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日程 行程 時間 参加者 活動内容 宿泊 中国留学生

8月16日
1. 10:40 -13:25 午後: 座教授 北京長窟富飯腐 豆、一緒の飛

{土)
1.成田一北京 ANA 905 荒川泰行 夕食: (朝食付} 行相自.趨、 ~t

(C class) 荒川泰行 京で出迎え

午前:北京医科大学で講演

8月17日
昼食: 庄教綬 北京長富宮飯庖

午後:観光 庄教授 (朝食付} 組
(日)

夕食: 庄教授 荒川泰行

午前:302医院訪問

8月188
昼食: 庄教授 北京長富宮飯底

午後:302医院で鶴演 {朝食付) 組
{月)

夕食: 庄教授 荒川泰行

午前: 庄教授 北京長富富飯庖

8月198
1. 10:40 -13:25 

森山光彦
昼食: (朝食付}

(火)
1.成田一北京 ANA 905 

松村寛
午後:教綬と合流. 荒川泰行 越

(C class) 空港までお迎え 森山光彦

北京市内観光ガイド付夕食付 松村寛

午前:万里の長嫌十三陵
長春名門飯庖 越、玉、も飛

8月20日
1. 19:55 -21 :30 荒川泰行

ガイド付昼食付
(朝食付) 行織移動

(水)
1.北京一長春 CJ6146飛行機 森山光彦

空港までお見送り
荒川泰行

松村寛
夕食:

森山光彦 岳

松村寛 畏春で出迎え

午前;学会 長春名門飯底

昼食: (朝食付)
8月218 第1回実験診断学会

午後:発表 荒川泰行 組、玉、岳
{木) {天都Hotel) . 

夕食: 森山光彦

松村寛

午前:観光{岳の案内による) 長春名門飯腐

8月22日
昼食: (朝食付}

(金)
実験診断学会 午後:観光(岳の案内による) 荒川泰行 越、玉、岳

夕食: 森山光彦

松村寛

午前:列車移動 しん陽凱楽大飯庖 岳

8月23日
実験診断学会 1. 10:20 -15:00 荒川泰行 昼食: (朝食付) 長春で見送り

(土)
T 602列車 森山光彦 午後: 荒川泰行

1.長春一しん陽 松村寛 夕食: 森山光彦 産宣、王 も列

松村克 車移動

午前:観光{王の案内による} しん陽凱菜大飯庖

8月24日
昼食: (朝食付)

(日)
午後:観光(玉の案内による) 荒川泰行 組、王

夕食: 森山光彦

松村覧

午前:
しん陽凱菜大飯庖

昼食:
(朝食付)

8月25白 午後:i1寧中医学院で講演

(月)
遼寧中医学院

{荒川|、森山)
荒川泰行 組、王

夕食:
森山光彦

松村寛

1.8:55-10:25 三

8~26 日
1.しん陽一北京 CJ 6309飛行機 荒川泰行 午前:飛行機移動 しん陽見送り

(火)
2.15:00-19:15 森山光彦 昼食; 主宣

2.北京一成田 ANA 906 松村寛 午後: しん陽一北京

(C class) 北京で見送り
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