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お問い合わせ
統合医療学会山陰支部事務局
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参加申込み QR コード
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◆後援 島根県 鳥取県医師会 鳥取県南部町 新日本海新聞社 山陰中央新報社 島根県・鳥取県看護協会 （社）日本ヨーガ療法学会
◆後援 TSK 山陰中央テレビ 鳥取県医師会 鳥取県南部町 新日本海新聞社 山陰中央新報社 島根県・鳥取県看護協会 （社）日本ヨーガ療法学会

統合医療とは

疾病の治療には「対症療法」と「原因療法」があります。これまでの医療は、
「対
症療法」を中心とした近代西洋医学を根本としてきました。 しかし昨今、国際
的な医療は、人間の心身全体を診る「原因療法」を中心とした伝統医学や相補・
代替医療も必要であるという考え方もひ急速に広まりつつあります。統合医療とは、従来の近代西洋医療は勿論、鍼灸，漢方 アー
ユルヴェーダやヨーガ療法などの伝統医学を統合するとによって両者の徳性を最大限に生かし、一人ひとりの患者に最も適切な
『オーダーメイド医療』を提供しようとするものです。

招待講演講師

澤田升男氏（住医学研究会名誉顧問）
WEDGE グループオーナー
住医学研究会名誉顧問

経営コンサルタント
澤田塾・塾長

27 万部を超える『神様が宿る家』シリーズの著者。23 歳で父親の工務店を継ぎ、僅か 3 年で 10 億円企業に成長させた
実績を持つ。自然素材住宅やオリジナル断熱工法を提供する会社を設立し、会員工務店 800 社を育て、建築界の風雲児
と呼ばれる。現在は建築コンサルタントとして後進の指導に当たりながら、「本物の家づくり」を啓蒙する講演活動や執
筆を行っている。

板村論子氏（日本ホメオパシー医学会専務理事）
一般社団法人日本ホメオパシー医学会専務理事・研修担当・専門医
一般社団法人日本統合医療学会理事・認定医・統合医療女性の会世話人
関西医科大学卒業、京都大学大学院博士課程修了、マウントシナイ医科大学留学、医学博士。日本皮膚科学会認定皮膚科
専門医、日本心療内科学会上級登録医・評議員、日本心身医学会専門医、日本森田療法学会認定医。2014 年度アリゾナ
大学統合医療プログラム Associate Fellow 修了。現在統合医療アール研究所所長。

川島みどり氏（日本赤十字大学名誉教授）
一般社団法人日本て・あーて，TE・ARTE，推進協会 代表理事

2007 年にフローレンス・ナイチンゲール記章を受章し、2011 年から東日本大震災の中長期ケアに取り組んできた。
「人
間誰でもが持つ自然に治る力を引き出すこと」を看護の営みの原点としながら、「近代医学の成果とその限界を視野に入
れた上で、生きていく上で不可欠な「衣・食・住」さらには自然環境や経済 ･ 社会システムを包含し、生活習慣の改善、
予防から QOL の向上を目指した「未来志向の統合医療」の推進に取り組んでいる。

小林祥泰氏（島根大学名誉教授）

慶應義塾大学医学部卒業 前島根大学学長 島根大学名誉教授
医学部特任教授 耕雲堂小林病院理事長 済生会江津総合病院顧問
島根大学発ベンチャー PuREC 株式会社取締役社長

主な研究テーマ

脳卒中の臨床研究 高次脳機能研究 脳卒中後アパシーの研究
脳卒中データバンク構築研究 無症候性脳血管障害に関する研究

国引きジオパーク認定 ( 予定 ) 記念イベント

ドキュメンタリー映画「麻てらす」～よりひめ岩戸開き物語～
上映会＋吉岡敏朗監督 トークイベント
会場：大社文化プレイスうらら館

開催日：平成 29 年 10 月 7 日（土）

出雲市大社町杵築南 1338-9 TEL： 0853-53-6500

開場 18:30 上映 19：00 ～ 21：30

チケットは今井書店 ( グループセンター店・出雲店・本学校今井ブックセンター ) ほか、各種プレイガイドで 9 月中旬より取り扱い

出雲 “ て・あーて塾 ” 開催

出雲 “ て・あーて塾 ”

10 月 28 日（土） 9：30-17：30
会場

講師 川嶋みどり氏 他

参加費 15,000 円 先着 40 名

島根県民会館 308 会議室 島根県松江市殿町 158

申込み 一般社団法人 日本て・あーて推進協会

日本て・あーて推進協会の HP をご参照ください。 http://tearte.or.jp/archives/1076/

問合せ 椿セラピー協会 ☎０９０－７１１２－４９１７

エネルシア
エネルシア : 謡い手
松江市生まれ

日本て・あーて，推進協会 ☎０３ー５８１３ー７３９５

神話の竪琴ライア弾きうたい
ライア楽師

作詞 & 作曲

舞い手 ( 太極舞創始 )

島根大学教育学部卒業後、Vn 奏者・歌手として活躍。1985 ～イーハトブの森で心身の病を

克服し、ライアを携え 森羅万象の声なき聲をうたい奏でるエネルシア concert を全国で展開。2013 ～世界
最古の医療センター トルコのアスクレピオンを訪れ感銘を受け、翌年松江に帰郷。2016 ～音療法を主とす
る自然療法ステーション、NPO 法人 Enenia スクナピオンを設立｡

