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9：00〜 大会長講演「統合医療を国民へ」
：大分大学臨床医工学講座教授 阿岸　鉄三

埼玉医科大学腎臓内科教授 鈴木　洋通

9：50〜 「震災復興に向けた統合医療のこれから」
：東北大学名誉教授 仁田　新一

：日本赤十字看護大学名誉教授 川嶋　みどり
東北大学名誉教授 仁田　新一

鍼灸 明治国際医療大学臨床鍼灸学教室教授 今井　賢治
ヨーガ 日本ヨーガ療法学会 佐藤　美弥子
アロマセラピー 日本アロマセラピー学会 徳田　眞理子
カイロプラクティック 日本ドクター・オブ・カイロプラクティック協会 但木　澄子
柔道整復 明治国際医療大学教授・公益社団法人日本柔道整復師会 長尾　淳彦
看護 日本赤十字看護大学名誉教授 川嶋　みどり

12：30〜 ランチョン企画 ：埼玉医科大学腎臓内科教授 鈴木　洋通
「防災医療とメディアリテラシー」 関西学院大学総合政策学部メディア情報学科教授 畑　　祥雄

13：40〜 鼎談「がんに対する統合医療の将来」 ：がん研有明病院消化器内科部長 星野　惠津夫
帯津三敬病院名誉院長 帯津　良一

大阪大学大学院医学系研究科生体機能補完医学講座教授 伊藤　壽記

15：00〜 シンポジウムⅠ「最先端医学と統合医療」 ：日本統合医療学会理事長 渥美　和彦
：東北大学名誉教授 仁田　新一

ナノバイオテクノロジー 防衛医科大学校副校長 菊地　眞
オミックス 東京医科歯科大学教授 田中　博
マイクロマシン 東京大学先端科学技術研究センター教授 生田　幸士
統合医療と医工学への応用 東北大学医学系研究科先進漢方治療医学講座講師 関　　 志
ゲノム診断と健康食品の評価 健康科学大学教授 蒲原　聖可
脳科学からみたアロマセラピー 昭和大学医学部教授 塩田　清二

特別発言：順天堂大学名誉教授 佐藤　信紘
特別発言：大分大学臨床医工学講座教授 阿岸　鉄三

17：30〜 イブニングセミナー ：埼玉医科大学腎臓内科教授 鈴木　洋通
「時間医学の現在：メラトニンと時計遺伝子を中心として」
（武田薬品工業株式会社） 埼玉医科大学生理学准教授 池田　正明
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第1日目　1月14日（土）プログラム

小ホール　第1会場会場

9：50〜 シンポジウムⅡ「地域における統合医療」 ：医療法人社団水生会柴田病院理事長 柴田　眼治
：医療法人天神会理事長 古賀　伸彦

朝霧高原診療所院長 山本　竜隆
国際医療福祉大学病院内科学教授 一石　英一郎
鹿児島県赤十字血液センター所長 吉田　紀子

つるかめ診療所所長 鶴岡　浩樹

12：30〜13：30 ランチョンセミナー1 ：日本医科大学名誉教授 川並　注一
「認知症に対する鍼灸治療の実際と可能性〜統合医療による全国的取り組み〜」
（セイリン株式会社） 学校法人後藤学園中医学研究所 兵頭　明

13：40〜 シンポジウムⅢ「統合医療の第一線は看護師である」
：札幌医科大学保健医療学部教授 猪股　千代子
群馬大学大学院保健学研究科教授 小板橋 喜久代

日本赤十字看護大学准教授 川原　由佳里
慶應義塾大学看護医療学部教授 宮脇　美保子

北海道医療大学認定看護師研修センターWOC看護分野専任教員 城　　美奈子
統合医療ヘルスケアシステム開発機構HOKT123研究会 森元　智恵子

16：00〜 シンポジウムⅣ「ヨーガ療法」 ：九州大学病院病院長 久保　千春
日本ヨーガ療法学会理事長 木村　慧心

日本ヨーガ療法学会 須田　育
日本ヨーガ療法学会 小沢　アヤ子
日本ヨーガ療法学会 古市　佳也
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9：00〜 パネルディスカッション「これからの統合医療の質を問う」
：大阪大学大学院医学系研究科生体機能補完医学講座教授 伊藤　壽記

：後藤学園理事長 後藤　修司
東洋鍼灸専門学校講師 松田　博公

埼玉医科大学医学部特任教授 宮山　徳司
日本経済新聞社編集委員 木村　彰

10：30〜 特別講演「統合知のちから」 ：東北大学名誉教授 仁田　新一
大分大学臨床医工学講座教授 阿岸　鉄三

11：10〜 「アロマセラピーは何故人気がありその有効性は」 ：昭和大学医学部第一解剖学教授 塩田　清二
大本助産所菩提樹所長 大本　千佳

日本アロマセラピー学会 徳田　眞理子

12：20〜13：20 ランチョンセミナー2 ：埼玉医科大学腎臓内科教授 鈴木　洋通
「医療機器メディカルバイオラバーとその応用」
（山本化学工業株式会社） 山本化学工業株式会社代表取締役 山本　富造

13：30〜 総会

14：00〜 特別シンポジウム「生活習慣病と統合医療〜とくに血管性疾患対策〜」
：埼玉医科大学腎臓内科教授 鈴木　洋通

：埼玉医科大学東洋医学センター 山口　智
東京女子医科大学附属青山自然医療研究所クリニック所長 川嶋　朗

日本ヨーガ療法学会副理事長 木村　宏輝
明治国際医療大学鍼灸学科学部長・教授 矢野　忠

日本高血圧学会／愛媛大学大学院病態情報内科学教授 檜垣　實男
日本糖尿病学会／順天堂大学内科学・代謝内分泌学准教授 綿田　裕孝

千葉大学大学院医学研究院和漢診療学准教授 並木　隆雄
日本動脈硬化学会／日本医科大学内分泌代謝内科第三内科教授 及川　眞一

医療法人社団北大前クリニック院長 本間　行彦

16：00〜 シンポジウムⅤ「鍼の有効性は科学的にどこまで解明されているか？」
：埼玉医科大学東洋医学センター 小俣　浩
：明治国際医療大学鍼灸学部教授 篠原　昭二

東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科教授 坂井　友実
筑波技術大学大学院技術科学研究科教授 森山　朝正

明治国際医療大学鍼灸学部臨床鍼灸学ユニット准教授 福田　文彦
森ノ宮医療大学大学院教授 山下　仁
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第2日目　1月15日（日）プログラム

小ホール　第1会場会場

9：00〜 シンポジウムⅥ「認定医・認定師・認定療法士これから何をすべきか」
：医療法人湖山荘あずま通りクリニック名誉院長 熊代　永

：東京女子医科大学附属青山自然医療研究所クリニック所長 川嶋　朗
：健康科学大学教授 蒲原　聖可

国際医療福祉大学病院内科学教授 一石　英一郎
鹿児島県赤十字血液センター所長 吉田　紀子
医療法人明徳会福岡歯科理事長 福岡　博史

宮崎大学医学部看護学科成人・老年看護学講座助教 緒方　昭子
一般社団法人日本ヨーガ療法学会常任理事 鈴木　八重子

明治国際医療大学鍼灸学部教授 篠原　昭二

11：30〜 ミニレクチャー「音楽療法」
徳島大学／きたじま田岡病院 板東　浩

14：00〜 市民公開講座「“統合医療女性の会発足記念”女性の統合医療」
：統合医療女性の会代表 渥美　英子

：日本赤十字看護大学名誉教授 川嶋　みどり
財団法人野中東皓会静風荘病院女性外来 天野　惠子

九州看護福祉大学鍼灸スポーツ学科長教授 中井　さち子
医療法人社団明悠会サンデンタルクリニック院長 小山　悠子

帯津三敬塾クリニック院長 板村　論子
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9：00〜 シンポジウムⅦ「統合医療における柔道整復師の役割」
：大川学園医療福祉専門学校柔道整復学科学科長 金島　裕樹

：東京有明医療大学保健医療学部柔道整復学科教授 成瀬　秀夫
東京有明医療大学保健医療学部柔道整復学科助教 中澤　正孝

帝京平成大学地域医療学部柔道整復学科講師 小林　直行
大東医学技術専門学校 稲川　郁子

了 寺大学健康科学部整復医療トレーナー学科教授 大澤　裕行

11：00〜 ワークショップ「認知症に対する多面的アプローチ」
：埼玉医科大学腎臓内科教授 鈴木　洋通

基調講演：植松神経内科クリニック院長 植松　大輔
セラピスト：タイ王国第一級王立ワットポー寺院伝統医学校 宮原　由佳

植松神経内科クリニック 小塚　友美
植松神経内科クリニック 坂井　智子
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市民ホール　第5会場会場

第2日目　1月15日（日）プログラム

第2日目　1月15日（日）協賛プログラム

9：30〜 9：55 天然素材混合物による口腔内のリンパ粘膜免疫刺激製品に関して

株式会社日本免疫システム代表取締役 松川　雄二

10：00〜10：25 アガリクス茸に含まれる低分子成分ABMK-22/1SY-16の有用性—米国NCIからの報告—

株式会社エス・エス・アイ代表取締役 竹口　雅之

10：30〜11：25 予防医療の未来とＴＰＰの動向 ＨＲＤ株式会社代表取締役 森　　宏之

11：30〜12：00 サプリメント外来の導入と実践—導入における法的問題への医療機関の対応—

兼松ウェルネス㈱　日本ニュートリッション協議会副理事長 清水　廣宣

13：00〜13：25 統合医療を先導できるサプリメント、乳酸菌代謝物質 ㈱光英科学研究所代表取締役 村田　公英

13：30〜13：55 グルコサミンと慢性炎症—米国でのProspective Cohort Study：がん発生および全死亡リスク低減報告—

甲陽ケミカル㈱医療材料開発部部長 福田　稔

14：00〜14：25 大麦ベータグルカンと黒酵母ベータグルカンの機能性とその応用について

㈱ADEKA新規事業推進室長 椿　　和文

14：30〜14：55 アオサ抽出物の主成分「ラムナン（植物繊維）」の有用性—「ラムナン」の抗ウイルス性と免疫力強化—

江南化工㈱ヘルスケア事業部部長 辻　　清昭

15：00〜15：25 シルクフィブロイン飲用による血清脂質、糖代謝能への効果

ドクターセラム㈱研究開発部 木村　忠人

市民ホール　第4会場 日本統合医療普及協推進会会場
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