第5回 フレイル漢方薬理研究会学術集会

健康長寿と人参 養栄湯

［対 象 者］
医療従事者
参加費

※本年度の開催につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加人数を制限し、
事前登録制となります。
尚、学術集会、並びに、本会後の情報交換会は、新型コロナウイルス感染症等により中止とする
可能性もございます。ご了承いただけますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

1,000 円

（土） プログラム
2021年9月18日
乾

明夫 先生（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 漢方薬理学講座 特任教授）

14：30 〜 14：35

開会挨拶

14：35 〜 15：35

セッション ：フレイルに関する最新の話題

Ⅰ
本学術集会は、COVID-19感染拡大影響により、延期となり
1. 基礎研究からみた人参養栄湯の抗フレイル作用
ました。開催時期が決定しましたら改めてお知らせいたします。
大澤 匡弘 先生（名古屋市立大学大学院薬学研究科 神経薬理学分野 准教授）
座長

武田

演者

宏司 先生（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院・クリニック 内科）

2. COPD骨格筋合併症に対する漢方薬の効果
座長

相良

博典 先生（昭和大学病院 病院長 / 昭和大学医学部内科学講座（呼吸器・アレルギー内科学部門）主任教授）

演者

浅井

一久 先生（大阪市立大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 准教授）

15：35 〜 15：50

休

15：50 〜 17：50

セッション Ⅱ： がん治療と人参養栄湯

憩

15分

1. 人参養栄湯による腫瘍免疫活性化作用と骨髄由来免疫抑制細胞(MDSC)
座長

上園

保仁 先生（東京慈恵会医科大学 疼痛制御研究講座 特任教授 / 鹿児島大学 客員教授）

演者

礒濱 洋一郎 先生（東京理科大学 薬学部 応用薬理学研究室 教授）

2. 消化器がん化学療法中における支持療法としての人参養栄湯への期待
座長

加島

雅之 先生（熊本赤十字病院 総合内科 部長 / 熊本大学医学部 臨床教授/宮崎大学医学部 臨床教授）

演者

福原 研一朗 先生（市立藤井寺市民病院 診療局長・外科診療部長・消化器外科長・麻酔科長)

3. 肺癌周術期における人参養栄湯の可能性
座長

丸中

良典 先生 ((一財）京都工場保健会 代表理事 / 立命館大学 創薬科学研究センター チェアプロフェッサー）

演者

眞庭

謙昌 先生（神戸大学医学部附属病院長 / 神戸大学大学院医学研究科 呼吸器外科学分野 教授）

4. 多発性骨髄腫と漢方症例
座長

丸中

良典 先生 ((一財）京都工場保健会 代表理事 / 立命館大学 創薬科学研究センター チェアプロフェッサー）

演者

野村

昌作 先生（関西医科大学 副学長

内科学第一講座 主任教授）

総合討論
17：50 〜 18：05

休

18：05 〜 18：45

特別講演Ⅰ

憩

15分

Activity based anorexia mouse models as a tool for identifying potential treatment options for anorexia
座長

矢田

演者

Prof. Herbert Herzog（Garvan Institute of Medical Research）

18：45 〜 19：25

俊彦 先生（関西電力医学研究所 統合生理学研究センター長 / 神戸大学大学院医学研究科 客員教授）

特別講演 Ⅱ

癌悪液質と人参養栄湯
座長

櫻井

演者

乾

19：25 〜 19：30

孝 先生（国立長寿医療研究センター もの忘れセンター長 / 神戸大学大学院医学研究科 客員教授）

明夫 先生（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 漢方薬理学講座 特任教授）

閉会挨拶

乾

明夫 先生（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 漢方薬理学講座 特任教授）

共催 ： フレイル漢方薬理研究会 ／

第5回 フレイル漢方薬理研究会学術集会

Webサイトから
事前に参加登録
の手続きを
お願いします

健康長寿と人参養栄湯
2021年

１会場

第

第

2会場

9 月18日（土）14：30 〜 19：30

東京会場

帝国ホテル東京

大阪会場

ANAクラウンプラザホテル大阪

本館2階「孔雀の間（東）」

〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1 TEL：03-3504-1111
https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/access̲map/direction.html

3階「万葉の間」

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-3-1 TEL：06-6347-1112
https://www.anacrowneplaza-osaka.jp/access/

名古屋会場
福岡会場

名古屋クレストンホテル

9階「ザ・サウス」

ヒルトン福岡シーホーク

1階「アルゴス」

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 TEL：052-264-8000
https://www.crestonhotel.jp/nagoya/access/

〒810-8650 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-3 TEL：092-844-7878
https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/access/

事前参加登録のご案内
ご参加いただけます場合は、右記のWebサイトまたは二次元コードよりアクセスし、事前参加登録
の手続きをお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加人数に制限があり、

事前に参加登録された方のみご参加いただけます。
事前参加登録は 9月1日（月）12：00 より開始いたします。なお定員になり次第、締切らせて

いただきます。ご了承くださいますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

※本講演会は医療従事者を対象としています。※日本老年医学会〔老年病専門医 ２点〕が申請できます。

事前参加登録サイト
https://gjm.pw/frailkampo

フレイル漢方薬理研究会
代表世話人
世話人

乾

明夫 （鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 漢方薬理学講座 特任教授）

武田 宏司
礒濱洋一郎
上園 保仁
相良 博典
寺山 靖夫
櫻井
孝
大澤 匡弘
丸中 良典
矢田 俊彦
加島 雅之
高橋 隆二

（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院・クリニック 内科）
(東京理科大学 薬学部 応用薬理学研究室 教授）
（東京慈恵会医科大学 疼痛制御研究講座 特任教授 / 鹿児島大学 客員教授）
（昭和大学病院 病院長 / 昭和大学医学部内科学講座
（呼吸器・アレルギー内科学部門) 主任教授）
（医療法人社団 健育会 湘南慶育病院 副院長 / 脳神経センター長）
（国立長寿医療研究センター もの忘れセンター長）
（名古屋市立大学大学院薬学研究科 神経薬理学分野 准教授）
（
（一財）
京都工場保健会 代表理事 / 立命館大学 創薬科学研究センター チェアプロフェッサー）
（関西電力医学研究所 統合生理学研究センター長 / 神戸大学大学院医学研究科 客員教授）
（熊本赤十字病院 総合内科 部長 / 熊本大学医学部 臨床教授 / 宮崎大学医学部 臨床教授）
（クラシエ製薬株式会社 漢方研究所 所長）

［フレイル漢方薬理研究会お問い合わせ先］

フレイル漢方薬理研究会 学術集会 共催事務局 クラシエ薬品株式会社

03-5446-3352

［ TEL ］

