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5月13日土1日目

 8:30～9:30

各種委員会

 8:30～9:30
温泉療法
医会
幹事会

 8:45～11:50（受付 8:30～）

温泉療法医
教育研修会
講演 1～6

（別途有料：研修会申込者のみ）

光延 文裕、岩崎 　靖　
大村 浩一郎、保崎 泰弘
小片 　守、滝沢 英夫　

 9:30
 ～11:00

学会
理事会

11:00～12:00

評議員会

12:00～13:00
プレオープニング・ランチョンセミナー
「�関節リウマチの実践治療�
−裏技から獣道まで−」

織部 元廣
共催：旭化成ファーマ株式会社

13:10～13:20  開会式･学会特別賞授与
13:20～14:00  会長講演
「�With�コロナ・After�コロナ時代の
リウマチ診療」

堀内 孝彦
14:00～14:40

一般口演 1
［�内科･皮膚科（１）�］

座長：前田 豊樹

14:05～15:15  特別講演 1
「�これまでの別府観光��
そしてAfterコロナを見据えて」

長野 恭紘
「�COVID‒19�パンデミック、AMR�サイレント・
パンデミックから何を学ぶか�～レジオネラと
温泉の話を含めて～」�����舘田 一博

14:35～15:25
一般口演 4

［��東洋医学･�
　物理療法�］
座長：坂井 友実

14:45～15:35
一般口演 2

［�健康増進（１）�］
座長：泉　 従道15:20～16:30  招待講演

「別府温泉の地球科学的概要」
由佐 悠紀

「温泉入浴は腸内細菌叢および�
疾病リスクを改善するのか？」

馬奈木 俊介

15:30～16:30
体験実技セミナー

「�医師のための鍼灸
体験講座（7）」

山口 　智

15:40～16:30
一般口演 3

［�健康増進（2）�］
座長：渡辺 修一

16:35～18:15
シンポジウム 1

「�健康増進としての�
� 温泉地の活用」
座長：前田 豊樹、早坂 信哉
演者：菅野 　静、加藤 礼識
　　　秋吉 貴太、堀　 桂子
　　　牧　 昌生　　　 　　

16:35～18:05
シンポジウム 2

「�神経疾患に対する針灸治療
の効果とその作用機序」
座長：山口 　智、坂口 俊二　
演者：久保 亜沙子、松浦 悠人
　　　伊藤 和憲、粕谷 大智　
共催：（公社）全日本鍼灸学会

16:35～17:25
一般口演 5

［�内科･皮膚科（２）�］
座長：當間 重人

17:30～18:10
一般口演 6

［�コロナ･その他�］
座長：坂田 師通

18:05～18:15  特別報告 1

18：30～20：00　　会　員　懇　親　会　　（会場 ： 2F レセプションホール）

坂口 俊二
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5月14日日2日目

 8:30～9:30

社員総会

 8:30～11:35（受付 8:15～）

温泉療法医

教育研修会

講演 7～12

（別途有料：研修会申込者のみ）

加藤 　冠、波多野 豊
早坂 信哉、宮田 昌明
飯山 準一、宮下 和久

 9:30～9:55
優秀論文賞授賞式･講演

 9:55～10:30
特別講演 2

「わが国における遠隔手術の将来について」
三森 功士

10:00～10:40
一般口演 7
［�生気象学�］
座長：金山 ひとみ10:30～11:40

教育講演
「�温泉の医学的効果とそのエビデンス」

前田 眞治

「�分子スポーツ医学からみた�
骨格筋への温泉入浴作用の検討」

松田 貴雄

10:45～11:35

一般口演 8

［�リハビリ･運動医学�］
座長：小笠原 真澄

11:40～12:30
ランチョンセミナー

「�別府市民が自宅で温泉を�
楽しめるように」

佐藤 昌史
共催：地熱ワールド工業株式会社

12:30～13:30

温泉療法医会総会 
および総会講演

「�別府八湯 その素晴らしき
湯と取組み」

斉藤 雅樹

12:35～12:45  特別報告 2  大村 浩一郎 12:35～13:25

一般口演 9

［�温泉･水治療法�］
座長：信岡 祐彦

12:45～12:55  特別報告 3  森　 康則
12:55～13:15 特別報告 4

中村 元隆

13:20～14:30

シンポジウム 3

「慢性疼痛の集学的治療」
座長：前田 豊樹、大村 浩一郎
演者：前田 豊樹、細井 昌子　
　　　奥田 健太郎　　　 　　

13:30～14:10
一般口演 10

［�内科･皮膚科（3）�］
座長：永島 　計

13:35～14:25

倫理教育講演
「公正な研究活動について」

戸高 浩司

14:30～14:40 閉 会 式


