
広 告 －PROGRAM－
総合司会　　国際東洋医学会 理事　高山　 真 先生

総合司会　　安井医院　安井 廣迪 先生

■ 閉会の辞 国際東洋医学会 日本支部長　吉冨 　誠 先生

■ 第6部　総合討論

■ 第5部　人参養栄湯のベストケーススタディ

■ 第4部　人参養栄湯の基礎研究のエビデンス

■ ランチョンセミナー（2社同時開催）

■ 第3部　人参養栄湯の臨床的エビデンスの構築に向けて

■ 第2部　現代医学における人参養栄湯の立ち位置

■ 第1部　人参養栄湯の歴史的背景

■ 開会の辞

3. 漢方薬治療が奏効した全身性サルコイドーシスの１例

2. 漢方治療が奏効したと思われる肺Mycobacterium fortuitum感染症の1例

1. 漢方薬治療が奏効した広範な咽頭血管奇形の1例

4. 人参養栄湯の抗がん剤による血液障害モデルにおける研究

3. 人参養栄湯の抗がん剤による神経障害性疼痛モデルにおける研究

2. 人参養栄湯の記憶障害モデルにおける研究

1. 人参養栄湯のがん悪液質に対する効果

・ COPD患者のフレイルに対する人参養栄湯の臨床応用と考察（共催 クラシエ薬品株式会社）

・ 認知症の高齢者と漢方～尊厳ある生を支えるために～（共催 株式会社ツムラ）

4． アルツハイマー型認知症治療における人参養栄湯の臨床的検討と陳皮の作用機序

3． フレイルに対する人参養栄湯の臨床研究

2． 大腸癌術後補助化学療法におけるオキサリプラチンの末梢神経障害に対する
　 人参養栄湯の有効性と安全性：ランダム化第２相試験（HOPE-2）

1． 悪性腫瘍患者の放射線照射に伴う白血球減少および自覚症状に対する人参養栄湯の有効性の検討

坪井病院　杉野 圭史 先生

金沢大学　小川 恵子 先生

富山大学　野上 達也 先生

日本薬科大学　高野 文英 先生

名古屋市立大学　牧野 利明 先生

九州大学　江頭 伸昭 先生

名古屋市立大学　大澤 匡弘 先生

昭和大学　相良 博典 先生

大井戸診療所　大澤　 誠 先生

くどうちあき脳神経外科クリニック　工藤 千秋 先生

医療法人 向坂医院　向坂 直哉 先生

金沢医科大学　元雄 良治 先生

　佐野市民病院　大川 智彦 先生

東北大学　高山　 真 先生

　熊本赤十字病院　加島 雅之 先生

国際東洋医学会 会長　元雄 良治 先生

16:00

15:25～15:55

14:35～15:20

13:10～14:30

12:05～13:00

10:35～11:55

10:25～10:35

10:05～10:25

10:00～10:05

国際東洋医学会日本支部 事務局
名古屋市立大学大学院薬学研究科 医療機能薬学専攻 生薬学分野　牧野 利明 先生

〒467-8603 名古屋市瑞穂区田辺通3-1　　TEL & FAX: 052-836-3416
"ISOM Japan Chapter" E-mail: isomjapan@gmail.com

当日参加費
学会員 2,000円、非学会員 4,000円、抄録集：500円

・地下鉄南北線/仙台駅より富沢方面行…約5分
  河原町駅下車、北出口より徒歩3分
・タクシー/仙台駅より…約10分（約2km）

仙台市医師会館
〒984-0806 仙台市若林区舟丁64-12

2019年12月1日●
9:30受付開始、10:00開催～16:00終了

会 場

日 時

　国際東洋医学会日本支部では、今までの人参養栄湯に関する諸研究、
症例報告を総括し、伝統医学と現代医学の双方向から人参養栄湯の全体像
を明らかにし、明日からの臨床の現場で幅広く使用していただくために、
この度『人参養栄湯シンポジウム』を開催いたします。

人参養栄湯シンポジウムの
ご案内

－人参養栄湯シンポジウム 開催要領－

日

人参養栄湯シンポジウム事務局
東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科　高山　真 先生

〒980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1　　TEL: 022-717-7507
E-mail:  takayama@med.tohoku.ac.jp

共　催
国際東洋医学会日本支部、東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科
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