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Kampo Medicine

参加者へのご案内

01）開催方法 
本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、「会場での集合形式の開催」ではなくWeb配信
での開催となります。 

02）各セッションの配信一覧 
セッションの詳細は、日程表、プログラムページにてご確認ください。
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日本東洋医学会
学術賞受賞講演

特別企画1

「次世代に継ぐ卒前卒後漢方医学教育」1
医歯薬看におけるモデル・コア・カリキュラムと
漢方教育の立ち位置

「次世代に継ぐ卒前卒後漢方医学教育」2　
漢方共通模擬講義

東日本大震災時における災害対応経験と
その後の取り組み

新型コロナウイルス（COVID-19）の現状と
課題

抗がん剤による末梢神経障害に対する
漢方治療：人参養栄湯の可能性

『傷寒論』を訓（よ）み続けて五十年
－睦宗先生との出会いから

「次世代に継ぐ卒前卒後漢方医学教育」3
漢方アクティブラーニング
「次世代に継ぐ卒前卒後漢方医学教育」4　
漢方共通テスト解説
「次世代に継ぐ卒前卒後漢方医学教育」5　
漢方実習
「次世代に継ぐ卒前卒後漢方医学教育」6　
漢方OSCE

副作用とその対策
～西洋医・漢方医それぞれの立場から～
経方医学とは何だったのか！？
―その受容と活用―

『慢性頭痛の診療ガイドライン』における
東洋医学治療の役割と今後の展望

地域医療における医療連携と鍼灸の
実践について

「国産生薬原料シンポジウム」　
生薬栽培の過去と未来、医療現場が地域
の農業を支える

ライブ配信
※事前申込者限定

 セッション セッション名 会期中配信（8月13日～8月15日） 事後オンデマンド配信
（8月30日～9月15日）

会頭講演 漢方を活かした新たな医療体系の構築 ライブ配信 8月14日 11:20～12:10 〇

招待講演  ライブ配信 8月15日 11:10～12:10 〇

特別講演1  ライブ配信 8月14日 10:10～11:10 〇

特別講演2 医療ビッグデータを用いた漢方臨床研究 ライブ配信 8月14日 15:10～16:10 〇

教育講演1 家庭薬メーカーの経営革新 ライブ配信 8月14日 09:00～10:00 〇

教育講演2  ライブ配信 8月14日 14:05～15:05 〇

  ライブ配信 8月14日 14:20～15:05 〇

  ライブ配信 8月13日 16:00～18:00 〇

  オンデマンド配信 8月6日～8月20日 －

   8月14日 14:45～17:40 －

  ライブ配信 8月15日 10:10～11:10 －

  オンデマンド配信 8月13日～8月20日 －

  オンデマンド配信 8月13日～8月20日 －

特別企画2  ライブ配信 8月14日 15:10～18:10 〇

シンポジウム 1  ライブ配信 8月13日 16:00～18:00 〇

シンポジウム 2  ライブ配信 8月14日 09:00～10:30 〇

シンポジウム 3 お口を通して考えるフレイルと東洋医学 ライブ配信 8月14日 15:10～16:40 〇

シンポジウム 4 総合診療での漢方の活用と連携 ライブ配信 8月14日 16:15～18:15 〇

シンポジウム 5  ライブ配信 8月14日 16:45～18:15 〇

シンポジウム 6 急性期・重症患者に対する東洋医学 ライブ配信 8月15日 09:00～11:00 〇

シンポジウム 7  ライブ配信 8月15日 13:25～15:05 〇

シンポジウム 8 不眠治療における漢方薬の役割 ライブ配信 8月15日 15:05～16:45 〇
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 セッション セッション名 会期中配信（8月13日～8月15日） 事後オンデマンド配信
（8月30日～9月15日）

緊急シンポジウム  ライブ配信 8月15日 15:05～16:45 〇

公募シンポジウム 1 証に随う、とは？ ライブ配信 8月13日 16:00～18:00 〇

公募シンポジウム 2 がんへの挑戦 ライブ配信 8月15日 09:00～11:00 〇

パネルディスカッション 頭頸部に現れる肝の不調とその対応 ライブ配信 8月15日 15:05～16:35 〇

伝統医学セミナー 伝統的四診のコツとその活用 ライブ配信 8月13日 12:30～15:30 〇

薬剤師セミナー  ライブ配信 8月15日 13:35～15:05 〇

市民公開講座 東洋医学からみた健康法 ライブ配信 8月15日 14:30～16:30 －

漢方入門講座 漢方入門講座1～12 オンデマンド配信 8月13日～8月15日 〇

鍼灸入門講座 鍼灸入門講座1～2 オンデマンド配信 8月13日～8月15日 〇

  オンデマンド配信 8月13日～8月15日 〇

学術教育委員会   8月13日 14:00～16:00 －

EBM委員会  ライブ配信 8月14日 09:00～11:00 〇

編集委員会 東洋医学雑誌へ投稿しよう ライブ配信 8月14日 09:00～10:00 〇

医療安全委員会  ライブ配信 8月14日 10:10～11:40 〇

国際委員会  ライブ配信 8月14日 16:15～18:15 〇

提言書検討委員会   ライブ配信 8月15日 14:05～16:05 〇

 WHO/ICD-11に関して オンデマンド配信 8月13日～8月15日 〇

JLOM報告会 ISO/TC249に関して オンデマンド配信 8月13日～8月15日 〇

  オンデマンド配信 8月13日～8月15日 －

指導医講習会  オンデマンド配信 8月13日～8月15日 

  オンデマンド配信 8月13日～8月15日 ○

  オンデマンド配信 8月14日 16:00～17:00のみ －

  ライブ配信  

スポンサードセミナー1 クラシエ薬品株式会社 ライブ配信 8月14日 9:00～11:00 〇

スポンサードセミナー2 株式会社ツムラ ライブ配信 8月15日 9:00～11:00 －

優秀演題・一般演題・
学生発表

用語及び病名分類
委員会

医療倫理・
医療安全講習会

専攻医のための
説明会
日本臨床漢方医会　
講習会
ランチョンセミナー
1～8

新型コロナウイルス感染症に対する
東洋医学の挑戦

在宅医療における漢方治療に関わる
薬剤師の役割 

第2回「東洋医学」研究会・サークル交流
プログラム 

シンポジウム
Data-driven Kampo Medicineの現状と可能性

国際委員会報告
日韓学術交流シンポジウム
シンポジウム
フレイルに対する漢方治療のエビデンス構築
－評価スケールの確立に向けて－

漢方薬の副作用とヒヤリ・ハット調査 
～医療安全委員会報告2021

ライブ配信
※事前申込者限定
（日本東洋医学会学会
事務局よりご案内）

8月14日～8月15日
※セミナー日時は日程表、プログラムにてご確認ください

ランチョンセミナー
2．4．5．6．8

〇
※指導医限定
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参加者へのご案内

【注意事項】 
　・視聴方法 
　　総会ホームページの「WEB会場はこちら」ボタンをクリックし、オンライン参加登録時に発行 
　　された ID，PWをログイン画面に入力の上、WEB会場にアクセスしてください。 
　・質問（コメント）投稿について 
　　ライブ配信：ご質問のある方は、Zoom QA機能にて質問（コメント）を投稿してください。 
                        全ての質問に回答できない場合がございますのでご了承ください。 
　　オンデマンド配信（会期中）： 
                        配信期間中、WEB上の質問投稿機能により閲覧者から演者へ質問ができます。 
                        全ての質問に回答ができない場合がございますので、ご了承ください。 
　　オンデマンド配信（事後配信 8月 30 日（月）正午～9月 15 日（水））： 
                        配信期間中、WEB上の質問投稿機能により閲覧者から演者へ質問ができます。 
                        全ての質問に回答ができない場合がございますので、ご了承ください。 
                        招待講演、特別講演、教育講演、共催セミナーのご質問はお受けできません。 
　・その他 
　　ライブ視聴時およびオンデマンド閲覧時の撮影（スクリーンショットを含む）等は禁止です。 

03）参加登録 
【登録受付期間】 
　第 2次登録期間：2021 年 7月 29 日（木）正午～9月 15 日（水） 
　＜入金締切日：2021 年 9月 15 日（水）＞ 
【登録方法】 
　オンライン参加登録のみとさせていただきます。 
　お支払い方法は、クレジットカード決済のみとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

04）ネームカード（参加証明書）および領収書、WEB視聴用 ID,PWについて 
〈ネームカード（参加証明書）および領収証〉 
　本会では、ネームカードの作成・郵送はいたしません。 
　参加登録をした際のオンライン参加登録システム画面より、「領収書」と「参加証明書」のダウンロ 
　ードが各自可能です。会期終了 1ケ月以内にダウンロードをお願いいたします。 
〈WEB視聴用 ID,PW〉 
　オンライン参加登録時にご自身で設定した IDと自動で発行されたパスワードを、総会ホームペー 
　ジの「WEB会場はこちら」をクリックいただき、指定のログイン画面に入力の上、ログインしてく 
　ださい。詳細は会期直前にホームページにてご案内いたします。 
　ID,PWを忘れた方は、「パスワード/ログイン IDを忘れた方はこちら」から再発行をお願いします。 
　各自の ID，PWの案内メールはいたしませんので、ご注意ください。

 参加区分 第2次登録参加費
 会員 15,000円
 非会員 16,000円
 学生（有料）※1 04,000円

※1： 学生は学部学生に限ります。（大学院生は含まれません）
 一般発表される学生となります。教育企画含め全てのプログラムに参加できます。
 登録時に学生証のデータをアップロードしてください。
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05）懇親会 
開催いたしません。 

06）市民公開講座 
会　　場：Web開催　ライブ配信のみ 
会　　期：8月 15 日（日）14：30～16：30 
視聴方法：総会ホームページ「市民公開講座のご案内」をご確認ください。 

07）オンライン展示 
視聴者は、総会ホームページ「WEB会場はこちら」よりオンライン企業展示会場へアクセスしてく
ださい。 
期　　間：8月 13 日（金）～8月 15 日（日） 
　　　　　8月 30 日（月）正午～9月 15 日（水） 

08）生薬関連「東北地方での薬用植物の栽培と生薬生産の現況」オンライン展示 
総会ホームページ「WEB会場はこちら」より「生薬関連展示」へアクセスしてください。 
東北６県各地での栽培産地のご協力を得て、漢方薬に用いられる薬用植物の栽培、生薬生産の状況を
紹介し、学会会員の皆様と情報を共有したいと思います。 
産地で栽培されている基原植物や生産された生薬について、編集画像でオンライン供覧いたしますと
共に、栽培・生産方法の改良に関する試みや、生産後の規格外品の薬用外の利用など、栽培が産業と
して成り立つための努力の一端にも言及してご紹介します。 

09）専門医制度について 
専門医・認定医の更新点数： 
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  更新点数
学術総会　出席 20点
学術総会　発表（演者のみ） 10点
医療倫理・医療安全講習会 5点

※1： 出席点、発表点ともに学術総会終了後、記録をもとに学会事務局が登録いたしますが、万一登録されな
 かった場合に備えて参加費の領収書を必ずお手元に保管してください。領収書は参加登録システムログ
 イン後の「メインメニュー」にてダウンロードが可能です（会期終了 1ケ月以内）。
※2： 医療倫理・医療安全講習会は、事後配信いたしません。学術総会会期後に受講を希望される方は、
 日本東洋医学会の eラーニングにより受講が可能です。
※3： 医療倫理・医療安全講習会は、開始から終了まで視聴しないと更新点数は付与されません。更新点数は
 受講記録をもとに学会事務局が登録いたしますが、万一登録されなかった場合に備えて視聴完了後に
 表示される「受講証」を必ず印刷して保管してください。
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専門医・認定医の受験単位：  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10）各種講習会 
◆指導医講習会 
　日本東洋医学会指定研修施設の指導医及び地区委員のみが対象です。 
◆専攻医のための説明会 
　漢方専門医試験受験のための指定研修施設で研修している専攻医または研修開始予定の医師が対 
　象です。 
◆医療倫理・医療安全講習会 
　専門医・認定医の更新点数及び受験単位が付与されますが、開始から終了まで視聴しないと付与 
　されません。受講終了後には必ず受講証を印刷して保管してください。 

11）第 71回定時社員総会 
開催いたしません。 

12）会頭賞 
お申し込みいただきました「一般演題」、「学生発表」の中から会頭賞候補演題を選び、「優秀演題」セ
ッションにてオンデマンド配信いたします。選考委員会による厳正な審査を経て、最も優れた一般演
題、学生発表に「会頭賞」を授与いたします。 
表彰方法など詳細は、総会ホームページをご確認ください。 

13）学術奨励賞表彰式 
会　場：Web開催　ライブ配信のみ 
会　期：8月 14 日（土）13：30～14：20 
　　　　名誉会員表彰、大塚敬節記念東洋医学賞、学術賞、奨励賞、72回総会予告を予定しております。 

参加者へのご案内

  受験単位
学術総会　出席 1単位
学術総会　発表（演者のみ） 1単位
医療倫理・医療安全講習会 1単位

※1： 出席単位は参加費の領収書が証明となりますので、受験申請を行う時まで保管してください。申請者の
 氏名が記載されていない場合は不可となります。領収書は参加登録システムログイン後の「メインメ
 ニュー」にてダウンロードが可能です（会期終了 1ケ月以内）。
※2： 発表の単位は学術集会プログラムの表紙および申請者名の記載されている頁のコピーが証明となります
 ので、受験申請を行う時まで保管してください。
※3： 医療倫理・医療安全講習会は、事後配信いたしません。学術総会会期後に受講を希望される方は、日
 本東洋医学会の eラーニングにより受講が可能です。
※4： 医療倫理・医療安全講習会は、開始から終了まで視聴しないと受験単位は付与されません。視聴完了後
 に表示される「受講証」を必ず印刷して保管してください。
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14）各種単位の取得 
◆日本医師会生涯教育制度単位申請 
　本学会では、自己申告により、日本医師会生涯教育制度の単位を取得できます。 
　申告方法：毎年「日本医師会雑誌」3月号に同封される申告書に、他の単位とともに一括で申請し

てください。 
　　　　　　申請手続きの際には、参加証明証のコピーをご利用ください。なお、申告手続きに関し

ては、日本医師会生涯教育制度のホームページ（https://www.med.or.jp/cme/about/）
をご覧ください。 

◆公益社団法人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（シール）　 
　【※申請中】 
　・単位対象セッション：薬剤師セミナー（8月 15 日）ライブ配信 
　・単位数：1単位 
　・取得方法：対象セッションを開始から終了まで Zoom上で視聴し、途中に表示されるキーワー

ドを当日 24時までにWebフォームに回答いただきます。セッション開始時間を過
ぎても入室・視聴自体は可能ですが、単位申請を希望する場合は、セッション開始か
ら終了まで視聴することが必須条件となります。 

・8月 30 日以降、事後オンデマンド配信の視聴は可能ですが、単位取得は 8月 15 日のライブ配信時 
　のみとなりますのでご留意ください。 
　視聴方法など詳細は、総会ホームページをご参照ください。 
◆公益社団法人日本産科婦人科学会　専門医ポイント講習 
　日本専門医機構単位付与講習は下記のとおりです。 
　以下のプログラム配信期間中に限り取得可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　注意事項） 
　●視聴開始時、日本産婦人科学会会員番号（8桁）、名前を必ずご入力ください。９月２日 23時 59
分時点で視聴ログが残っていない方は付与対象外なりますのでご了承ください。 

　●視聴ログは運営事務局が管理します。 
　　単位取得に必要となる視聴ログを正確に把握するため、以下ご注意ください。 
　　専門医共通講習：セッションを開始から最後まで視聴ならびに設問回答をもって単位を付与

いたします。視聴だけでは付与対象となりませんのでご注意ください。 
　　産婦人科領域講習：セッションを開始から最後まで視聴をもって単位を付与いたします。　　　　 
　　ライブ配信およびオンデマンド配信の視聴に関する注意点は、総会ホームページにてご確認くだ
さい。 

　●9月 3日以降、オンデマンド配信プログラムの視聴は可能ですが、単位取得はできませんのでご
留意ください。

分類プログラム プログラム配信期間 単位付与条件

専門医共通講習
（感染対策講習会）：

1単位

ライブ配信
8月15日  11：10～12：10
オンデマンド配信
8月30日～9月2日

ライブ配信
8月14日  10：10～11：10
オンデマンド配信
8月30日～9月2日

視聴終了後に
設問5問中4問
に正解すること

専門医共通講習
（医療安全講習会）：

1単位

視聴終了後に
設問5問中4問
に正解すること

ライブ配信
8月15日  12：20～13：20
オンデマンド配信
8月30日～9月2日

産婦人科領域講習：
1単位

視聴のみ

招待講演
「新型コロナウイルス（COVID-19）
の現状と課題」

特別講演１
「東日本大震災時における災害
対応経験とその後の取り組み」

ランチョンセミナー8
「更年期障害の治療
～漢方とエクオールのアプローチ」


