
1 第8回 AFMC国際医薬化学シンポジウム 51 第7回 日本統合医療学会議 101 第9回 欧州栄養学会議①

2 第14回 日本補完代替医療学会④ 52 統合腫瘍学会～第4回 国際会議② 102 第44回 米国生薬学会

3 第14回 日本補完代替医療学会③ 53 統合腫瘍学会～第4回 国際会議① 103 第123年会 日本薬学会

4 第14回 日本補完代替医療学会② 54 第10回 日本補完代替医療学会学術集会 104 第43回 米国生薬学会

5 第14回 日本補完代替医療学会① 55 分子標的とがん治療に関する国際会議2007 105 第7回 高専シンポジウム②

6 第4回 食品薬学シンポジウム 56 乳がん研究会議2007 106 第7回 高専シンポジウム①

7 第11回 欧州栄養会議 57 日本生薬学会 第54回年会 107 第8回 日本未病システム学会

8 第18回 日本がん予防学会 58 第55回 国際薬用植物研究会議 108 第17回 国際栄養学会議

9 幹細胞の開発とがん学会2011 59 第48回 米国生薬学会 109 第42回 米国生薬学会

10 環太平洋国際化学会議2010 60 第10回 欧州栄養学会 110 第22回 国際化学療法会議（ICC）

11 第13回 日本補完代替医療学会学術集会② 61 第98回 米国癌学会 111 第74回 日本細菌学会総会

12 第13回 日本補完代替医療学会学術集会① 62 第127年会 日本薬学会② 112 第92回 米国癌学会

13 第7回 日本腫瘍学会学術集会② 63 第127年会 日本薬学会① 113 第6回 高専シンポジウム

14 第7回 日本腫瘍学会学術集会① 64 第46回 米国細胞生物学会 114 第7回 日本未病システム学会

15 第17回 日本がん予防学会 65 第6回 日本統合医療学会 115 第10回 国際フリーラジカル学会

16 米国癌学会2010（第101回） 66 第5回 米国国際がん予防学会 116 第54回　日本細菌学会　東北支部・北海道支部 合同学術集会

17 Cosm innoV 2010 67 統合腫瘍学会～第3回 国際会議 117 第7回ICMAA 抗変異・抗腫瘍作用会議

18 第130年会 日本薬学会② 68 第9回 日本補完代替医療学会学術集会 118 第41回米国生薬学会

19 第130年会 日本薬学会① 69 第9回 日本補完代替医療学会学術集会 119 第1回 一酸化窒素の生物学 化学と治療応用の国際学会

20 中国抗癌協会 胆道腫瘍委員会成立大会 第1回学術会議 70 第1回 食品薬学シンポジウム 120 第91回 米国癌学会

21 第12回 日本補完代替医療学会学術集会④ 71 日本生薬学会第53回年会 121 第5回 高専シンポジウム

22 第12回 日本補完代替医療学会学術集会③ 72 第2回 日本腫瘍学会学術集会 122 第2回 国際食品因子学会（ICOFF）

23 第12回 日本補完代替医療学会学術集会② 73 第9回 国際伝統薬物学会 123 第6回 一酸化窒素学会

24 第12回 日本補完代替医療学会学術集会① 74 第47回 米国生薬学会 124 第9回 米国癌協会年次研究会

25 統合腫瘍学会～第6回 国際会議 75 第4回 フランス海外県での香料と薬用植物に関する国際会議 125 生薬学会欧米合同シンポジウム

26 第3回 食品薬学シンポジウム 76 第4回 一酸化窒素の生物学・化学と治療応用の国際会議 126 第90回 米国癌学会

27 第10回 国際統合医学会（共催 第5回 日本腫瘍学会学術集会） 77 第97回 米国癌学会 127 第4回 高専シンポジウム

28 第50回 米国生薬学会② 78 環太平洋化学学会2005 128 抗酸化剤学会

29 第50回 米国生薬学会① 79 第45回 米国細胞生物学会② 129 第39回 米国生薬学会

30 第5回 欧州皮膚腫瘍学会・第7回 世界メラノーマ会議 合同会議 80 第45回 米国細胞生物学会① 130 第118年会 日本薬学会

31 米国癌学会2009（第100回） 81 分子標的とがん治療～その発見と生物学的側面 131 第89回 米国癌学会

32 第129年会 日本薬学会② 82 統合腫瘍学会～第2回 国際会議② 132 第51回 日本細菌学会東北支部総会

33 第129年会 日本薬学会① 83 統合腫瘍学会～第2回 国際会議① 133 第38回 米国生薬学会

34 第48回 米国細胞生物学会 84 第4回 米国国際がん予防学会 134 第117年会 日本薬学会

35 第27回 メディシナルケミストリーシンポジウム 85 日本生薬学会 第52回年会 135 第10回 国際エイズ会議

36 統合腫瘍学会～第5回 国際会議 86 第53回 国際生薬学会② 136 第52回 日本癌学会総会②

37 第7回米国国際がん予防学会 87 第53回 国際生薬学会① 137 第52回 日本癌学会総会①

38 第11回 日本補完代替医療学会学術集会 88 第96回 米国癌学会 138 第2回 がん転移研究会

39 第9回 国際細胞生物学会 89 国際がん細胞学会 139 第51回 日本癌学会総会

40 日本生薬学会 第55回年会 90 第125年会 日本薬学会 140 第9回 和漢医薬学会

41 欧米生薬学会 第7回合同シンポジウム 91 第16回 国際抗癌治療会議 141 第34回 米国生薬学会

42 第2回 日米がん学会特別合同会議 92 第44回 米国細胞生物学会 142 第33回 米国生薬学会

43 第4回 日本腫瘍学会学術集会② 93 第3回 米国国際がん予防学会 143 第36回 日本リウマチ学会

44 第4回 日本腫瘍学会学術集会① 94 第22回 国際ポリフェノール学会 144 第50回 日本癌学会総会

45 統合腫瘍学会 ～上海国際シンポジウム2008 95 生薬学会欧米合同シンポジウム 145 生薬学会欧米合同シンポジウム

46 米国癌学会2008（第99回） 96 第8回 国際生物と医学における金属イオン会議 146 第49回 日本癌学会総会

47 第128年会 日本薬学会② 97 第95回 米国癌学会 147 第48回 日本癌学会総会

48 第128年会 日本薬学会① 98 第7回 JACT大会

49 第6回 米国国際がん予防学会 99 第43回 米国細胞生物学会議

50 第47回 米国細胞生物学会 100 第9回 欧州栄養学会議②

　　　　　　　　　　　　　　　　タベブイア・アベラネダエ　学会発表　　（一般社団法人国際タヒボ医学研究会HPより抜粋）


