
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



 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

 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 －
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用語及び病名分類
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－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
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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
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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
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