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 日程表
9月4日（土） 9月5日（日）
Web会場 Web会場

8:30 8:30

9:00
8:50～　大会長挨拶

9:00
9:00～11:40　 Z  オ

シンポジウム1
「リスク管理計画（RMP）と漢方製剤」

オーガナイザー：津谷 喜一郎、袴塚 高志
特別発言：田原 英一
演者：古閑 晃、稲田 将大、林 昌洋、香取 征典、西村 次平

9:00～10:00　 Z  オ
次世代を担う若手研究者の会シンポジウム
「若手研究者が挑む和漢薬研究の将来像」

オーガナイザー：伊藤 直樹、今 理紗子
演者：荒木 良太、安藤 広和、嶋田 沙織

10:00 10:00

10:10～12:10　 Z  オ
シンポジウム2

「がんサポーティブケアへの漢方の応用：
そのサイエンスとアート」

オーガナイザー：元雄 良治、上園 保仁
演者：近藤 奈美、西内 崇将、上園 保仁、元雄 良治

11:00 11:00

12:00 12:00
12:00～13:00　 Z

ランチョンセミナー1
「Well-beingを目指した腸内フローラ対策」

座長：嶋田 豊　演者：内藤 裕二
共催：株式会社ツムラ

12:30～13:30　 Z  オ
ランチョンセミナー2

「月経機能の「東西分析」にみるサイエンスとアート
～基礎医学への漢方医学的提言～」
座長：山田 陽城　演者：仙頭 正四郎

共催：小太郎漢方製薬株式会社

13:00 13:00

13:10～14:10　 Z  オ
特別講演1

「西洋医学が対応しにくい症状を改善することで
がん患者の生活の質向上に貢献する漢方薬」
座長：笹川 寿之　演者：上園 保仁

13:40～14:40　 Z  オ
特別講演2

「がん転移を抑制する漢方薬の基礎研究から新規生薬エキス
EFEの開発へ～基礎研究成果の臨床応用を目指して～」

座長：崔 吉道　演者：日向 須美子

14:00 14:00

14:30～15:00　 Z  オ　学会賞受賞講演
座長：稲垣 直樹　演者：松田 久司

15:00 14:50～16:50　 Z  オ
シンポジウム3

「新型コロナウイルス感染症と和漢医薬学：その基礎と臨床」
オーガナイザー：並木 隆雄、川添 和義
演者：並木 隆雄、川添 和義、高山 真、中永 士師明、

三輪 高喜、永井 隆之

15:00

15:30～15:50　 Z  オ　学術貢献賞受賞講演

16:00 16:00

16:10～18:10　録  オ
スポンサード・シンポジウム

オーガナイザー：礒濱 洋一郎
演者：矢田 俊彦、乾 明夫

共催：クラシエ薬品株式会社17:00
16:50～　閉会式

17:00

18:00 18:00

18:30 18:30

9:00にオンデマンド配信開始
薬剤師のための漢方講座、
市民公開講座、一般演題

座長：岩崎 克典　演者：渡辺 拓也

ライブ配信（Zoom） → Z
ライブ配信（録画配信） → 録
後日オンデマンド配信 → オ
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 プログラム

特別講演
特別講演1 ライブ配信：9月4日（土）　13:10～14:10、オンデマンド配信

座長：笹川 寿之（金沢医科大学・産科婦人科学・生殖周産期医学）

西洋医学が対応しにくい症状を改善することでがん患者の生活の質向上に貢献する漢方薬
上園 保仁
東京慈恵会医科大学 痛制御研究講座

特別講演2 ライブ配信：9月5日（日）　13:40～14:40、オンデマンド配信

座長：崔 吉道（金沢大学附属病院薬剤部）

がん転移を抑制する漢方薬の基礎研究から新規生薬エキスEFEの開発へ
～基礎研究成果の臨床応用を目指して～

日向 須美子
北里大学東洋医学総合研究所　臨床研究部

受賞講演
学会賞受賞講演 ライブ配信：9月4日（土）　14:30～15:00、オンデマンド配信

座長：稲垣 直樹（和漢医薬学会理事長、岐阜医療科学大学薬学部）

天然薬物の生体機能性成分の解明を目指して
松田 久司
京都薬科大学

学術貢献賞受賞講演 ライブ配信：9月4日（土）　15:30～15:50、オンデマンド配信

座長：岩崎 克典（福岡大学薬学部）

易怒性・攻撃性に対して抑制効果を示す漢方薬の作用機序探索
渡辺 拓也
福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室

シンポジウム
シンポジウム1 ライブ配信：9月4日（土）　9:00～11:40、オンデマンド配信

オーガナイザー：津谷 喜一郎（東京有明医療大学保健医療学部）
袴塚 高志（国立医薬品食品衛生研究所生薬部）

特別発言：田原 英一（日本東洋医学会医療安全委員会）
リスク管理計画（RMP）と漢方製剤

S1-1 ファーマコビジランスとはなにか？－世界と日本の医療用漢方製剤の現状－
古閑 晃
一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団
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S1-2 RMPとはなにか？～PMDAでの考え方～
稲田 将大
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
医薬品安全対策第一部（併任）新薬審査第一部

S1-3 日本版RMPのリスク管理内容と病院薬剤師の役割
林 昌洋
国家公務員共済組合連合会虎の門病院薬剤部

S1-4 漢方製剤の安全性確保における業界・企業活動
香取 征典
日本漢方生薬製剤協会安全性委員会

S1-5 非臨床から見た医薬品毒性評価の難しさ
西村 次平
独立行政法人医薬品医療機器総合機構

シンポジウム2 ライブ配信：9月5日（日）　10:10～12:10、オンデマンド配信

オーガナイザー：元雄 良治（医療法人社団愛康会小松ソフィア病院腫瘍内科）
上園 保仁（東京慈恵会医科大学 痛制御研究講座）

がんサポーティブケアへの漢方の応用：そのサイエンスとアート

S2-1 味覚障害と下痢
近藤 奈美
埼玉医科大学国際医療センター支持医療科

S2-2 便秘・更年期障害様症状
西内 崇将
高松赤十字病院腫瘍内科

S2-3 食欲不振、体重減少および口内炎
上園 保仁
東京慈恵会医科大学 痛制御研究講座

S2-4 末梢神経障害と皮膚・爪障害
元雄 良治
医療法人社団愛康会小松ソフィア病院腫瘍内科

シンポジウム3 ライブ配信：9月5日（日）　14:50～16:50、オンデマンド配信

オーガナイザー：並木 隆雄（千葉大学医学部附属病院和漢診療科）
川添 和義（昭和大学薬学部臨床薬学講座天然医薬治療学部門）

新型コロナウイルス感染症と和漢医薬学：その基礎と臨床

S3-1 中国と日本の伝統医学による新型コロナ感染症に関連した治療・予防の臨床研究の現状
並木 隆雄
千葉大学医学部附属病院和漢診療科

S3-2 中国におけるCOVID-19治療に関連する処方と生薬
川添 和義
昭和大学薬学部臨床薬学講座天然医薬治療学部門
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S3-3 日本東洋医学会主導新型コロナウイルス感染症の臨床試験について
○高山 真1,2、並木 隆雄1,3、小田口 浩1,4、久永 明人1,5,6、三谷 和男1,7、伊藤 隆1,5

1日本東洋医学会運営委員会特別ワーキンググループ、
2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、3千葉大学医学部附属病院和漢診療科、
4北里大学東洋医学総合研究所、5医療法人社団ひのき会証クリニック、6医療法人清風会ホスピタル坂東、
7三谷ファミリークリニック

S3-4 軽症・中等症におけるCOVID-19感染症に対する漢方治療
○中永 士師明1、入江 康仁1、福井 伸2

1秋田大学医学部附属病院高度救命救急センター、2秋田厚生医療センター呼吸器内科

S3-5 新型コロナウイルス感染症における嗅覚障害
三輪 高喜
金沢医科大学耳鼻咽喉科学

S3-6 漢方処方の呼吸器ウイルス感染症に対する効果　補中益気湯、柴葛解肌湯、
葛根湯・小柴胡湯加桔 石膏合剤の基礎研究

○永井 隆之1,2,3、小田口 浩3,4、清原 寛章1,2,3

1北里大学・大村智記念研究所・和漢薬物学研究室、2北里大学大学院・感染制御科学府、
3北里大学・東洋医学総合研究所、4北里大学大学院・医療系研究科

次世代を担う若手研究者の会シンポジウム
次世代を担う若手研究者の会シンポジウム ライブ配信：9月5日（日）　9:00～10:00、オンデマンド配信

オーガナイザー：伊藤 直樹（北里大学東洋医学総合研究所）
今 理紗子（星薬科大学生体分子薬理学研究室）

若手研究者が挑む和漢薬研究の将来像

YS-1 精神神経症状に対する和漢薬の作用に関する基礎研究－モノアミン神経系の解析－
荒木 良太
摂南大学薬学部複合薬物解析学研究室

YS-2 石川県における薬用植物の栽培研究-マオウ属植物について-
安藤 広和
金沢大学医薬保健研究域薬学系

YS-3 甘草含有漢方薬の適正使用―抑肝散製剤による低カリウム血症のリスク因子の解明―
○嶋田 沙織1、本間 真人1,2

1筑波大学附属病院薬剤部、2筑波大学医学医療系臨床薬剤学
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ランチョンセミナー
ランチョンセミナー1 ライブ配信：9月4日（土）　12:00～13:00

座長：嶋田 豊（富山大学医学部和漢診療学講座）

Well-beingを目指した腸内フローラ対策
内藤 裕二
京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座

共催：株式会社ツムラ

ランチョンセミナー2 ライブ配信：9月5日（日）　12:30～13:30、オンデマンド配信

座長：山田 陽城（一般財団法人北里環境科学センター、東京薬科大学史料館、北里大学）

月経機能の「東西分析」にみるサイエンスとアート～基礎医学への漢方医学的提言～
仙頭 正四郎
仙頭クリニック

共催：小太郎漢方製薬株式会社

スポンサード・シンポジウム
スポンサード・シンポジウム 動画配信：9月4日（土）　16:10～18:10、オンデマンド配信

オーガナイザー：礒濱 洋一郎（東京理科大学薬学部応用薬理学研究室/医療薬学教育研究支援センター）

SS-1 人参養栄湯による食欲中枢グレリン応答性NPY神経活性化、摂食概日リズム維持と食
欲不振改善

矢田 俊彦
関西電力医学研究所統合生理学研究部、神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

SS-2 癌支持療法としての漢方薬の有用性－人参養栄湯を中心に
乾 明夫
鹿児島大学大学院漢方薬理学講座

共催：クラシエ薬品株式会社

薬剤師のための漢方講座
薬剤師のための漢方講座 オンデマンド配信

座長：政氏 藤玄（金沢医科大学病院薬剤部）

薬剤師講座1 臨床現場における漢方
守屋 純二
金沢医科大学総合内科学

薬剤師講座2 薬剤師と漢方
金田 孝子
石川県女性薬剤師会

薬剤師講座3 漢方トリビア
新井 一郎
日本薬科大学
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市民公開講座
市民公開講座 オンデマンド配信

座長：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）

市民公開講座 生薬の作り方　～漢方薬の原料生薬はどのように作られるのでしょうか～
佐々木 陽平
金沢大学医薬保健研究域薬学系



口頭発表

演題番号 筆頭演者 筆頭演者の所属機関名 演題名

O-01★ 栗原　ちはる 金沢大学医薬保健研究域薬学系 加工及び煎じ工程の加熱が当帰の含有成分に及ぼす影響について

O-08★ 竹内　純 北里大学薬学部 麻杏薏甘湯の鎮痛作用に関わる構成生薬の解明

O-09★ 萬瀬　貴昭 近畿大学　薬学総合研究所 延命草由来 enmein の毛乳頭細胞増殖促進活性における標的分子の同定

O-10★ 山口　和輝 北里大学大学院感染制御科学府 白朮配合補中益気湯の免疫チェックポイント阻害剤による副作用発現予防への応用の可能性の検討

O-12★ 瀧山　幹奈 株式会社ツムラ漢方研究開発本部ツムラ先端技術研究所 五苓散の薬物相互作用研究―薬物代謝酵素及び薬物トランスポーター阻害作用の検討―

O-17★ 鈴木　里佳 東京理科大学薬学部 人参養栄湯および十全大補湯による骨髄由来免疫抑制細胞（MDSC）の活性化抑制作用および抗腫瘍作用

O-18★ 村上　一仁 東京理科大学薬学部 五苓散によるAQP4阻害を介した脳内炎症抑制作用

ポスター発表

演題番号 筆頭演者 筆頭演者の所属機関名 演題名

P-11★ 中曽根　美咲 小林製薬株式会社中央研究所 「補中益気湯」のウイルス性呼吸器感染症に対する感染予防作用とその作用メカニズムの検討

P-16★ 山嵜　紘子 佐藤製薬株式会社創薬研究部ライフスタイル研究課 GranzymeB阻害を介したゲンノショウコエキスのI型コラーゲン保護作用

P-20★ 若生　真由美 室蘭工業大学工学研究科環境創生工学系専攻 アコヤガイ貝殻真珠層に含まれる硫酸酸性多糖のβアミロイド沈着抑制作用

第38回和漢医薬学会学術大会　優秀発表賞受賞者
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