
日本薬史学会 2008(平成 20)年会のご案内

一大阪年会へのご参加をお待ちしています一

年会長 播磨 章―(近畿大学薬学総合研究所 客員教授)

日本薬史学会 。2008年 会を平成 20年 11月 15日 (土)に大阪の地、近畿大学(11月ホール)で行いま

す。

本年会は、一般講演、特別講演およびシンポジウムの 3本立の構成になっております。

一般講演は 17題 になります。内訳は江戸時代の古書からのくすり関連(2件)、薬史学教育に関するもの

(2件)、薬史上の人物に関するもの(4件)、宗教と医薬史学に関するもの(2件)、くすりに関する史的考

察(3件)および薬事行政に関するもの(4件)であります。会員各位の積極的な演題のお申し込みに感謝い

たします。

一般講演に引き続き、今回の年回を大阪で開催することに鑑み、薬学 。医薬の歴史では欠かせない存

在である 「緒方洪庵の適塾」や 「くすりの町 。道修町」を主題とした特別講演、シンポジウムを企画い

たしました。

まず、特別講演として、科学史/化 学史で著名な大阪大学名誉教授の芝 哲夫先生に 「舎密局、司薬場

にいたる大阪の風土」のご講演を賜ることにしております。

そのお話を受けての 「くすりの道修町にいたる大阪の薬業風土」をテーマとしたシンポジウムでは、

道修町の歴史に詳しい三島佑一先生により「道修町の歴史と商法」、道修町の老舗メーカー塩野香料株式

会社顧間の吉原正明先生により 「道修町と共に歩んだ 200年 」、道修町中央に鎮座されますくすりの神

様 “神農"さ んをお祀りする少彦名神社宮司 男り所俊顕先生より 「道修町と神農信仰」、くすりの道修町

資料館前館長 久保武雄先生から 「道修町資料保存事業について」と題して、それぞれご講演いただくこ

とになっております。本シンポジウムを通じて日本薬業のルーツともいえる道修町について、よりご理

解を深めて頂ければ幸いです。

シンポジウム終了後には、近畿大学内のカフェテリアで懇親会を行います。芝 哲夫先生、シンポジ

ストの先生方にも出席をお願いしておりますので、是非多数のご参加をお願いいたします。

なお、特別講演やシンポジウムで話題の 「適塾」や 「くすりの道修町資料館」は、年会場の近畿大学

とはかなり離れたところにありますが、歴史小説で名高い作家司馬遼太郎の 「司馬遼太郎記念館」は徒

歩で 10分程度のところにありますので、お立ち寄りをお奨めいたします。
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日  時

年 会 長

会  場

主  催

共  催

協  賛

特別講演

1  日本薬史学会 2008(平成 20)年会のご案内

平成 20年 11月 15日 (土)9:00～ 17:45

播磨 章一(近畿大学 薬学総合研究所)

近畿大学 11月 ホール ・小ホール

日本薬史学会

近畿大学 薬学総合研究所

大阪府薬剤師会、大阪市薬剤師会、日本薬学会 近畿支部、近畿化学協会

「舎密局、司薬場にいたる大阪の風土」

芝  哲夫 先生(大阪大学名誉教授)

シンポジウム :テーマ 「くすりの道修町にいたる近世の大阪の薬業風土」

一般講演 :口頭発表(1演題 15分 :発表 ・質疑応答 2分を含む)下 記 プログラム参照

年会参加費 :会員 ;¥3,000-   非会員 ;¥5,000-   学生 ;無料

懇 親 会 :講演終了後(18:00～ 19:30)

会  場 :近畿大学内(カフェテリア ・ノーベンバー)

会  費 :会員および非会員 ¥5,000-  学生 ¥1,000-

日本薬史学会 2008(平 成 20)年会 プログラム

開会の挨拶(9:00～ 9:15)      近畿大学薬学総合研究所 所長   掛桶 一晃

日本薬史学会 2008年 会 年会長   播磨 章二

一般講演発表(17題)

一般講演 午前の部(9:15～ 11:45)

1.名 著 「江戸と北京」              小川 通孝(有限会社たちばな調剤薬局)

2.上 方落語の中の医薬品―江戸落語との比較    五位野 政彦(東京海道病院 薬剤科)

3.松 山大学薬学部医療薬学科における薬史学教育事始

牧   純(松山大学薬学部感染症学研究室)

4.韓 国近代薬学教育史一日韓併合時代を中心に   石田 純郎(中国労働衛生協会)

5.星 一と阿片事件                三澤 美和(星薬科大学 薬理学教室)
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6.日 向薬(くすり)事始め(その 6)一 日向出身のシーボル トとポンペ門下生およびその周辺―

山本 郁男(九州保健福祉大学薬学部)

7.歴 史のなかのアポセカリ(―)イングランド初の女性開業医エリザベス ・ガレット・アンダースン
:

柳澤 波香(津田塾大学)

8.日 本漢方古方派の先駆者、後藤艮山の医学に見られる日本的病因論

須藤 美緒(東京理科大学大学院 薬学研究科)

9.ヒ ンドゥー教の Dhanvantari像と薬師如来像の類似性

奥田 潤(名城大学 薬学部)

10.室 町～江戸期の眼科書に見 られる仏教医学の影響 上妻 加奈(東京理科大学大学院 薬学研究科)

昼食 ・休憩(11:45～ 13:00)

一般講演 午後の部(13:00～ 14:45)

11.茶 樹および茶花の史的考察           徳岡 清司(株式会社ハリマ漢方製薬)

12.「血の道」の薬の系統と王子五香散の位置づけ  荻原 通弘(日本薬史学会)

13.薬 石 「無名異」:石見銀山の副産物として献上された薬について

成田 研一(島根県済生会高砂病院 薬局)

14.薬 局方としての 「和剤局方」の意義       鈴木 達彦(北里研究所東洋医学総合研究所

医史学研究部)

15.日 本におけるドラッグス トアの歴史に関する一考察(Ⅲ)

―ドラッグにおける調剤 ・在宅医療の現状―   佐藤 知樹(日本医療薬専門学校)

16:日 本の医薬品副作用被害と安全対策の歴史

高橋 春男(エーザイ株式会社

臨床研究センタT)

17.明 治時代の薬業行政 :大 日本製薬の事例にめぐって

ヨング ・ジュリア(法政大学 経済学部)

休憩(14:45～ 15:00)

特別講演(15:00～ 16:00)

「舎密局、司薬場にいたる大阪の風土」   芝  哲夫(大阪大学名誉教授)

シンポジウム(16:00～ 17:50)

テーマ 「くすりの道修町にいたる大阪の薬業風土」

1.道 修町の歴史と商法              三島 佑一(四天王寺大学名誉教授)

2.道 修町と共に歩んだ 200年           吉原 正明(塩野香料株式会社 顧問)

3.道 修町と神農信仰               別所 俊顕(少彦名神社宮司)     /

4.道 修町資料保存事業について          久保 武雄(くす りの道修町資料館前館長)

5.総 合質疑
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閉会挨拶 ‐      ■       日本薬史学会 2008年 会 事務局長  村岡  修

懇親会(18:00～ 19:30)カ フェテリア ・ノーベンバー

年会参加申込 :FAXの 場合には 「日本薬史学会年会 2008(平成 20)年会参加申込書」の項目をご記入の

うえお送りください。E―mailの 場合には本申込を日本薬史学会ウェブサイ トからダウン

ロー ドのうえ添付形式として、またはメール本文に必要事項を記入し送信ください。

なお、事前参加につきましては、lo月 31日 をもちまして締め切らせていただき、以後の

参加申込につきましては、年会当日の受付とさせていただきます。

年会事務局 :連絡先 近畿大学薬学総合研究所   担当 山下 多美子

〒577-8502 東大阪市小若江 3丁 目4番 1号

電話 :06-6721-2332(内 線 5001)ダ イヤルイン :06-6730-5880(内 線 5001)

FAX:06-6729-3577  E― mail:tanliko,yamashita@itp.kindai.ac.lp

会  費 :①日本薬史学会年会 会員*;¥3,000- 
メF会員 ;¥5,000- 学生 ;無料

十年会の共催および協賛団体の会員については、日本薬史学会会員の会費に準ずる。

②近畿大学 カフェテリア “ノーベンバー"で の懇親会1

会員および非会員 ;¥5,000- 学生 ;¥1,o00-

会場への交通 :

■近畿大学本部   【11月 ホール】

〒577-8502 大阪府東大阪市小若江 3-4-1

TEL:06-6721-2332 FAX:06-6721・ 2353

近鉄大阪線 。長瀬駅(各停のみ停車)下車

徒歩約 10分  (長 瀬駅東側 大学通り)

URL:http:〃 ccpc01.cc.kindai.ac.ip/honbu

/side/09_a/09hon.htrnl

■近畿大学構内地図

動 E3[。側be]

ブ
"セ

ンタ 40A ‥
近
鉄
八
戸
ノ
ヨ
駅

開 幽


