
日本漢方交流会第 50 回学術総会案内 
 

拝啓 

日本漢方交流会の学術総会は、今回第50回を迎えました。昭和43年に西日本漢方交流会として第一回の創

立総会を開催し、昭和48年の第6回大会より現在の日本漢方交流会と名称を変更し現在に至っております。50

年の歴史の中で、特に薬剤師・登録販売者を中心とした薬系漢方の研究団体としてその意義は確かなものと

して現在に受け継がれてきています。一般大衆への正しい漢方医薬学の啓蒙と普及のためにも、日本漢方交

流会の役割はますます重要なものになるはずです。そのためにも一人でも多くの方々に日本漢方交流会の活

動に参加していただき、同じ漢方を愛する仲間として肩を組み語り合おうではありませんか。 

敬具 

平成29年5月吉日            大会会長    ：木村孟淳（日本漢方交流会会長） 

大会委員長   ：稲本和仁（東海漢方協議会会長） 

大会実行委員長 ：林 誠一（日本漢方交流会副理事長） 

会期 平成 29 年 10 月 8 日（日）～ 9 日（月 祝日） 

会場 名古屋市立大学薬学部「宮田専治記念ホール」〒467-8603 名古屋市瑞穂区田辺通 3-1 

参加費 日本漢方交流会・日本生薬学会会員（事前申込 8,000 円 当日 10,000 円） 

 会員外（事前申込 10,000 円 当日 12,000 円）  学生（事前申込・当日 1,000 円） 

 懇親会費（事前申込のみ 10,000 円）  昼食弁当代（事前申込のみ 1 食 1,000 円） 

 

 プログラム 第一日目 平成 29 年 10 月８日（日） 

10：00～ 受付開始 名古屋市立大学薬学部 宮田専治記念ホール 

市民公開講座 『身近な薬用植物』 
11：00～12：00 

      名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学分野教授 牧野 利明先生 

13：00～13：15 開会の挨拶 

特別講演 『演題 開局薬剤師の考証研究』 
13：20～14：50 

          松花堂マツヤ薬局 笛木 司先生 

15：00～15：40 会員発表 発表 17 分 質問 3 分 ①② 

特別講演 『演題 臓腑の視点から皮膚疾患に挑む漢方療法・温腎理気発揚』 
15：50～17：20 

           高雄病院 京都駅前診療所 所長  仙頭 正四郎先生 

19：00～21：00 懇親会  ウエスティンナゴヤキャッスル 2 階 青雲の間 

 プロブラム 第二日目 平成 29 年 10 月 9 日（月 祝日） 

 9：00～ 受付開始 名古屋市立大学薬学部 宮田専治記念ホール 

 9：30～10：00 第 50 回一般社団法人 日本漢方交流会総会 

特別講演 『演題 舌診の基礎と臨床応用（附、２例皮膚疾患症例検討）』 
10：10～11：40 

              上海中医薬大学付属日本校教授 高橋 楊子先生 

11：50～12：50 会員発表 発表 17 分 質問 3 分 ③④⑤ 

特別講演 『演題 皮疹の部位から湿疹を治す方法』 
13：50～15：20 

                       りゅうじん医院副院長 龍神 綾子先生 

15：30～16：10 会員発表 発表 17 分 質問 3 分 ⑥⑦ 

16：10～ 次年度開催地挨拶（東京漢方教育センター） 閉会の挨拶 

    日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師制度  10 月 8 日（3 単位） 10 月 9 日（3 単位） 

大会テーマ「皮フ疾患と漢方療法」 



特別講演講師プロフィール 

笛木 司 先生（博士（薬学）） 

 金沢大学大学院薬学研究科修了、同自然科学研究科修了 

 （有）松花堂マツヤ薬局 代表取締役 

 東邦大学医学部東洋医学研究室客員講師 

 所属学会：日本東洋医学会、日本医史学会 

 所属勉強会：森立之研究会、藤門会 

   

仙頭 正四郎 先生（医学博士） 

 一般財団法人 高雄病院 京都駅前診療所 所長 (京都市下京区真苧屋町２０７ ４Ｆ) 

 東京医科歯科大学医学部 非常勤講師・臨床准教授/順天堂大学医学部 非常勤講師 

 日本東洋医学会専門医/垣根を越えた伝統医学フォーラム世話人/ 

 Ｗ・Ｗ・Ａ（ワイワイエー）代表世話人/温知会幹事/系統中医学講座主宰 

 1982 年 東京医科歯科大学医学部卒業 

 1982～86 年 東京医科歯科大学大学院、生理学専攻 

 1985～87 年 米国ハーバード大学医学部、解剖・細胞生物学教室研究員 

 1987～89 年 東京医科歯科大学医学部助手（公衆衛生学・環境生理学） 

 1990 年 東京、文京区に仙頭クリニックを開設 

 2006 年 大阪、福島区にクリニックを移転 

 2010 年 一般財団法人 高雄病院 京都駅前診療所 所長 

 著書 東洋医学-「人を診る」中国医学のしくみ（新星出版社） 

    読体術 体質判別・養生編/読体術 病気診断・対策編（農文協） 標準東洋医学（金原出版）他 

   

高橋 楊子（中国名 楊 敏） 先生 

 上海中医薬大学医学部および同大学院修士課程卒業。 

 同大学中医診断学研究室常勤講師、同大学附属病院医師 

 1988 年来日。東京都都立豊島病院東洋医学外来の中医学通訳を経て、上海中医薬大学附属日本校教授に就任。 

 日本中医薬研究会や漢方クリニックなどの中医学講師および中医学アドバイザーを務める。 

 雑誌『中医臨床』の“弁証トレーニング”の連載中。 

 著書 2005 年『東洋医学で食養生』（世界文化社・共著）（2010 年 韓国版） 

    2007 年『ＣＤ－ＲＯＭでマスターする舌診の基礎』（東洋学術出版社） 

 
   2012 年『（実用）舌診マップシート』（東洋学術出版社）  

       『「証」の診方・治し方』（東洋学 術出版社・共著） 

   

龍神 綾子 先生 

 りゅうじん医院副院長   静岡県駿東郡 

 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医 、日本東洋医学会漢方専門医 

 昭和 53 年  東京女子医科大学卒業 

 昭和 55 年  日本大学付属板橋病院小児科学教室研修医終了 

 昭和 56 年  大阪府済生会茨木病院小児科 

 昭和 57 年  大阪府ガラシア病院小児科 

 昭和 61 年～平成 2 年 沼津市立病院皮膚科 

 昭和 63 年 りゅうじん医院皮膚科担当 現在に至る。 



年齢

該当□に✓をご記入ください
　□　日本漢方交流会個人会員 □　日本漢方交流会研究会所属
　□　日本生薬学会会員 □　会員外

交流会・生薬学会会員事前登録

【お申込み方法】

【お支払方法】（①　②からお選びいただき、□に✓をご記入ください）

後日、送付された請求書の振込先へ８月１５日（火）までに指定の金額をお振込みください。

②　□　クレジットカード □ＪＣＢ　　　□ＶＩＳＡ　　　□ＤＣ　　　□ＡＭＥＸ　　　□ＤＩＮＥＲＳ　　　□ＭＡＳＴＥＲ

注）　　

【お申込み先】 【大会に関するお問い合わせ】
近畿日本ツーリスト株式会社　三河支店　　担当：深津　青木 大会事務局　皇漢堂林薬局　林　誠一
〒４４４－００４４　岡崎市康生通南3-11　岡崎東ビル3階 〒491-0044　愛知県一宮市大宮1-4-12
ＴＥＬ：０５６４－２３－３１２１　ＦＡＸ：０５６４－２３－５８３８ ＦＡＸ：０５８６－２３－０８１０
営業日・営業時間：月～金　10:00～17:00（土・日・祝日　休み） mail：koryukai-nagoya@koukando.co.jp

ホテル第１希望 ご要望

申し込み・振込締め切り日以降は、当日会費となります。会場受付にてお支払ください。

禁煙・喫煙、ホテル選択のご希望に添えない場合がございますすので、ご了承ください。

要旨集・参加証・引換券の発送は、８月末ごろを予定しております。

ホテル第2希望

 カード名義 　年　　　月

　　有効期限　　

宿泊費は規定のキャンセル料を差し引き返金いたします。

お申込み後の参加費・弁当代・懇親会費は、返金できません。

　　　　　　　　　　　　　　　円

本用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ　０５６４－２３－５８３８又は近畿日本ツーリスト三河支店に郵送してください。

 カード番号

①参加費②その他③宿泊の合計金額

①　□　銀行振り込み希望

　ご署名

第一富士ホテル

名古屋クラウンホテル

 □７日禁煙　　□７日喫煙

 □８日禁煙　　□８日喫煙

□　8,000円（当日10,000円）

□　10,000円（当日12,000円）

□　1,000円（当日1,000円）

□　懇親会　10,000円（事前申込のみ）

連絡先fax

所属（又は学校名）

①
参
加
費

ウエスティンナゴヤキャッスル

シングル（1泊朝食付き　）　　9,000円　　客室10㎡

名古屋駅新幹線口（太閤通口）より徒歩4分

シングル（1泊朝食付き）　　10,000円　　客室12㎡

③
宿
泊

上記会員外事前登録

学生

送付先住所　〒

ふりがな

　　　　　　　　　　　　　　　　

お名前

男　女

歳

日本漢方交流会第50回学術総会 事前登録申込書

連絡先℡

お申し込み・振込締切日２０１７年８月１５日（火）     お申し込み先　ＦＡＸ　０５６４－２３－５８３８

申し込み日　　２０１７年　　　　月　　　日
ご職業

連絡先mail

 ※７日満室

 □８日禁煙　　□８日喫煙

 □７日禁煙　　□７日喫煙

地下鉄「伏見駅」より徒歩5分　温泉大浴場あり

 □７日禁煙　　□７日喫煙

チサンイン名古屋

 □８日禁煙　　□８日喫煙

所属研究会名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

シングル（1泊朝食付き　街側）20,000円客室20㎡

名古屋城近く、名古屋駅よりシャトルバスにて20分　

名古屋駅新幹線口（太閤通口）より徒歩3分

シングル（1泊朝食付き）　　10,000円　客室12㎡

 □８日禁煙　　□８日喫煙

□ 8日　　　　□ 9日　（事前申込のみ）

昼食弁当（お茶付） 1食　1,000円

②
そ
の
他



 

  
【ご宿泊お申込みに際してのご注意】 

・上記の旅行代金は、１泊朝食付・税サービス料込みのお一人様当たりの料金です。 

・全て朝食付きのプランにつき、朝食が不要な場合でも、ご返金はできません。 

・各ホテル部屋数に限りがございますのでお申込順にご希望のホテルを手配させていただきます。 

申込書に、必ず第二希望までご記入ください。満室になり次第締め切らせていただきます。 

・個人勘定及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自ご清算願います。 

・上記の宿泊プランに添乗員は同行いたしません。 

・各宿泊施設でのチェックイン手続きはお客様ご自身でおこなって頂きます。   

・お申込につきましては、申込書到着順とさせていただきます。 

・最少催行人員：1名様 

 

お申込方法                                 

（１）お申込先 

 

 

 
  

・別紙事前登録申込書に必要事項をご記入の上、平成２９年８月１５日（火） 

上記近畿日本ツーリスト㈱ 三河支店宛にＦＡＸまたは郵送にてお申込ください。 

・電話によるお申込は誤手配等のトラブルの原因になりますので、ご遠慮ください。 

・申込書の控えとしてコピーを必ず保管してください。 

 

 

 

 

（２）請求書等のご送付、お支払い 

 ・請求書がお手元に届きましたら内容をご確認の上、指定の期日までにお振込ください。 

旅行代金の振込先は請求書に表記させて頂きます。（振込手数料は別途ご負担頂きますようお願いいたします） 

 
■変更・取消について 
お申込内容の変更・取消しが生じた場合には変更内容を訂正の上、弊社宛にＦＡＸにて 

ご連絡下さい。（お電話での申し込み・変更・取消しは受付しておりませんのでご注意下さい。） 

土・日・祝祭日及び営業時間外の変更・取消しは受付できません。翌営業日扱いとなります 

ので、ご注意下さい。 

■取消料のご案内 
お申し込み後、お客様の都合で取り消しされる場合は、取消日により、1 名につき下記の 

取消料を申し受けます。また、旅行代金は送金手数料を差し引き、学会終了後に返金させて頂きます。 

無連絡取消があった場合は２日目以降も自動的に取消とさせていただきます。 

学会当日の会場での返金及び領収は致しかねますので、何卒ご了承ください。  

  

 

プラン／ 

取消日 
20日前～8日前 7日前～2日前 前日 

出発当日の 

旅行開始前 
当日・無連絡 

取消料 20% 30% 40% 50％ 100% 

   
  
 

 
 
※クレジットカードは 2017 年１２月まで有効なカードをお使い下さい。   

ご利用代金の精算手続き 

・カードのご精算手続きは、予約確認書兼請求書の交付時（9 月上旬）とさせていただきます。  
・別途、ご利用のカード会社から送付されます明細書を必ずご確認ください。  

 

クレジットカード決済ご利用のご案内 

～宿泊の申込案内～ 

ご登録いただきました個人情報に関しまして近畿日本ツーリスト㈱三河支店が運営業務をサポートするイベント・コンベンシ
ョンに係わる目的以外での利用は行いません。個人情報の管理には当社個人情報保護方針にもとづき適切な体制で臨んでおり
ます。ＦＡＸ到着後の個人情報の管理には充分注意をしておりますが、ＦＡＸを送信される際はくれぐれも誤送信等、ご注意
ください。 

 近畿日本ツーリスト㈱ 三河支店 担当：深津、青木 
〒４４４－００４４ 岡崎市康生通南３－１１岡崎東ビル３階  

 ＴＥＬ ０５６４－２３—３１２１ ＦＡＸ０５６４－２３－５８３８ 

 営業日・営業時間：月～金 10:00～17:00（土・日・祝日休み）  



名 古屋駅 (S230042)

ダイイチフジホテル

第一富士ホテル

当ホテルは、 JR名 古屋駅大閤通口から徒歩 3分の至近さで、ビジネスマンの方々に好評を得ています。平成 2

1年に全客室リニューアルを行い、新しく洗練されたお部屋に生まれ変わりました。また北陸や中央線浴線、飛

騨路、伊勢路への観光の中継点として、ご家族やグループの皆様にも格好のホテルとして、お気軽にご利用いた

だいております。
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▲全景

TEIコ   : 052-452-1lll FAX 1 052-452-1762

LRL : http://1- fujihotel― nagoya col1/

チエックイン/アウ ト 15:00/10:00(最終チェックイン ***)

※チェックイン/ア ウト時間は、建物・ ご予約のプランにより異なる場合がございます。

1基本情報

住所

館内施設

サー ビス

お子様の対応

〒4530015  愛知県名古屋市中村区椿町 13-17

飲食施設

宅配サービス、インターネット (全室で利用可・有線L想 )

公共交通  JR名 古屋駅から徒歩で約3分

中部国際空港から電車にて35分

自動車  東名高速自動車道 名古屋 ICか ら約40分

‐‐  名古屋高速 錦橋出日から約5分

クレジットカー ド  vlsA、 UC、 アメックス、マスター、ダイナース

1館内施設 |ア クセス

名 古屋伏見・丸の内 (S230055)

ナゴヤクラウンホテル

名古屋クラウンホテル

都心の市内・郊外へ出かけるに非常に便利な位置にあり、和室大宴会場、天然温泉加温掛け流し式、大浴場も備

えたユニークなホテルです。

1基本情報

住所

チエックイン/ア ウト

クレジットカー ド

1館内施設

館内施設

サービス

お子様の対応

〒460-0008  愛知県峯古屋市中区栄 1-8-33
TEL  1 052-211-6633                   FAX  : 052-211-4412

tRL : http //wTw nagoyacrown.coll1/

15100/10:00(最終チェックイン ***)

※チェックイン/ア ウト時間は、建物・ご予約のプランにより異なる場合がございます。

VISA、 UC、 DC、 J銘、アメックス、UFJ、 マスター

▲全景

|ア クセス

公共交通 地下鉄 (東曲線、鶴舞線 )

自動車  東名高速自動車 名古屋 I

=鷹 ` E

伏見駅から徒歩で約5分飲食施設、売店、コインランドリー

自動販売機、インターネット (一部客室で利用可・有線LAN)

|お風呂情報                         ―

都心に位置しながら、天然温泉 (加温、掛け流し式)を汲み上げた大浴場です。 どうぞご湯つくりおくつろぎ下さいませ。

Cか ら糸,40`)

    

 



名古屋駅 (S230043)

チサンインナゴヤ

チサンイン名古屋

名古屋駅前に位置し、ビジネスに、また観光の拠点として宿泊に最適なPI形のホテルです。

1基本情報

住所

チエックイン/ア ウト

クレジットカー ド

1館内施設

館内施設

サービス

お子様の対応

〒4530014  愛無県名古屋市中村区則武 1-12-8
TEI.  : 052-452-321l                   FAX  : 052-452-3219

URL  : http://ゃw solarellotels colll

15:00/10:00(最終チェックイン 絲*)

※チェックイン/ア ウ ト時間は、建物・ ご予約のプランにより

VISA、 UC、 〕C、 オ リコ、JC3、 アメックス、セゾン、UF」 、マ

飲食施設、コインラン ドリー

インターネット (全室で利用可・有線Lぶ )

▲全景

異なる場合がございます。

スター、ダイナース、郵貯デ ビットカー ド

|ア クセス

公共交通 JR名 古屋駅から徒歩で約4分

名鉄名古屋駅から徒歩で約8分

自動車  名古屋高速黄金ICか ら約5分

‐   名神高速―宮ICか ら約30分

・名占屋 ICか ら名古屋長久手泉経rl 約 30分

・一宮 ICか ら国道 22号線経由 約 30分

名古屋城 (S230079)

ウェスティンナゴヤキャッスル

ウェスティンナゴヤキャッスル

名古屋城の正面に位置し、景色はすばらしい。最高 3千名収容可能な世界レベルの大規模コンベンションホール

から、小人数で利用いただける各レストランのプライベー トルームまで、あらゆる集いのスペースがそろってい

ます。食事は、和食、洋食、中華、寿司まで、お好みのものを召し上り頂けます。

1基本情報

住所

チエックイン/アウト

クレジットカー ド

1館内施設

館内施設

サービス

お子様の対応

〒4518551  愛知県名古屋市西区樋の日町3-19
TEI´   : 052-521-2121 FAX  : 0・D2-531-3313

LRL : http://ww.castle_oo jp/1nc

15100/12:00 ′(最終チェックイン ***)

※チェックイン/ア ウト時間は、建物・ご予約のプランにより異なる場合がございます。

VISA、 UC、 DC、 JCB、 アメックス、UFJ、 ダイナース

エステ、飲食施設、プール (温水)

ルームサービス、宅配サービス、インターネット (全室で利用 ,■・無線LAN)

ベビーベッドの貸出、粉 ミルク用の温湯の用意

▲全景

|ア クセス

公共交通  地 ド鉄 浅間町駅から徒歩で約8分

JR 名古屋駅からタクシーで約10分

自動車  東名高速 名古屋 ICから約40分

~  
名古屋高速道路 丸の内 ICか ら約3分

     


