
 

  

第 31回日本歯科東洋医学会総会・学術大会のお知らせ 

 
メインテーマ：時機到来 

 

■ 大会長挨拶 ■ 

皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

この度、第 31回日本歯科東洋医学会学術大会 大会長を拝命しました。今回で 31 回目を

迎え、歴史を誇る日本歯科東洋医学会学術大会を、6年ぶりに大阪で開催いたします。 

会期は 2013 年 11 月 15 日(金)～17 日（日）、会場は大阪市に本年 4 月に完成いたしまし

た「大阪歯科大学創立 100周年記念館」となります。 

現在、学術大会を少しでも実り多いものにするため、大阪歯科大学理事長・学長川添堯彬先生におかれま

しては多方面でご配慮、ご支援をいただき、準備委員会ならびに本会関西支部会員一同、一丸となって鋭意

準備を進めているところです。 

学術大会のテーマは『時機到来』とさせていただきました。 

私は日本在住 27 年になりますが、大阪歯科大学が創立 100 周年を迎えた 2011 年に歯科東洋医学室の専任

教授として、また大阪歯科大学創立以来、初の女性教授として拝命いたしました。  

医学部では 2003年から東洋医学がコアカリキュラムとして全ての大学で講義されはじめたことに比べ、歯

学部ではまだまだ大学間で大きな差があるのが現状です。そして歯科医療の臨床現場でも、歯科東洋医学が

十分に臨床活用されているとは言い切れません。 

しかし、2007 年日本歯科東洋医学会が日本歯科医学会の認定分科会に加盟し、昨年には、漢方薬 7方剤の

歯科保険適応が認められ、遅ればせながら歯科東洋医学が、日本の歯科界に少しずつ広がりつつあると思い

ます。今こそ、『時機到来』 なのかも知れません。 

大会では、3日間にわたって特別講演・教育講演･シンポジウムの 5演題をはじめ、多くのワークショップ、

ランチョンセミナー、ポスター発表、市民公開講座などを行う予定です。また、懇親会では皆さまに喜んで

頂ける企画を計画しており、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。 

私は東洋医学という宝橋を通じて、文化と人間の交流に貢献したいと考えています。人の役に立つことは

何よりの喜びであると思っています。東洋医学における私の“気血水”をささげたく、学術大会にも全力を

尽くしてまいります。人生とは仕事、人生とは行動、人生とは奉仕、人生とは“workout”で、心地よい緊張

感を味わい、心と体に刺激を受けて、その積み重ねこそが私の生きる原動力です。今までの惠まれ自分の境

遇を思い返すたびに、感謝の気持でいっぱいになります。その返礼をするためにも、今回の学術大会を開催

し、日本の歯科医療に貢献できればと考えております。 

多数の皆様のご参加を心よりお待ちしております 

 

■ 開催概要 ■ 

会   期 ：2013 年 11 月 15 日（金）～17 日（日） 

会   場 ：大阪歯科大学創立 100周年記念館 (大阪市中央区大手前 1-5-17) 

懇親会会場 ：ホテルニューオータニ大阪 

テーマ ：時機到来 

大会長 ：方 一如 （大阪歯科大学東洋医学室教授） 

準備委員長 ：久保 茂正 (大阪府和泉市 くぼ歯科・くぼ鍼灸院） 

 

■ 演題募集 ■  一般演題の募集は終了いたしました。多くのお申し込み、有難うございました。 

 



 

  

■ 参加登録要項 ■ 

次の要領で参加登録を募集いたします。多くの方の参加をお待ちします。 

1. 申込は、別ページの登録用紙に必要事項をご記入頂き、大会運営事務局まで FAXにてお申込下さい。 

2. FAXをお送りになる前に、以下の郵便振替口座まで該当参加費の納入をお願いします。用紙の FAXと入金

が確認された時点で、参加登録手続き完了とさせて頂きます。なお、参加費の返金はいかなる場合でも

致しかねます。ご了承下さい。 

3. 事前登録締切：2013年 9月 30 日 (月)  ※締切日以降は、学会会場にてお手続き下さい。 

振込先：郵便振替口座 番号 00190-9-418437 名義 第 31 回日本歯科東洋医学会学術大会 

本会誌挟み込みの郵便払込票もご利用ください。 

 

 参加者区分 事前登録参加費 当日登録参加費 

 歯科医師・医師・薬剤師・鍼灸師 12,000円 15,000円 

 コ・デンタルスタッフ (歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手) 3,000 円 5,000 円 

 学生 (要・学生証, 院生は除く) ― 0 円 

    
 懇親会参加費 10,000円 12,000円 

 Welcome Party (前夜祭) 6,000 円 8,000 円 
 

■ タイムスケジュール ■   

11月 15日(金)  

 13:30～14:30 常任理事会 

 14:40～15:15 専門医試験 

 15:00～16:15 理事会 

 15:25～16:25 認定医試験講習会 

 16:30～17:30 認定医試験 

 16:30～17:15 評議員会 

 17:30～19:00 認定医教育講座 

 19:00～    Welcome Party (前夜祭)   

 

11月 16日(土)  

  9:00～ 9:50  総会 

 9:50～10:00 開会式 

 10:00～11:00 大会長講演 

 11:00～12:00 特別講演Ⅰ 

 12:15～13:00  

 ランチョンセミナー1 

 「骨補填材を比較する ～第 2 世代の HA と   

  は？～」 

 ランチョンセミナー2 

 「東洋医学から CTと顕微鏡歯科への誘い！」 

 13:20～14:20 ワークショップ  

  (食養・薬膳・歯科鍼灸) 

 14:30～15:30 ワークショップ  

  (歯科漢方・東洋医学と咬合) 

 15:40～16:40 ワークショップ 

     (コデンタル staff のための東

  洋医学講座 ・YNSA 歯科部会) 

 16:50～17:50 教育講演 

 18:30～ 会員懇親会 

 （ホテルニューオータニ大阪） 

 

11月 17日（日）  

 6:30～ 7:30   市民公開講座Ⅰ(実習) 

  [大阪城公園] 

 9:00～10:00 ワークショップ [大講義室] 

   (東洋医学を歯科医院経営に活

  かす) 

  市民公開講座Ⅰ(理論) 

  [中講義室] 

 10:00～11:00 特別講演Ⅱ 

 11:00～12:00 特別講演Ⅲ 

 12:15～13:00   

 ランチョンセミナー3 

 「診療室・待合室における『空気除菌脱臭器グ  

  リーンメイト』の効果的活用法」 

 ランチョンセミナー4 

 「コールドレーザー『Lumix2』の顎関節症治療  

  への応用」 

 13:00～14:00  ポスター討論 

 13:15～14:15 市民公開講座Ⅱ 

 14:30～16:00 シンポジウム 

 16:00～ 閉会式 

 

 

 

 



 

  

■講師紹介■ 

【特別講演Ⅰ】 11月 16日 11:00～12:00 

『アメリカ歯科領域における 鍼灸と漢方薬の臨床治療』 

 Dr. Yemeng Chen (ニューヨーク中医医学院 院長) 

＜略歴＞ 

1985年 上海中医薬大学針灸推拿系本科卒業  (2012年北京 中医薬大学の医学博士学位) 

1985年 中国上海复旦大学附属華山医院鍼灸科医師 

1996年 アメリカニューヨーク中医学院教務長 

2006年 アメリカニューヨーク中医学院院長 

ニューヨーク州教育廰針灸委員会副会長、世界中医薬学会联合会常务理事、アメリカ華僑中医薬総会常務

理事と教育学術委员会主任 

 

【特別講演Ⅱ】 11月 17日 10:00～11:00 

『歯科における東洋医学の EBM と可能性』  

 丹羽 均 先生 (大阪大学歯学部教授) 

＜略歴＞ 

1984年 九州歯科大学卒業 

1984年 大阪大学歯学部研究生 

1985年 大阪大学歯学部附属病院医員 

1989年 大阪大学歯学部助手 

1991年 岩手医科大学歯学部助手 

1992年 大阪大学歯学部附属病院助手 

1993年 大阪大学歯学部附属病院講師 

1998年 大阪大学歯学部助教授 

2000年 大阪大学大学院歯学研究科教授 

  日本歯科麻酔学会理事、日本歯科麻酔学会 認定医・指導医、日本老年歯科医学会 認定医・指導医 

 

【特別講演Ⅲ】 11月 17日 11:00～12:00 

『医科歯科連携の漢方薬とは』 

 渡辺賢治 先生 (慶應義塾大学医学部准教授) 

＜略歴＞ 

 1984 年 慶應義塾大学医学部卒業 

 1984 年 慶應義塾大学医学部内科学教室 

 1990 年 東海大学医学部免疫学教室助手 

 1991 年 米国スタンフォード大学遺伝学教室 

    ポストドクトラルフェロー 

 1993 年 米国スタンフォードリサーチインスティテュート 

    分子細胞学教室ポストドクトラルフェロー 

 1995 年 北里研究所東洋医学総合研究所 

 2001 年 慶應義塾大学医学部東洋医学講座（現漢方医学センター）准教授 

 2008 年 慶應義塾大学医学部漢方医学センター センター長 

 



 

  

【教育講演】 11月 16 日 16:50～17:50 

『歯科保険適応 7 方剤の使い方』  

 王 宝禮 先生 (大阪歯科大学教授) 

＜略歴＞ 

1986年 北海道医療大学歯学部卒業 

1990年 北海道大学歯学部予防歯科学講座助手 

1992年 米国フロリダ大学歯学部口腔生物学講座研究員 

1995年 大阪歯科大学薬理学講座講師 

2002年 松本歯科大学歯科薬理学講座教授・附属病院  口腔内科担当 

2010年 大阪歯科大学歯科医学教育開発室教授 

日本歯周病学会「抗菌療法指針委員会」副委員長 

 

【シンポジウム～口腔顔面痛に対する治療法としての東西融合～】 11月 17 日 14:30～16:00 

『歯科ペインクリニック外来における和洋折衷』  

 杉村光隆 先生 (大阪大学歯学部准教授) 

＜略歴＞ 

1987年 北海道大学歯学部卒業 

1987年 大阪大学歯学部附属病院研修医 

1989年 大阪大学歯学部附属病院医員 

1992年 岩手医科大学歯学部附属病院助手 

1994年 広島大学歯学部附属病院助手 

2000年 広島大学歯学部学内講師 

2001年 大阪大学大学院歯学研究科助教授 

2007年 大阪大学大学院歯学研究科准教授 

日本歯科麻酔学会代議員、日本歯科麻酔学会認定医専門医、日本口腔顔面痛学会暫定指導医、歯学博士（広

島大学） 

 

『東西融合のペインクリニック』  

 瀧 邦高 先生 (大阪大学歯学部臨床准教授) 

＜略歴＞ 

1997年 大阪大学歯学部卒業 

1997年 同附属病院・医員   

2002年 同附属病院・助手          

2003年 同附属病院・助手・病棟医長 

2007年 同附属病院・助教・病棟医長 

2012年 大阪大学歯学部・臨床准教授 たき歯科医院副院長 

日本歯科東洋医学会認定医、日本歯科麻酔学会認定医専門医、日本口腔顔面痛学会暫定認定医専門医指導  

医、歯学博士（大阪大学） 

 

 

 

 



 

  

【認定医教育講座】 11月 15 日 17:30～19:00 

『女性のための歯科東洋医学』  

 後山尚久  先生 (大阪医科大学教授) 

＜略歴＞ 

1979年 大阪医科大学卒業 

1983年 島根大学医学部（旧島根医科大学）第一生化学助手 

1986年 大阪医科大学産婦人科助手 

1989年 米国オクラホマ州立大学 Physical Science II 教官 

1993年 大阪医科大学産婦人科講師 

1996年 大阪医科大学産婦人科助教授 

2006年 藍野学院短期大学教授 

2009年 大阪医科大学健康科学クリニック寄附講座（未病科学・健康生成医学講座）教授  

2011年 大阪医科大学健康科学クリニック 所長 

 

【市民公開講座Ⅰ】 11月 17 日 6:30～7:30(実習・大阪城公園)／9:00～10:00(理論・中講義室) 

『究極の代替医療 ： スロージョギング』  

 田中宏暁  先生 (福岡大学教授) 

＜略歴＞ 

1971年 福岡大学体育学部 助手 

1975年 福岡大学体育学部 講師 

1983年 福岡大学体育学部 助教授 

1983年 モントリオール大学附属小児病院内分泌学研究室 客員教授 

1988年 福岡大学体育学部 教授 

1998年 福岡大学スポーツ科学部 教授 

2003年 福岡大学スポーツ健康科学研究科科長 

2009年 福岡大学付置身体活動研究所所長   

 

【市民公開講座Ⅱ】 11月 17 日 13:15～14:15  

『歯科医療に漢方薬が効果』  王 宝禮 先生 (大阪歯科大学教授)    教育講演の講師紹介参照 

 

≪これから東洋医学を学ぶ人のためのワークショップ≫ 

歯科食養 ― 東竜太朗 (佐伯市・東歯科医院) 

歯科薬膳 ― 瀧北祥子 (姫路市・タキキタ歯科医院) 

歯科鍼灸 ― 阪本光伸 (大阪市・阪本歯科医院)、   河野 渡 (大阪市・河野歯科医院) 

歯科漢方 ― 英保武志 (大阪市・ABO歯科クリニック）、表川実哉 (周南市・おもかわ歯科医院) 

東洋医学と咬合 ― 秦 光潤 (江戸川区・ハタデンタルクリニック)、丸尾謙二 (大垣市・アカデミー歯科ク

リニック)  

コデンタル staff のための東洋医学講座 ― 岡 佐和子 (摂津市・小坂歯科医院)、森 千鶴 (大阪市・アンフ

ィニ鍼灸院)、長尾 香 (大阪市・長尾歯科医院) 

新頭針の歯科応用 ― 丹羽祐子 (新宿区・橋本歯科医院)、藤井 宰 (越谷市・藤井歯科医院) 

東洋医学を歯科医院経営に活かす ― 寺浦康夫  (尼崎市・寺浦歯科医院)、椋梨兼彰 (藤沢市・むくなし歯

科医院) 



 

  

≪ランチョンセミナーのご案内≫ 以下の 4つの企業よりランチョンセミナーのご協力がございます。 

16 日  ランチョンセミナー1 [協賛：京セラメディカル㈱] 

   演題「骨補填材を比較する ～第 2世代の HAとは？～」 

   講師 松野智宣 先生（日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座 准教授） 

     ランチョンセミナー2 [協賛：タカラベルモント㈱] 

   演題「東洋医学から CTと顕微鏡歯科への誘い！」 

   講師 久保茂正 先生(大阪府和泉市 くぼ歯科・くぼ鍼灸院) 

17 日  ランチョンセミナー3 [協賛：メディカルサポートインターナショナル㈲] 

   演題「診療室・待合室における『空気除菌脱臭器グリーンメイト』の効果的活用法」 

   講師 河合成忠 氏（株式会社 旭東 専務取締役） 

 ランチョンセミナー4 [協賛：㈲ウエイブレングス] 

   演題「コールドレーザー『Lumix2』の顎関節症治療への応用」 

   講師 中沢勝宏 先生(東京都開業) 

 

【 会員懇親会のご案内 】  

懇親会は 11 月 16 日(土) 18:30 から、ホテルニューオータニ大阪で、賑やかに開催されます。是非、ご参

加下さい。 

穂積純典 JazzTrio with 北荘桂子（Vocal）が出演♪ 

 

【 Welcome Party(前夜祭)のご案内 】  

11 月 14 日(金)19:00～、大阪歯科大学附属病院内プラザフォーティーンにて Welcome Party (前夜祭)を開催

します。是非、ご参加ください。 

 

■ お問合せ ■ 

第 31 回学術大会運営事務局 ：（一財）口腔保健協会コンベンション事業部  

〒170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9   TEL 03-3947-8761   FAX 03-3947-8873    

E-mail  jdsom31@kokuhoken.jp 

 

■ アクセス ■ 

 大阪歯科大学創立 100周年記念館は大阪歯科大学附属病院に隣接しております。 

 

 

京阪電車「天満橋駅」 京阪シティーモール方向に東へ進み、OMMビルの向かい 



 

  

 

 

 

 

ＦＡＸ ０３‐３９４７‐８８７３ 

 

第 31回日本歯科東洋医学会総会・学術大会参加登録書 

【登録者氏名】 

フリガナ 

 

 

 

 

【登録者住所（勤務先名称）など】 

〒 

 

 

 

 

勤務先名称： 

 

 

 

ＴＥＬ                   ＦＡＸ                   

 

該当する（  )内に○印をつけてください 

★事前登録は 9月 30日（月）が締切日です。10月 1日以降は会場にてお手続き願います★ 

 

参加者区分 事前登録参加費 

歯科医師・医師・薬剤師・鍼灸師 （   ） 12,000円 

コ・デンタルスタッフ (歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手) （   ） 3,000 円 

学生 (要・学生証, 院生は除く) （   ） ― 

   
懇親会参加費 （   ） 10,000円 

Welcome Party (前夜祭) （   ） 6,000 円 

 

振込み合計金額             円 

 

 

本用紙をファックスされる前に、参加費のお振込みをお済ませください。 

 



 

  

【宿泊施設のご案内】 
 

第 31 回日本歯科東洋医学会総会・学術大会にご参加者の皆様へ、下記のとおり宿泊施設をご案内させてい

ただきます。 

 

■宿泊申込手続のご案内（募集型企画旅行） 

宿泊設定日／ 平成 25年  【前泊】 11月 14日（木） / 【大会当日】 11月 15 日（金）/16 日(土) 

宿泊先 部屋タイプ 料金 記号 所在地・交通 

ホテル 

ニューオータニ 

大阪 

〝懇親会会場〟 

シングル 20,000円 ＡＳ 
 

〒540-8578 

大阪市中央区城見 1-4-1 TEL:06-6941-1111 

JR「大阪城公園駅」下車 徒歩 3分 
 

ツイン 15,000円 ＡＴ 

ホテル京阪 

天満橋 
シングル 9,000円 ＢＳ 

〒540-0012 

大阪市中央区谷町 1-2-10 TEL:06-6954-0321 

京阪電車「天満橋駅」下車すぐ 

大阪キャッス

ルホテル 
シングル 9,000円 ＣＳ 

 

〒540-0032 

大阪市中央区天満橋京町 1-1 TEL:06-6942-2401 

京阪電車「天満橋駅」下車すぐ 
 

ホテル京阪 

京橋 
シングル 12,000円 ＤＳ 

 

〒534-0024 

大阪市都島区東野田町 2-1-38 TEL:06-6353-0321 

京阪電車「京橋駅」下車すぐ 
 

※宿泊料金は、お一人様あたり１泊朝食付・サービス料・諸税込 

☆宿泊を申し込まれる方は、別紙「宿泊申込書」に必要事項をご記入の上、トップツアー㈱東京法人西事業  

 部へＦＡＸにてお送り下さい。 

☆お申し込みより 3営業日以内に、「申込書」のトップツアー回答欄に申込状況を記入しまし たものを FAX  

 にてご返信いたします。お申込の FAXご送信後、3日以内に申込書の返信がお手元に届かない場合は、申  

 込書未達の場合もございますので、お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 

☆ホテルの部屋数には限りがございます。希望に添えない場合は、他施設へ変更をお願いすることがござい  

 ますので、予めご了承願います。 

宿泊申込締切 平成 25 年 10月 25 日(金)必着 
 

☆変更・取消等の連絡につましては、送付済の申込書を上書きで訂正の上、FAXにてお送り下さい。 

☆宿泊申込を取り消された場合は以下の取消料がかかります。 

取消日 15日前まで 14～8日前 7～2日前 前日 当日 開始後・無連絡不泊 

取消料 無料 宿泊費の 20％ 宿泊費の 30% 宿泊費の 40％ 宿泊費の 50% 宿泊費の全額 
 

 

※ご宿泊当日 10時までに当支店または、ご宿泊施設に取消の連絡がない場合は、無連絡不参加として取扱い、

100%の取消料を申し受けます。 

☆お申込の内容に基づき、請求書、宿泊券、ご旅行条件書を 11月初旬頃に発送いたします。ご旅行条件書を

必ずご確認ください。 

☆請求書類がお手元に届き次第、請求書に記載された当社指定口座に宿泊費用等をお振込下さい。 

☆個人情報の取扱について 
・参加申込の際にご提出いただいた個人情報は参加者との連絡の為及び参加者名簿作成等に利用させていただきます。 

また主催者事務局に提供致します。 
 

お申込・お問い合わせ先  〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 10階 

（旅行企画・実施）     トップツアー(株)東京法人西事業部 第 2営業部 

TEL：03-5766-0099 FAX：03-5766-0264 
担当：春田 / 川見 / 熊野 

（受付時間  月～金曜日  9：00～18：00 土日・祝祭日は休業） 

観光庁長官登録旅行業第 38号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 

総合旅行業務取扱管理者/酒井 克之    【社内承認番号 7053】 



 

  

トップツアー㈱東京法人西事業部第 2 営業部 

FAX：０３－５７６６－０２６４ 

 
第 31回日本歯科東洋医学会総会・学術大会 

宿 泊 申 込 書 
 

◎申込欄(太枠内)にもれなくご記入、または記号をお付け下さい 

都道府県  歯科医院名  

 

 

連絡先 

 

 

〒   ―       （郵便番号・住所は正確にご記入下さい。） 

 

 

 

 

TEL FAX 

氏  名 フリガナ 

性

 

別 

宿泊日・ホテル記号 

ホテル記号 宿泊開始日 泊数 

  男 

女 
 ／ （  ） 泊 

  男 

女 
 ／ （  ） 泊 

備 考 欄 

ツインでの宿泊希望者はこちらに同室の組み合わせをご記入ください 

 

※手配の為に必要な範囲内での宿泊機関等への個人情報の提供について同意の上、宿泊を申し込みます。 
 
☆宿泊を申し込まれる方は、上記「ホテル記号・宿泊日」欄にご記入ください。 

☆ホテルの部屋数には限りがございます。希望に添えない場合は、他のタイプへの変更をお願いすることがございます、

予めご了承願います。 

☆｢申込書｣は控えとしてお取り置き下さい。 

☆変更・取消の際は送付済みの申込書に上書きしたものを FAXでお送り下さい。 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

お申込み・お問合せ先（旅行企画・実施） 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-22-3  渋谷東口ビル 10階 

トップツアー(株)東京法人西事業部 第 2営業部 TEL：03-5766-0099 FAX：03-5766-0264 

      担当：春田 / 川見 / 熊野  （受付時間 月～金 9：00～18：00 土日・祝祭日は休業） 

 

 

 

 

 

トップツアー回答欄 

メッセージ欄 申込受付日 変更・取消日 

□お申込みをお受けいたしました。 

 

□ホテル満室のため、調整後にご連絡させて頂きます。 

 

 

 

 

 


