
平成２７年度 『厚仁堂中医漢方講座』のご案内 
 
謹啓 
新緑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上

げます。 
さて、現在平成２６年度の「厚仁堂中医漢方講座」を開講中ですが、今期の講座は 7 月にて終了いた

します。 次期講座は、１０月より開講いたします。 講座内容は、第一部「中医学基礎講座（テーマ 

血 ）」、第二部「方剤の出典考察と臨床応用」です。 
是非、引き続き受講いただきますよう申し上げます。 

謹白 
                  記 
【講 師】：陣内秀喜 先生(厚仁堂中医漢方講座塾長・茨城中医学研究会々長) 
 
【日 時】：平成２７年 10 月１１日（日）～平成２８年 7 月１０日（日） 毎月第２日曜日 

第一部 「中医学基礎講座（テーマ：血）」 午後 12：00～午後 2：10 
第二部 「方剤の出典考察と臨床応用」  午後 2：35～午後 5：00 

 
【定 員】：第一部・第二部とも、各５０名。 
 
【会 場】：ミクニビル（２階大会議室） 東京都千代田区外神田６－１３－１１(別紙地図参照) 
  
【受講料】：第一部・第二部とも  各５５，０００円（１年間 10 回受講分 前納） 

第一部と第二部を受講される方は、合わせて １００，０００円です。 
 

お振込先：厚仁堂中医漢方講座 事務局 仲浦毅 （ｺｳｼﾞﾝﾄﾞｳﾁｭｳｲｶﾝﾎﾟｳｺｳｻﾞ ｼﾞﾑｷｮｸ ﾅｶｳﾗﾀｹｼ） 
       三井住友銀行 神田駅前支店（店番号：220）  口座番号：1768696 
 
【申込方法】：別紙「講座申込書」にご記入のうえ、7 月３０日までに下記「厚仁堂中医漢方講座事務局」

までＦＡＸにてお願いいたします。 
年間カリキュラム等は、お申込みをいただきまして当事務局よりご連絡いたします。 

平成２７年５月 
 

主催：厚仁堂中医漢方講座事務局    
協賛：㈱栃本天海堂・小太郎漢方製薬㈱ 
申し込み⇒㈱栃本天海堂・東京営業所内 

TEL ０３－３２５４－８１６１ 
FAX ０３－３２５４－３６４４ 

 
 



平成２７年度 『厚仁堂中医漢方講座 基礎編』のご案内 

                      (第１部) 
謹啓 
新緑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上

げます。 
さて、ご好評いただいております『厚仁堂中医漢方講座 基礎編』の平成２７年度をご案内いたします。

この厚仁堂中医漢方講座 基礎編は、なによりも「正しい理論を解りやすく」をモットーにして、効果的な

臨床を行うために、中医学の基礎を解り易く学習してまいります。 
次のような先生方にお勧めいたします。 

＊ 初めて漢方を学ぶ方。 
＊ もう一度、漢方の基礎理論を復習したい方。 
＊ 薬学部を新卒の方で、将来漢方の専門家を目指す方。 
＊ 鍼灸師の先生や登録販売者で、基礎素養として漢方を学習したい方。 
＊ 薬局店員様に漢方の基礎知識を教育させたい場合。 
＊ いろいろな講習会に参加したが、解りにくくて投げ出してしまった方。 
是非この機会に、お仲間の先生方をお誘いの上ご参加いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 
主催：厚仁堂中医漢方講座 

 協賛：㈱栃本天海堂  
小太郎漢方製薬㈱ 

 
記 

 
【日  時】：平成２７年 10月１１日（日）～平成２８年 7 月１０日（日） 毎月第２日曜日 

１回～９回  午後 12：00～午後 2：10 
１０回(最終回)は特別上達講座 午後１：００～午後４：２０ 
 

【会  場】：ミクニビル（２階大会議室） 東京都千代田区外神田６－１３－１１ 
TEL03-3833-0394 FAX03-3831-1577 
（地下鉄 銀座線 末広町駅そば） 

 
【講 師】：陣内 秀喜先生(厚仁堂中医漢方講座塾長・茨城中医学研究会々長) 
 
【受講料】：５５，０００円（１年間 10 回受講分 前納） 

第一部と第二部を受講される方は、合わせて１００，０００円となります。 
 
お振込先：厚仁堂中医漢方講座 事務局 仲浦毅 （ｺｳｼﾞﾝﾄﾞｳﾁｭｳｲｶﾝﾎﾟｳｺｳｻﾞ ｼﾞﾑｷｮｸ ﾅｶｳﾗﾀｹｼ） 
       三井住友銀行 神田駅前支店（店番号：220）  口座番号：1768696 



【テーマ】：血 
１回 平成２７年１０月１１日(日) PM12：00～2：10  血について 
２回 平成２７年１１月 ８日(日) PM12：00～2：10  血虚証の病態把握 
３回 平成２７年１２月１３日(日) PM12：00～2：10  気血両虚証の病態把握 
４回 平成２８年 １月１０日(日) PM12：00～2：10  陰虚証の病態把握 
５回 平成２８年 ２月１４日(日) PM12：00～2：10  血燥証の病態把握 
６回 平成２８年 ３月１３日(日) PM12：00～2：10  瘀血証(血瘀証)の病態把握 
７回 平成２８年 ４月１０日(日) PM12：00～2：10  血脱証の病態把握 
８回 平成２８年 ５月 ８日(日) PM12：00～2：10  血熱証の病態把握 
９回 平成２８年 ６月１２日(日) PM12：00～2：10  血寒証の病態把握 
10 回 平成２８年 7月１０日(日) PM1：00～4：20 第一部・第二部合同 特別上達講座 
 
【テキスト】  
『わかる中医学入門』  燎原書店   ３，０２４円。 
[新装版]『中医臨床のための方剤学』神戸中医学研究会編、東洋学術出版社、７，７７６円。 
※講座では、上記 ２冊のテキストを使用いたします。 
お持ちでない方は、事務局へ購入申し込みをしてください 

 
【講座申込方法】：別紙「講座申込書」にご記入のうえ、７月 30 日までに事務局へＦＡＸにてお願いいた

します。 
厚仁堂中医漢方講座事務局（㈱栃本天海堂東京営業所内） 

TEL ０３－３２５４－８１６１ 
FAX ０３－３２５４－３６４４ 

 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キリトリ線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
基礎講座（第一部）                                           平成２７年度 

講 座 申 込 書 
ご店名                         住所 〒                                 
受講者名                       TEL                FAX               
緊急連絡先(携帯)                     ※緊急以外使用しません。 
講座案内 送付先 ※上記と異なる場合のみご記入下さい。 
住所 〒                                      TEL                    
 
テキスト購入ご希望の場合、書籍名に○をお付け下さい。 
『わかる中医学入門』 
[新装版]『中医臨床のための方剤学』 



平成２７年度  

『厚仁堂中医漢方講座 方剤の出典考察と臨床応用』のご案内 

                       (第２部) 
謹啓 
新緑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 
さて、ご好評いただいております『厚仁堂中医漢方講座 方剤の出典考察と臨床応用』の平成２７年

度をご案内いたします。 
この厚仁堂中医漢方講座・方剤の出典考察と臨床応用では、常用方剤の出典条文を吟味考察し、そ

の臨床応用を中医学理論にのっとり学習します。 
次のような先生方にお勧めいたします。 

＊ 方剤学・弁証論治・治療学を深めたい方。 
＊ いろいろな講習会に参加したが、解りにくくて投げ出してしまった方。 
是非この機会に、お仲間の先生方をお誘いの上ご参加いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 
主催：厚仁堂中医漢方講座 

協賛：㈱栃本天海堂  
小太郎漢方製薬㈱ 

 
記 

 
【日  時】：平成２７年 10月１１日（日）～平成２８年 7 月１０日(日)  毎月第２日曜日 

１回～９回  午後 2：35～午後 5：00 
１０回(最終回)は特別上達講座 午後 1：00～午後 4：20 
 

【会  場】：ミクニビル（２階大会議室） 東京都千代田区外神田６－１３－１１ 
TEL03-3833-0394 FAX03-3831-1577 
（地下鉄 銀座線 末広町駅そば） 

 
【講 師】：陣内 秀喜先生(厚仁堂中医漢方講座塾長・茨城中医学研究会会長)  
 
【受講料】：５５，０００円（１年間 10 回受講分 前納） 

第一部と第二部を受講される方は、合わせて１００，０００円となります。 
 
お振込先：厚仁堂中医漢方講座 事務局 仲浦毅 （ｺｳｼﾞﾝﾄﾞｳﾁｭｳｲｶﾝﾎﾟｳｺｳｻﾞ ｼﾞﾑｷｮｸ ﾅｶｳﾗﾀｹｼ） 
       三井住友銀行 神田駅前支店（店番号：220）  口座番号：1768696 
 
 



【テーマ】：方剤の出典考察と臨床応用 
１回 平成２７年 10月１１日(日) PM２：35～５：00 四物湯の出典考察と臨床応用 
２回 平成２７年 11 月 ８日(日) PM２：35～５：00 当帰芍薬散の出典考察と臨床応用 
３回 平成２７年 12月１３日(日) PM２：35～５：00 八珍湯の出典考察と臨床応用 
４回 平成２８年 1月１０日(日) PM２：35～５：00 滋腎通耳湯の出典考察と臨床応用 
５回 平成２８年 2月１４日(日) PM２：35～５：00 当帰飲子の出典考察と臨床応用 
６回 平成２８年 3月１３日(日) PM２：35～５：00 芎帰調血飲第一加減の出典考察と臨床応用 
７回 平成２８年 4月１０日(日) PM２：35～５：00 疎経活血湯の出典考察と臨床応用 
８回 平成２８年 5月 ８日(日) PM２：35～５：00 温清飲の出典考察と臨床応用 
９回 平成２８年 ６月１２日(日) PM２：35～５：00 当帰四逆加呉茱萸生姜湯の出典考察と臨床応用 
10 回 平成２８年 ７月１０日(日) PM1：00～4：20 第一部・第二部合同 特別上達講座 
 
【テキスト】 
『わかる中医学入門』 燎原書店     ３，０２４円。 
[新装版]『中医臨床のための方剤学』神戸中医学研究会編、東洋学術出版社、７，７７６円。 

※講座では、上記の２冊のテキストを使用いたします。 
お持ちでない方は、事務局へ購入申し込みをしてください 

 
【講座申込方法】：別紙「講座申込書」にご記入のうえ、７月 30 日までに事務局へＦＡＸにてお願いいた

します。 
厚仁堂中医漢方講座事務局（㈱栃本天海堂東京営業所内） 

TEL ０３－３２５４－８１６１ 
FAX ０３－３２５４－３６４４ 

 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キリトリ線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
方剤の出典考察と臨床応用(第二部)                                平成２７年度 

講 座 申 込 書 
ご店名                          住所 〒                             
受講者名                        TEL                FAX             
緊急連絡先(携帯)                   ※緊急以外使用しません。 
講座案内 送付先 ※上記と異なる場合のみご記入下さい。 
住所 〒                                    TEL                      
 
テキストご希望の場合書籍名に○をお付け下さい。 
『わかる中医学入門』 
[新装版]『中医臨床のための方剤学』 


