
1.一般口演募集は20題を予定しています。

2 口演時間10分(口演7分、質問3分)

3.スライドの使用は10枚までとします。

4.発表内容は良導絡に関する症例報告、治験例、基礎研究等。

5 発表希望者は、抄録原稿 (800字以内)を原稿用紙又は

フロッピーにて平成 13年6月15日までに大会事務局へ

お送り下さい。
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会員予約

学生予約

般予約

ー 10，000円 会員当日 12，000円

5，000円 学生当日 5，000円

12，000円 一般当日 "'14，000円

*後援団体の会員は当会会員と同額

臨翠翠 10，000円

医罵る温~':交正気E笥~

海峡メッセ下関

〒750-0018 山口県下関市豊前田町3-3-1
TEL 0832-31 -5600 FAX 0832-31-5598 

阪疋走蓮月I~~厄jf;司

同封の振込用紙で申込んで下さい。

予約申込期限:平成13年8月末日締切

E副;~~~~~r.. 

同封又は雑誌綴 じ込みの申込書で直接申込をして

下さい。

@ 
海峡メッセ下関
財団法人山口県国際総合センター

山口県下関市豊前田町3TEl3-1
TEL(0832) 31-5600 
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: 30 .25 徒 歩 7分

官雪 ・羽田空港今宇部空港今連絡パス~下 関今会場

E司 ・ 羽田空港今福岡空港~地 下 鉄今幡多今
(i'iJ 新幹線今 小 倉今 在来線今 下 関今会場

届a・東 京今 新幹線今 小 倉今 在来線今 下 関今会場
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第53回日本良導絡自律神経学会学術大会事務局
〒700-0905 岡山県岡山市春日町4-23

TEL 086-231-2346 FAX 086-223-6716 
E-mail : toyo-r@po1.oninet.ne.jp 

現地事務局 < 10月 5日~7日のみ開設>
干744-0006 山口県下松市旗岡1丁目8-1-101旗岡診療所内

TEL 0833-43-8180 FAX 0833-41-2872 
携衛 090-6407-3559(武内)

お帰りのJR券、空港券、観光等についてご相談下さい。

尚、 10月leI::行楽シズンでもあり、ご希望に添えない場合も

ありますのでお早めにお申し込み下さい。

{申込先]日本旅行徳山支庖 担当 藤井利夫

iEL 0834-22-1457 FAX 0834-21-0829 
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121世紀lこ求められる良導絡をめざして」

主催/日本良導絡自律神経学会

担当/日本良導結自律神経門会中四国ブロック

後援/下関市へ山口県医師盆・下松医師会

(社)日本東洋医学会中四国支部

山口県東洋医学研究会

(社)山口県鋪灸師会

(社)全日本錨灸学会山口地方会

(社)山口県鋪灸マッサージ師会

(社)山口県マッサージ、師会

山口県立盲学校



日本良導絡自律神経学会会長

昭和大 学 学 長 側 武 重 千 冬

新しい世紀に入って初の良導絡自律神経学会はテーマ

を 121-1立紀に求められる良導絡を目指してjと題して、

山口県の下関で武内節夫先生を会長として開催されるこ

とになりました。

生体には充分わかっていない不可思議な機能や現象が

様々存在していますが、これらの中には良導絡という

現象を指標として診断したり治療したりする方法があり、

この方法の機構の更なる解明とこの方法の進展は本学会

の果たすべき21世紀のテーマであります。

この度の学術大会は事務局を岡山に置いて大勢の会員

の皆様の尽力によって初秋の下関で内容盟に展開される

ことにな っています。会員の皆さんの大勢のご参加を

期待するものであります。

武童会長1<);3月3日にご逝去されました。
この原稿は生前にいただいたものです。

第53回日本良導絡自律神経学会学術大会

大会会長 武内節夫

“おいでませ山口へ"

21世紀を迎え、新組織となって第 3回目の第53回 日本

良導絡自律神経学会学術大会を、明治維新幕開けの地、

下関市に於いて開催する運びとなりました。皆様ふるっ

てご参加頂きます様ご案内申し上げます。

近年科学技術の発展は目覚ましいものがありますが、

その中でも東洋医学の科学的解明は必ずしも進んでおり

ません。 しかし、この困難な問題を中谷義雄先生は、

55年も前に精力的に取り組まれ、我々はその功績として

の良導絡の恩恵に浴しているわけで、あります。EBMが

rulばれている今日、今大会においてその究明に向けて、

充分にご論議いただきます事を期待しております。また、

連休の一日、当地の観光もあわせてお楽しみ頂ければ

幸いで、す。
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良導絡が中谷義雄医博により創立されて51年を迎えます。

その問、日本はもとより世界中に広がりを見せております。

この良導絡は2000年を期に日本良導絡自律神経学会と日本

舗灸良導絡学会が統合され新たな日本良導絡自律神経学会

に生まれ変わりました。

今年は、中首義雄医博の門下生による実技公聞を行うと

共に良導絡の基礎及び臨床の研究成果の報告をもとに、

良導絡医学の更なる発展を期待して本学会を開催致し

ます。

ES奮剤E~"~. I経絡テストによる診断と治療」

一経絡学説に対する新しい運動学的アプローチー

福岡大学スポーツ科学部教授 向野 義人

E島'苅E{;1I医ヨ・ 「鋪灸刺激とポリモーダル受容器J
明治鍛灸大学教授 川喜田健司

臨曹諸民軍書 「痛みの基礎と臨床:最近の話題」

日本大学医学部麻酔科教授 小川 節郎

院院白描酒田周 「ノイロメトリーをめぐって」

関西鍛灸短期大学助教授 北 村 智

関西鍛灸短期大学助教授吉備 登

成川銭療院院長成 川 洋寿司ι- ー

司L
古谷クリニック院長古谷 生

割詞EmE四 「中谷義雄門下生による公開実技」

もりかわ良導絡研究所所長森 川 和宥

銀メテ、イカルうちだ・院長内田輝 和

井元針灸院院長井元 利 明

宗岡鍛灸治療院院長宗岡俊弘
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E週・=EE. 10月6日(土)

10: 00 受付開始 9Fフロアー

11 : 00 役員立 8F 801・9F901 

13 : 15 開 .A. 
式 9F 海峡ホール:z::;; 

13:30 教育講演 小 川 節 郎

14・30 実技セッション 8F 801 

14: 45 一般口演 9F 海峡ホール

18・00 懇親会 9F 海峡ホール

Eヨヨー=EEE 10月7日(日)

9: 00 受付開始 9Fフロアー

9・15 一般口演 9F 海峡ホル

11 : 00 特別講演 向野 義 人

12:00 総会・思食 9F 海峡ホル

13: 00 特別講演 川喜田健司

14: 15 一般口演

15: 00 シンポジウム

17:00 閉 会式


