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第 39 回 日本漢方交流会学術総会の報告
福岡大会実行委員長

アクロス福岡･四階

金子

吉一

国際会議場での福岡大会の様子

標記学術総会を九州漢方研究会が担当する事となり、平成 18 年 10 月 28 日～ 29 日に福岡県福岡市のアクロス福岡国際会議場に
て開催いたしました。
連休ではない中また九州の地にての開催ではありましたが、来賓の皆様を含めて 155 人、メーカーからの参加者も含めると 175
人の方に参加していただき、無事終了しました。大きな事故はありませんでしたが、準備段階から大会当日まで様々なミスがあり
いろんな方にご迷惑をおかけしました。お詫び申し上げます。アンケート調査も 2 日目の昼頃になって気付き、あわてて作成して
配布したので、1 日目のみ参加された方や 2 日目早めに帰られた方にはお渡しできませんでした。
アンケート調査用紙は約 100 枚作成して 10 枚ほど残りましたので、およそ 90 名の方に配布させていただきました。その中で
64 枚の回答をいただきました。結果をまとめようかと思いましたが、微妙な表現はそのまま報告した方が良いと考え、そのまま
の形で載せております。
質問は１．本大会で良かった事、２．本大会で良くなかった事、３．今後学術総会でしてほしい事、４．下記に○をして下さい・
交流会会員（関東地区、東海地区、近畿地区、中国地区、四国地区、九州地区）
・交流会会員外（初めての参加、2 回目以上参加）です。
１． 本大会で良かった事
「様々な角度から糖尿病を分析して下さり目からウロコが落ちる思いがし致しました」「糖尿病とメタボリックについて西洋と東
洋の立場をかみ合わせた内容で参考になりました」
「多くの人の知識を聞かせて頂いた事」
「会場が広く席もゆったりしたイスでテー
ブルも広く大変ゆったり勉強させてもらいました。会場も交通の便もよくわかりやすかった」「現代医学的な見方の情報を組入れ
た事」「食養は漢方治療には大切な事と思います。今回はそのテーマが根底にあってとても参考になりました。会場 特に椅子が
良かった」「和やかな発言、回答がなされていた事」「特別講演がとても良かった」「会場が良い」「勉強になりとても良い大会だっ
た」
「『食』に関する話題が多かった」
「駅から近いのが良かった」
「特別講演はそれぞれによかった」
「山本先生の話が良かった」
「特
別講演三つとも参考になり良かったです」「特別講演が充実していた。会員発表も意欲的なものが多く良かったと思う」「特に山本
廣史先生の自然を中心に、人間の生命の実体験の話をうかがえた事。全体に実際の医療に結ぶ事が多くあり有益でした」「糖尿病
を再認識する意味では各特別講師の先生の講演が良かったと思います」「落合先生の講演、膵臓が冷えてインスリン、グルカゴン
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が少ないという事がわかっただけでも大収穫です」
「いろいろ参考になりました。お疲れ様でした」
「いろいろな角度から一つのテー
マに取組んでいて得る所があったと思う」「１. 会場 ２. タイムスケジュール」「全体的に良い」「会場が広くイスも座り心地が良
く机のスペースも広く疲れなかった。会場へのアクセスも良かった」「糖尿というポピュラーなテーマに種々の提案がされさっそ
く明日から活用したいと思う」「内容的にとても各方面にわたり盛りだくさんで良かったと思います」「皆様が研鑽された結果を発
表して頂き勉強になりました」「症例発表が多かった」「特別講演『日本産生薬について』」「特別講演は四氏共に大変良かった価値
があった」「血糖値低下に効上らず患者（客）を避けていたが指導にヒントが得られた」「大変勉強になりました。会場設定も皆様
のサービスも大変良かったと思います。お疲れ様でした」「『こころころころ･･･』と『食物で病を予防･･･』が特に良かったです。
感動しました」
「立派な会場にはびっくり（検査値）数字にとらわれない漢方的な考え方の発表が多かった」
「特に糖尿病の食事（薬
膳）等が良かった。病を治すのは食事、運動、精神（神）」
「会場がキレイで広くて良かった」
「皆さんにお会い出来た事」
「座席がゆっ
たりしてよかった」「会場が広く場所も良い」「難しい内容（糖尿）なのに会員発表が良く集まったと思います」「全体的に参考に
なりました」
「特別講演が参考になりました」
「特別講演（食物で病を予防し･･･）が良かった」
「講演が良かった。休憩が頻繁にあっ
た事」
「特別講演が多くて良かった。いろんな話が聞けてとてもおもしろかった。福岡の方お疲れ様でした（九州地区の方）」
「『私っ
てうつ病なの？』に多くの市民参加があり質問が沢山出ていたこと。メーカー主導でのうつ病引出しへの警告？特別講演はいずれ
も良かった」「特別講演の内容は興味深く良かった。落合先生の話も良かったです」「食物で病を予防し病を治す」「特別講演がそ
れぞれ大変おもしろかった」
「特別講演が全部良かった。会場」
「会員発表において先生方の努力が聞けました。会場はとても良かっ
た」「特別講演はどなたのも大変興味深く聞かせていただきました」「会場が良くて椅子の座り心地が良く疲れが少なかった」「講
演の後の質問にも積極的に訊かれる人が多く、本当に熱意を持って聴かれていたことがうかがえる。又、座長さんの細やかな気づ
かいでもってまとめていたので、皆が気持ちよく参加できたようだった。あまり人が多すぎず、なごやかな空気の中で行われてい
たからだろうと思われた」「症例を通して実践的な話が聞けた事」「塩の話がとてもよかったです。補腎が大切で、脾胃も非常に重
要という事を改めて再認識しました。食事・運動・精神で病を治すという言葉は感動しました」「漢方を中心とした発展のある内
容の説明」「山田先生のわかりやすいうつ病の話。太田先生の柴胡証の話。山本先生の『新薬も噛んでみる』という話」「特別講演
は特に勉強になりました。種々の角度から食物による治療・予防の判断の重要性を学べた」「お疲れ様でした。どれも大変良かっ
たです」
「会員発表③だけ」
「発表の話がわかりやすかった。会場がきれいでした」
「いろんな角度から話が聞けてよかったです」
「発
表の内容がわかりやすくて納得できてよかったです。しっかり基本があってわかりやすかったです。会場もきれいで良かったです」
「久しぶりに大会に寄せて戴き有難うございました。日頃少しですが院外処方箋を受けています中で、患者さんに対する助言に本
日のお話の中で感じた事を役立たせて行けたらと思っております」
２． 本大会で良くなかった事
「特になし」「発表者の中の臨床報告の中に『これをのんでこれが効果あった』では参考になると思われる事が少ない」「1 日目の
発表者、前半の音声が聞こえにくかった。マイクの使い方等、アドバイスして頂きたかった」「余り気がつきません」「ホテルの地
図がわかりにくかった事」「連休ではない為 2 日間参加できなかった」「懇親会の競馬レースはアイデアとしては良かったが、食物
が早くなくなったのが残念であったこのバランスは難しいと思うが･･･」「懇親会のお料理があまりおいしくなかった」「特になし」
「会員発表の時 司会者の先生は時間終了を守って頂きたい。学会の常識です。司会の先生の手腕をもう少し発揮して下さい」「糖
尿病のテーマでは少々難しい点もあり違った意味での分類した方向性が必要であったと思います」「糖尿病で八味丸などが効いた
のは昔の事」「時間的に制約が多く、講演の中にはもっと詳しく話してほしい方もあったと思う」「討論・質問時間を長く」「音が
散っている一考して下さい」「特に感じる事はなかった」「少し時間が短かった」「懇親会のあり方」「時間が忙しく発表者はしんど
い時間制限であったと思います」「パーティーで座りたかった」「懇親会の食事が少ないように感じます」「懇親会。充分な懇親が
出来なかった」「糖尿病に関する話がほとんどで、色々あってもよかった」「会員発表が少なかった、懇親会の盛り上がりがおしかっ
た」「ありません」「特になし」「特にない」「不親切と感じた」「泊まる所が変わった事で行けないかなと心配した」「質問時間が少
し足りなかった所があった」「マイクの音が聞きづらかった」「マイクの使い方が少々問題あり、ダラダラの質問。質問か自分の事
か分らなくなった例があって本当の質問をしてほしかった」
「特にない」
「参加者が少ない」
「質問のコーナーでは長すぎる方がいた。
違う方向に向かう」「特にありません」「特になし。気遣いあふれる良い大会だったと思う」「昼食はランチョンセミナーなどされ
るとどうでしょうか？」
「発表時間をもう少し長く出来たらいいと思いました」
「要点を整理してから発表した方が良いと思った」
「司
会者・座長が変わりすぎる。その上聞き辛い人が多い」
「2000 年の歴史を基本に学ぶのも良いが、科学的な根拠に基づく講演及び発表の演題も入れて欲しかった」「いつもながら時間が
ないのくり返し」「必ずしもテーマに沿って揃わなかった点」「懇親会の食事が人数に比べてテーブルが少なくて食べにくかった。
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イスも足りなかったと思います」「パーティーは立食ではない方が良かったです」
３． 今後、学術総会でしてほしい事
「西洋医学との対比・共通点等、漢方の初心者にも少しずつ理解できる内容を、今回の
大会のように取り入れて下さいますと助かります」「薬局漢方の今後、将来についての講
演を時おり入れて欲しい」「現代医学漢方の立場でどの様に考えるかという時間（検査数
値にふりまわされず対処する為）」「耳鳴り、生薬の薬効と応用」「わからない」「病状によ
るテーマがよいのでしょうか、便秘・神経痛など」「難病に対する考え方」「今後ともよろ
しくお願いします」「如何にすればより各研究会間の交流がはかれて、交流会として向上
するか。又、交流会全体として力をつけて、政治的にももの言っていく事も大切だと思い
ます（代議士の選出なども。難しい夢ですが）」「討論・質問の時間を長く」「山本氏のよ
会員発表をする落合幸子さん。
うなもの」「もっと出席者を増やすように啓蒙していって欲しい」「症例発表」「もう少し
発表を多く、生薬関連についても発表の場を作ってほしい」「初心者講座（分科会形式で
も良いので）（それぞれの研究会独特の表現ではなく標準的表現で議論できるように将来
的にも必要だと感じました）」
「薬系の会員が多い故“生薬”を何らかの形で入れていく」
「漢
方についての教育講演（入門者用）」「会員発表数の増加」「特別講演は臨床例などを中心
に話が出来る先生を多くして欲しい。より臨床的な話が聞きたい」
「年々参加者が減り残念。
どういう風にしたらいいか私にもよくわかりませんが」「宿泊先のホテルの確保」「今回と
同じ様な方向でやって欲しい」「発表時間を少なくとも 5 ～ 10 分延長された方が良いので
は」「どなたも専門家だけに他の先生の臨床経験談への知的好奇心がうずくのだろうと思
う。そういった情報交換のようなものが内輪うけにならない範囲でできたらと思う」「日
曜しか出れそうにないので、日曜午後のプログラムをもう少し組んでもらうとうれしい」
福岡大会 大会委員長 三橋國英氏
「管理栄養士による薬食同源の科学的な裏付けと一般への普及の促進。例えばイノシシの
肉を渡されても調理方が分らなければ食べられないと思う」「座長・パネリストを選出しておいて講演のレベルを上げて頂きたい」
「ＥＢＭ・ＥＢＮの演題も加えてほしく思いました」「期待するものなし」「実際に患者さんにあたっている方の経験を生かした話
をして下さい」「今回のように内容が充実していると嬉しいです」
４． 回答者の分布
●交流会会員（関東地区５名、 東海地区３名、 近畿地区１９名、 中国地区９名、 四国地区２名、九州地区１１名）●交流会会
員外（初めての参加７名、 2 回目以上参加６名）●不明２名
【まとめ】
１．特別講演は議論の末、素晴らしい方にして
頂きました。市民公開講座も多くの市民の方に
来て頂き、日本漢方交流会のＰＲになったと思
います。会員発表も難しいテーマにもかかわら
ず、症例あり、問題提起あり、基本的な考え方
についての話があり、といろんな発表をして頂
き有難うございました。質問も活発に出ていた
為、座長の先生も大変だったと思いますが、う
まくまとめて頂き有難うございました。
２．では懇親会についてが多かったと思います
が。これは大会当日の申込が急激に増えたのに、
実行委員長が危機感を持っていなかった為、食
懇親会の様子
事が足りず、予定より早く終了せざるを得なく
なりました。改めてお詫びします。司会や音声等は事前に国際会議場でのリハーサルが出来ず、ご迷惑をおかけしました。又、ホ
テルの地図も一部間違っておりました。時間が足りない点は、犬山大会方式（全員事前に読み、会場では質問のみ）が理想だと思
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いますが、開催するだけで精一杯でそこまで出来ませんでした。
３．は今後の参考になれば幸いです。
実行委員長は計画性に乏しかった為あちこちで躓きましたが、大会委員長をはじめ実行委員がそれぞれの立場で責任を持って行動
した為、なんとか学術総会の形が整いました。日本漢方交流会の皆様、九漢研の皆様有難うございました。
なお、大会の様子は（中）日本漢方交流会の HP http://www.kanpou.com/index.htm に掲載していただいています。また、
九州漢方研究会の HP http://www2.odn.ne.jp/kyukan/ にも大会の写真を掲載しようと準備しています。よかったらご覧下さい。

“初学者のための漢方運用講座・第 2 回”を終えて
日本漢方交流会

企画部

2006 年 9 月 24 日（日）、昨年同様、
日中医薬研究会関東支部と東京漢
方研究センターの後援のもと、東
京共立薬科大学にて開催されまし
た。テーマは“いろいろな便秘の
店頭応用”です。 太田順康先生
による“便秘の漢方”落合富雄先
生による“便秘解消対策の食養”
です。
初学者にとって、便秘薬はよく
店頭で求められるものですが、便
秘の病理はとても奥深く難しい。
太田先生の経験と歯切れのよさで
初学者にも分かりやすく、ために
なる講義でした。落合先生の食養のお話は初学者にとって新鮮で興味深く、考え方に刺激を受けたとの声が多くありました。
いままで、漢方にあまり興味を抱かなかった薬剤師も、時代の流れと共に勉強せざるを得なくなりました。全く漢方を知ら
ない一般の新しい薬剤師に、この
初学者のための漢方運用講座・第 2 回 会場の様子
ような講座を定期的に提供するこ
とは日本漢方交流会の社会貢献に繋がると思います。漢方の講座はそれこそいろいろありますが、このような店頭における身
近な指導や、経験を盛り込んだ講座はめったになく“この様な講座を現場の薬剤師は望んでいたのだ”という感触を得ました。
企画部では、2007 年度より、関西でも関東と同じ講座を提供していく予定ですので、どうぞご協力くださいますよう、よろし
く御願い致します。

“初学者のための漢方運用講座・第３回予定”
日時：２００７年２月２５日（日） １０：３０～１７：００
場所：トーコーシティホテル新大阪（新大阪駅より御堂筋線で１つ目：東三国駅から徒歩２分）
テーマ：いろいろな風邪の店頭応用
内 容：午前 漢方基礎理論 太田順康
午後 風邪の漢方
太田順康
風邪の食養
村上清尚

先生
先生
先生

皆様、お誘い合わせの上どうぞご参加下さいます
様、宜しくお願い申し上げます。
日本漢方交流会

企画部

中川智代

総務部より…
会員確保のた為「入会のご案内」のしおりを改訂したいと思いますので、ご意見をお寄せ下さい。（19 年 1 月末まで）
総務

石原タツ

FAX

▲
▲

広報担当からのお知らせ

●日本漢方交流会ホームページを立ち上げております。
活動予定などを掲載できますので広報委員までお知ら
せ下さい。パスワードは kaiin でお入りください。
平成 18 年 11 月編集

0436-21-3384

