教授） 

 

「医療ビッグデータを用いた漢方研究」 

演者：康永 秀生（東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学） 

 

「痛みと漢方」 

演者：平田 道彦（平田ペインクリニック） 

 

「補完・代替医療の哲学と倫理」 

演者：伊勢田 哲治（京都大学文学研究科） 

  



「漢方と蘭方のはざまで（仮）」 

演者：青木 歳幸（佐賀大学地域学歴史文化研究センター） 

 

「演題名未定」 

演者：丸山 征郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 システム血栓制御学講座） 

   

シンポジウム 

■漢方臨床研究の光と影 

座長：貝沼 茂三郎（富山大学附属病院 和漢診療科） 

鍋島 茂樹（福岡大学病院 総合診療部） 

演者：坂本 篤彦（福岡大学医学部 総合診療科） 

瀨尾 昌裕（大阪急性期・総合医療センター） 

貝沼 茂三郎（富山大学附属病院 和漢診療科） 

高山 真（東北大学病院 総合地域医療教育支援部（総合診療科、漢方内科）） 

 

■湯液 vsエキス剤 がちんこシンポジウム 

座長：三谷 和男（三谷ファミリークリニック／ 

奈良県立医科大学大和漢方医学薬学センター） 

   玉嶋 貞宏（玉嶋血液内科・漢方診療所） 

演者：牧野 利明（名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学分野） 

新井 一郎（日本薬科大学 大学院 薬学研究科） 

村井 政史（社会医療法人貞仁会 新札幌ひばりが丘病院） 

森 裕紀子（北里大学東洋医学総合研究所） 

 

■急性期病院で活きるキャリア：これからの漢方医 

座長：中永 士師明（秋田大学 救急・集中治療医学講座） 

   加島 雅之（熊本赤十字病院 総合内科） 

演者：永田 豊（組合立諏訪中央病院） 

津田 篤太郎（新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部） 

板倉 英俊（神奈川県立がんセンター） 

加島 雅之（熊本赤十字病院 総合内科） 

 

■ブラックジャックのための新・漢方活用術 〜メスと漢方の二刀流〜 

座長：飯塚 徳男（山口総合健診センター） 

   小川 恵子（広島大学病院 総合内科・総合診療科 漢方診療センター） 

演者：小川 恵子（広島大学病院 総合内科・総合診療科 漢方診療センター） 

甲斐 裕樹（九州医療センター 小児外科） 

宮本 信宏（出雲漢方クリニック／出雲漢方研究会／島根大学医学部漢方医学） 

八木 実（鶴岡市立荘内病院漢方内科／久留米大学名誉教授） 

  



■小児心身クライシスに漢方の恩恵を 

座長：上田 晃三（松山赤十字病院） 

   山口 英明（Kこどもクリニック／公立陶生病院 漢方外来） 

演者：山口 英明（Kこどもクリニック／公立陶生病院 漢方外来） 

原田 剛志（パークサイドこころの発達クリニック） 

川嶋 浩一郎（つちうら東口クリニック） 

惠紙 英昭（久留米大学医療センター 先進漢方治療センター） 

 

■転換期のがん診療へ漢方で切りこむ 

座長：元雄 良治（金沢医科大学名誉教授／ 

医療法人社団愛康会 小松ソフィア病院 腫瘍内科・漢方内科） 

   島田 光生（徳島大学消化器・移植外科） 

演者：元雄 良治（金沢医科大学名誉教授／ 

医療法人社団愛康会 小松ソフィア病院 腫瘍内科・漢方内科） 

上園 保仁（東京慈恵会医科大学疼痛制御研究講座） 

有馬 俊裕（新水前寺クリニック） 

清水 雅行（医療法人社団宏洋会 清水内科外科医院） 

 

■整形外科診療のパラダイムシフトを目指す！ ～こんなときは漢方でしょ～ 

座長：山川 聖史（東京都立墨東病院） 

   宮西 圭太（みやにし整形外科リウマチ科） 

演者：冨澤 英明（東京蒲田病院 整形外科） 

普天間 朝拓（沖縄県立中部病院） 

宮西 圭太（みやにし整形外科リウマチ科） 

福嶋 裕造（福嶋整形外科医院） 

 

■日本東洋医学会、日本漢方医学教育協議会ジョイントプログラム  

 モデル・コア・カリキュラム時代の漢方医学卒前教育 

座長：佐藤 寿一（名古屋大学医学部附属病院 総合診療科） 

   高山 真（東北大学病院 総合地域医療教育支援部（総合診療科、漢方内科））  

演者：佐藤 寿一（名古屋大学医学部附属病院 総合診療科） 

高山 真（東北大学病院 総合地域医療教育支援部（総合診療科、漢方内科）） 

網谷 真理恵（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野） 

佐藤 浩子（群馬大学大学院医学系研究科総合医療学） 

飯塚 徳男（山口総合健診センター） 

 

■生々流転、進化し続ける中医学のダイナミズム 

座長：三宅 和久（三宅漢方医院） 

   梁 哲成（やんハーブクリニック） 

演者：梁 哲成（やんハーブクリニック） 

仙頭 正四郎（仙頭クリニック） 



篠原 明徳（明徳漢方内科） 

加島 雅之（熊本赤十字病院 総合内科） 

 

■あなたの知らない漢方パラレルワールド 〜漢方研究会レポート 第 1幕～ 

座長：杉山 隆（愛媛大学大学院医学系研究科 産科婦人科学） 

   來村 昌紀（らいむらクリニック） 

「産婦人科漢方研究会」 

演者：髙松 潔（東京歯科大学 市川総合病院 産婦人科） 

「泌尿器科漢方研究会」 

演者：武井 実根雄（原三信病院） 

「日本耳鼻咽喉科漢方研究会」 

演者：吉崎 智一（金沢大学 医学系 耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

「日本脳神経外科漢方医学会」 

演者：松村 明（茨城県立医療大学／日本脳神経外科漢方医学会） 

 

■あなたの知らない漢方パラレルワールド 〜漢方研究会レポート 第 2幕～ 

座長：惠紙 英昭（久留米大学医療センター 先進漢方治療センター） 

   宮西 圭太（みやにし整形外科リウマチ科） 

「日本東洋心身医学研究会」 

演者：芦原 睦（芦原内科・心療内科（中部心身医療研究所）） 

「日本疼痛漢方研究会」 

演者：齊藤 洋司（島根大学医学部麻酔科学） 

「日本小児外科漢方研究会」 

演者：八木 実（鶴岡市立荘内病院漢方内科／久留米大学名誉教授） 

「日本小児東洋医学会」 

演者：竹谷 健（島根大学医学部小児科） 

 

■総合診療 ～漢方で限界を超えていけ！～ 

座長：吉永 亮（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

   三谷 和男（三谷ファミリークリニック／ 

奈良県立医科大学大和漢方医学薬学センター） 

演者：土倉 潤一郎（土倉内科循環器クリニック） 

齊藤 奈津美（東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科） 

守屋 純二（金沢医科大学 総合内科学） 

吉永 亮（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

 

■医療現場のツボを探せ 

座長：吉永 亮（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

   成田 響太（真央クリニック附属鍼灸室） 

演者：寺澤 佳洋（口之津病院 内科・総合診療科） 

沢崎 健太（常葉大学 健康プロデュース学部 健康鍼灸学科） 



東藤 真理奈（関西医療大学大学院） 

小内 愛（埼玉医科大学 東洋医学科） 

三谷 直哉（熊本赤十字病院 総合内科） 

鈴木 雅雄（福島県立医科大学会津医療センター附属研究所 

漢方医学研究室 漢方外科・鍼灸部） 

 

■生き方を見つめ、自身へのいたわりを施し、健康で幸せになるための叡智 

座長：吉冨 誠（梼原町立国民健康保険 梼原病院） 

鶴 博生（鶴内科医院） 

演者：鶴 博生（鶴内科医院） 

江島 俊哉（大里薬局） 

矢野 博美（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

中田 英之（泉州統合クリニック） 

 

■（漢方）薬が効いたとは何か 

座長：田中 秀一（医療法人 田中医院） 

   坂本 篤彦（福岡大学医学部 総合診療科） 

演者：植田 圭吾（岡山大学学術研究院医歯薬学域 岡山県南東部(玉野)総合診療医学講座） 

坂本 篤彦（福岡大学医学部 総合診療科） 

田中 伸一郎（東京藝術大学保健管理センター） 

岩田 健太郎（神戸大学大学院医学研究科 感染治療学分野） 

コメンテーター：伊勢田 哲治（京都大学文学研究科） 

 

■COVID-19もう一つの素顔 〜コロナはどこから来てどこへ行くのか〜 

座長：坂本 篤彦（福岡大学医学部 総合診療科） 

   黒木 春郎（医療法人社団 嗣業の会 外房こどもクリニック） 

演者：安井 廣迪（安井医院） 

廣松 賢治（福岡大学医学部 微生物免疫学） 

井齋 偉矢（医療法人徳洲会 日高徳州会病院） 

鍋島 茂樹（福岡大学病院 総合診療部） 

 

■君の虎の穴は何処だ？ ～全国漢方医養成プログラム～ 

座長：藤野 昭宏（産業医科大学医学部 医学概論教室） 

   井上 博喜（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

「東北大学病院での漢方研修」 

演者：小野 理恵（東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科） 

「富山大学附属病院 和漢診療科での漢方研修」 

演者：向野 晃弘（富山大学附属病院 和漢診療科） 

「東京女子医科大学附属東洋医学研究所での漢方専攻医研修」 

演者：宮川 亨平（東京女子医科大学附属東洋医学研究所） 

  



「中医弁証での漢方と鍼灸を組み合わせた東洋医学研修について」 

演者：増田 卓也（社会福祉法人 三井記念病院 総合内科） 

「名古屋大学での漢方研修」 

演者：内藤 顕人（名古屋大学医学部附属病院 総合診療科） 

「広島大学での漢方研修」 

演者：河原 章浩（広島大学大学病院 総合内科・総合診療科） 

「兵庫県立尼崎総合医療センターでの漢方研修」 

演者：田中 裕（兵庫県立尼崎総合医療センター） 

「飯塚病院での漢方研修」 

演者：牧 俊允（まき内科） 

 

■そこに流派の壁はあるのか？ ～倦怠感を例に～ 

座長：田原 英一（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

   中島 正光（広島国際大学 薬学部生薬漢方診療学／広島大学病院漢方診療センター） 

演者：星野 卓之（北里大学東洋医学総合研究所） 

藤本 誠（富山大学学術研究部医学系和漢診療学講座） 

矢数 芳英（温知堂 矢数医院） 

西本 隆（医療法人社団 岐黄会 西本クリニック） 

山方 勇次（医療法人勇山会 山方内科医院） 

梁 哲成（やんハーブクリニック） 

 

■漢方でさらに深める看護の魅力 ～教育から実践まで～ 

座長：四日 順子（国立大学法人富山大学附属病院） 

   矢野 博美（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

演者：清水 夏子（福岡県立大学 看護学部） 

金岡 麻希（宮崎大学医学部 看護学科 統合臨床看護科学講座） 

米澤 慶子（大手前大学 現代社会学部 x） 

江口 優子（国立看護大学校） 

四日 順子（国立大学法人富山大学附属病院） 

中村 優子（九州大学病院 油症ダイオキシン研究診療センター） 

 

■「めまい」や「耳鳴」だけじゃない ～耳鼻咽喉科領域は漢方療法の一大フイールド～ 

座長：内薗 明裕（せんだい耳鼻咽喉科） 

   竹越 哲男（医療法人 竹越耳鼻咽喉科医院） 

演者：新谷 朋子（とも耳鼻科クリニック） 

竹越 哲男（医療法人 竹越耳鼻咽喉科医院） 

今中 政支（いまなか耳鼻咽喉科） 

小路丸 篤（勝冶耳鼻咽喉科医院） 

内薗 明裕（せんだい耳鼻咽喉科） 

  



■リハビリテーション×漢方=回復と飛躍の捷径 

座長：加藤 士郎（筑波大学附属病院総合診療科／野木病院内科） 

   久保田 正樹（社会福祉法人 清風会 診療所さわさき） 

演者：坂元 隆一（医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院 総合診療科／ 

リハビリテーション科） 

福村 直毅（社会医療法人健和会 健和会病院） 

山口 孝二郎（昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門） 

加藤 士郎（筑波大学附属病院総合診療科／野木病院内科） 

 

■『傷寒論』再考 ～新興疫病に『傷寒論』は対応できるか～ 

座長：山岡 傳一郎（松山記念病院） 

   千福 貞博（センプククリニック） 

演者：鍋島 茂樹（福岡大学病院 総合診療部） 

田中 秀一（医療法人 田中医院） 

笛木 司（松花堂マツヤ薬局／東邦大学医学部東洋医学研究室／ 

名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学分野） 

牧角 和宏（牧角内科クリニック） 

 

■救急で活かす漢方 ～急性疾患にこそ漢方を！～ 

座長：中永 士師明（秋田大学 救急・集中治療医学講座） 

   神應 知道（新町クリニック） 

演者：中永 士師明（秋田大学 救急・集中治療医学講座） 

小淵 岳恒（福井大学医学部附属病院 救急部・総合診療部） 

丹村 敏則（JA愛知厚生連知多厚生病院） 

熊田 恵介（岐阜大学医学部附属病院 高度救命救急センター・医療安全管理室） 

入江 康仁（秋田大学医学部附属病院 高度救命救急センター） 

岡 和宏（桜十字病院（熊本）） 

松本 淳（岐阜大学医学部附属病院） 

 

■悩める泌尿器科症状と漢方の挑戦 

座長：黒川 慎一郎（久留米大学医療センター 先進漢方治療センター） 

   大岡 均至（独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター 泌尿器科） 

演者：大岡 均至（独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター 泌尿器科） 

武井 実根雄（原三信病院） 

関口 由紀（女性医療クリニック LUNA ネクストステージ） 

  



 あなたの漢方ベストテン  

登録フォーム  

質問受付フォーム 

特別企画 

■あなたの漢方ベストテン 

進行：田原 英一（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

コメンテーター：谷川 聖明（谷川醫院） 

 

第 73回日本東洋医学会学術総会実行委員会では会員医師を対象に、皆さんが最も処方している

方剤を 5つまで投票していただき、学術総会で学会員がどのような指向性をもって処方してい

るのかを調査することにしました。 

今回は医師限定とさせていただきますが、皆様の処方の傾向を知り、みんなの漢方を理解しあ

おうではありませんか！ 

 

投票期間：2022年 10月初旬～2022年 12月末（予定） 

企画責任者：第 73回日本東洋医学会学術総会準備委員長 

田原 英一（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

右記の QRコードを読み取り、 

「あなたの漢方ベストテン」登録フォームより投票お願いします。 

 

■明快回答！今さら聞けない生薬・漢方薬の疑問 

コメンテーター：牧野 利明（名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学分野） 

        久保山 慎一（はちまん薬局） 

 

処方、調剤の現場から出る漢方製剤に関する疑問点に、牧野先生、久保山先生が DJ形式で 

お答えします。質問の採択につきましては準備委員会にご一任下さい。  

 

質問受付期間：2022年 10月初旬～2022年 12月末（予定） 

企画責任者：第 73回日本東洋医学会学術総会 準備委員長 

田原英一（飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科） 

右記の QRコードを読み取り、 

「明快回答！今さら聞けない生薬・漢方薬の疑問」登録フォームより 

登録お願いします。 

 

市民公開講座 

■正しく知って健康に活かそう！漢方は魔法でも迷信でもない  

座長：松藤 英正（医療法人八木厚生会 八木病院） 

演者：益田 龍彦（益田クリニック） 

久保田 正樹（社会福祉法人 清風会 診療所さわさき） 

鶴 博生（鶴内科医院） 

土倉 潤一郎（土倉内科循環器クリニック） 

  



その他 

・伝統医学臨床セミナー 

・COVID19に関する臨床研究（仮） 

・漢方入門講座 

・薬剤師セミナー 

 

一般演題 

・口頭発表 

 

学生発表 

・口頭発表 

 

共催セミナー 

本部委員会企画プログラム 

 

 


