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プログラム 第1日目　12月8日(土)

 会場  3F　MOホール　第1会場
 8:35～ 9:15 会長講演

� 司会：国立循環器病研究センター　川島　康生　
� 大阪大学大学院生体機能補完医学　伊藤　壽記　

 9:15～11:45 特別企画１　災害と統合医療
� � 司会：大阪大学大学院人間科学研究科　グローバル人間学専攻国際協力学　中村　安秀　
� 司会：社団法人全日本鍼灸学会　後藤　修司　
The�Role�of�Integrative�Medicine�in�Cataclysmic�Natural�Disasters�or�Armed�Conflicts
基調講演：�USAF(United�States�Air�Force),�Surgeon�General/Consultant�Director��

USAF�Acupuncture�Center� Richard�C.�Niemtzow　
災害後メンタルヘルス活動の光と影：阪神・淡路大震災の経験から
� 兵庫教育大学大学院人間発達教育専攻　岩井　圭司　
東日本大震災および原発事故後の福島県におけるこころのケアの現状と課題
� 福島県立医科大学　神経精神医学講座　矢部　博興　
東北大震災でのAMDAの活動　-鍼灸治療における医療連携-
� Department�of�Surgery,�Medical�College�of�Wisconsin　高橋　徳　　
大規模災害の後遺障害に対する統合医療的アプローチ
� 大阪大学大学院生体機能補完医学　林　　紀行　
災害に強いコミュニティとケア� 日本赤十字看護大学　川嶋　みどり
� 特別発言：財団法人医療機器センター　菊地　眞　　
� 財団法人医療機器センター附属医療機器産業研究所　　　　　　　

13:15～14:00 名誉理事長講演　統合医療より見た今後の医療の在り方
� 司会：東北大学加齢医学研究所　仁田　新一　
� 一般社団法人日本統合医療学会　渥美　和彦　

14:00～15:00 招請講演　韓国における国策としての統合医療の現況
� 司会：明治国際医療大学健康・予防鍼灸学教室　矢野　忠　　
� Kyung�Hee大学　WHO伝統医学協力センター東西医学研究所　Ki-Ho�CHO　

15:00～16:00 特別講演１　自然免疫の最近の進歩
� 司会：大阪大学大学院生命機能研究科　米田　悦啓　
� 大阪大学　WPI免疫学フロンティア研究センター　審良　静男　

16:00～18:00 シンポジウム５　統合医療におけるロボティクスの役割
　　　　　�司会：��大阪大学大学院医学系研究科ロボティクス＆デザイン看工融合�

（Panasonic)共同研究講座� 山田　憲嗣　
� 司会：株式会社MOTソリューション　石黒　周　　
未来医療におけるアンドロイドの可能性
　　　　　基調講演：�大阪大学大学院基礎工学研究科　�

システム創成専攻　知能システム構成論講座� 石黒　浩　　
パナソニックの医療福祉ロボットとそれを支える要素技術と応用
� パナソニック株式会社　生産技術開発センターロボット技術開発グループ　安藤　健　　
大和ハウスが考える高齢社会を支える生活支援ロボット
� 大和ハウス工業株式会社　ヒューマン・ケア事業推進部ロボット事業推進室　仙谷　幸法　
完全脊髄損傷患者に対する自家嗅粘膜移植後のロボットスーツ(HAL)を用いたリハビリテーション
� 大阪大学医学部附属病院脳神経外科　岩月　幸一　
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 会場  2F　会議室2　第2会場
 9:15～11:15 シンポジウム１　統合医療における免疫の役割

� 司会：大阪大学大学院漢方医学　萩原　圭祐　
　　　　　司会：�大阪大学未来戦略機構　博士課程リーディングプログラム�

「生体統御ネットワーク医学教育プログラム」� 宮坂　昌之　
WT1ペプチドがん免疫療法� 基調講演：大阪大学大学院医学系研究科機能診断科学　杉山　治夫　
動脈塞栓術を基軸とした統合医療の試み
� 医療法人龍志会　ゲートタワーIGTクリニック　堀　　信一　
経口ワクチン� 東京大学医科学研究所　炎症免疫学分野　幸　　義和　
葛根湯の粘膜免疫系での制御性T細胞誘導による食物アレルギー抑制作用
� 富山大学　和漢医薬学総合研究所　門脇　真　　
免疫疾患での先端医学と漢方の融合治療−なにわ漢方的アプローチについて
� 大阪大学大学院漢方医学　萩原　圭祐　

14:00～16:00 シンポジウム３　心と体に対するストレスと統合医療
� 司会：九州大学病院　久保　千春　
� 司会：洛西ニュータウン病院　中井　吉英　
� 関西医科大学　　　　　　　　　　　
ストレスと睡眠� 基調講演：秋田大学大学院　精神科学講座　清水　徹男　
不登校と引きこもり−集団治療の有用性� こども心身医療研究所　冨田　和己　
がん患者のストレス低減のための統合医療的な介入
� 大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室　平井　啓　　
職場におけるメンタルヘルスマネジメント
� 慶応義塾大学大学院　政策メディア研究科　野口　海　　
� メンタルコンシェルジュ　　　　　　　　　　　　　　　　
笑いのストレス解消効果� 大阪大学大学院公衆衛生学教室　大平　哲也　
PTSDに対するヨーガ療法実習効果� 一般社団法人日本ヨーガ療法学会　木村　慧心　

16:00～18:00 シンポジウム６ 『五感と統合医療』―ゆらぎによる癒しの空間の創出
� 司会：独立行政法人産業技術総合研究所　北海道センター　松岡　克典　
� 司会：東北大学�サイバーサイエンスセンター�先端情報技術研究部　吉澤　誠　　
“ゆらぎ”は生命の“ゆりかご”
� 基調講演：大阪大学生命機能研究科　特別研究推進講座　柳田　敏雄　
ゆらぎを考慮した歩容解析� 大阪大学産業科学研究所　八木　康史　
自律神経の揺らぎと健康� 京都大学　人間・環境学研究科応用生理学　森谷　敏夫　
生活異変に気づくことができる生活見守り技術による健康管理
� 独立行政法人産業技術総合研究所　北海道センター　松岡　克典　
空間におけるゆらぎのある高周波音の効果� 株式会社竹中工務店　技術研究所　鈴木　和憲　
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 会場  1F　研修室　第3会場
 9:15～11:15 シンポジウム２　オーラルケアと統合医療 協賛：イーエヌ大塚製薬株式会社

� 司会：大阪大学大学院歯学研究科　高次脳口腔機能学　阪井　丘芳　
� 司会：医療法人社団明徳会　福岡歯科　福岡　博史　
糖尿病に対する統合医療の一環としての歯周病管理
� 基調講演：広島大学大学院医歯薬保健学研究院　西村　英紀　
閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対するオーダメイド医療について考える
� 大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部　奥野　健太郎
嚥下障害と統合医療・食医とは� 医療法人美和会　平成歯科クリニック　小谷　泰子　
日常歯科臨床における統合医療の実践（オーラルケアという視点から）
� 医療法人社団明徳会　福岡歯科　福岡　博史　

14:00～16:00 シンポジウム４　食と香りの機能性と統合医療
 協賛：梅北エリアでの食品機能性表示の規制緩和を求める会
� 司会：健康科学大学　蒲原　聖可　
� 司会：昭和大学医学部顕微（第一）解剖学　塩田　清二　
アンチエイジングの観点からみた統合医療� 基調講演：同志社大学生命医科学研究科　米井　嘉一　
ポリフェノールの抗動脈硬化性からの統合医療的アプローチ
� お茶の水大学大学院生活環境研究センター　近藤　和雄　
アロマセラピー、最近の研究報告から� 東京警察病院整形外科　柴　　伸昌　
機能性食品を用いた生活習慣病患者に対する統合的介入
� 大阪大学大学院生体機能補完医学　前田　和久　

16:00～18:00 ワークショップ１ 『生と生活をささえる看護』－統合医療における看護のナラティブを通して
� 司会：群馬大学医学部保健学科　小板橋　喜久代
� 司会：ホリスティックケアプロフェッショナルスクール　相原　由花　
うつ伏せ寝を看護に� 目白大学看護学部看護学科　大宮　裕子　
「臨床でアロマセラピーを」　ーヒューマンケア創造へ！�
アロマセラピーの活動からみゆきの里の未来を紡ぐー� 医療法人博光会　御幸病院　福原　千秋　
緩和ケアマッサージによる症状緩和　患者の言動からの検討
� 群馬大学大学院保健学研究科　柳　　奈津子
寄り添い・絆を深め・しなやかな心を取り戻す、生（スピリチュアル）をささえるケア　�
―専門家による患者支援グループ活動と語り合いの場から得られるパワー―
� 札幌市立大学看護学部　猪股　千代子
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プログラム 第2日目　12月9日(日)

 会場  3F　MOホール　第1会場
 8:45～10:45 特別企画２　がんの統合医療

� 司会：大阪大学大学院環境医学　祖父江　友孝
� 司会：がん研有明病院漢方サポート科　星野　恵津夫
がん患者に対する鍼灸治療� 明治国際医療大学臨床鍼灸学　福田　文彦　
漢方薬とがん転移� 富山大学和漢医薬学総合研究所　済木　育夫　
腫瘍特異的免疫療法の進展　（ＷＴ１ペプチドワクチン療法を中心に）
� 大阪大学大学院癌ワクチン療法学　坪井　昭博　
がん患者の心のケア� 埼玉医科大学　国際医療センター　精神腫瘍科　大西　秀樹　
患者の立場から見たがんの統合医療� NPO法人ささえあい医療人権センターCOML　山口　育子　
� 特別発言：がん研有明病院　門田　守人　

 8:45～10:45 シンポジウム７　医療経済から見た統合医療の意義
� 司会：医療法人協和会協立病院　北川　透　　
� 司会：大阪大学大学院医学系研究科医療経済産業政策学　田倉　智之　
� 基調講演：大阪大学大学院医学系研究科医療経済産業政策学　田倉　智之　
医療の経済評価� 京都大学大学院薬学研究科医薬産業政策学講座　柿原　浩明　
伝統医学及び相補・代替医療の医療経済学的研究の現状�
−鍼灸における医療経済学的研究の現状を例として−� 財団法人�未来工学研究所　小野　直哉　
社会保障の持続性と財政� 東京女子医科大学医学部　医療・病院管理学　上塚　芳郎　

10:45～11:45 特別講演２ 人は太陽の恵みで生きている－光合成から人工光合成へ 
� 司会：大阪大学大学院医化学教室　東城　博雅　
� 大阪市立大学複合先端研究機構　神谷　信夫　

14:00～16:30 市民公開講座 
� 司会：MBS毎日放送　報道局　記者　橋本　佐与子
� 司会：大阪大学大学院生体機能補完医学　伊藤　壽記　
第1部：講演「人間を見よ」� 　五木　寛之　
第2部：対談「統合医療の夢」� 　一般社団法人日本統合医療学会　渥美　和彦　
� Kyung�Hee�Medical�Center　金　　鐘烈　
� 東西医学研究所／Kyung�Hee大学行政大学院　　　　　　　
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 会場  2F　会議室2　第2会場
10:45～11:45 教育講演　様々なストレスに対処する為に機能するオートファジー機構

� 司会：大阪大学大学院消化器外科　森　　正樹　
� 東京医科歯科大学　難治疾患研究所　病態細胞生物学分野　清水　重臣　

13:30～15:30 シンポジウム８　臓器機能不全と統合医療
� 司会：江戸川病院/東京女子医科大学　阿岸　鉄三　
� 司会：東北大学加齢医学研究所　心臓病電子医学分野　山家　智之　
維持透析患者の尊厳死問題とスピリチュアリティ
� 基調講演：江戸川病院/東京女子医科大学　阿岸　鉄三　
４０年をこえて透析で生きて来ることができた条件　—精神科医および一患者の立場からー
� 松江青葉クリニック　春木　繁一　
インスリンポンプを装着している1型糖尿病患者に対するアプローチ
� 徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター　黒田　暁生　
人工心臓依存患者に対する多方面からの治療的アプローチ
� 大分大学臨床医工学講座　穴井　博文　
脈の無い人工心臓の臨床現場での脈診
� 東北大学加齢医学研究所　心臓病電子医学分野　山家　智之　
� 特別発言：神戸大学　岡田　昌義　

15:30～17:00 統合医療女性の会　ピンピンキラリと美しく
� 司会：日本赤十字看護大学　川嶋　みどり
� 司会：一般社団法人日本統合医療学会　渥美　英子　
Happy�People�Live�Longer�―�目指すのはワンランク上の健康
� 東京大学　食の安全研究センター　天野　暁　　
� 未病医学研究センター　　　　　　　
皮膚と"こころ"� 帯津三敬塾クリニック　板村　論子　
神話の女神とピンピンキラリとした女性の生き方
� 関西医科大学心療内科　土井　麻里　

 会場  1F　研修室　第3会場
 8:45～10:45 ワークショップ２　統合医療センター構想実現に向けて

� 司会：大阪大学大学院生体機能補完医学　伊藤　壽記　
� 司会：東北大学加齢医学研究所　仁田　新一　
福島県医療機器開発・安全性評価センター（仮称）創設と統合医療の拠点化
� 財団法人医療機器センター　菊地　眞　　
� 財団法人医療機器センター附属医療機器産業研究所　　　　　　　
エビデンスに基づく統合医療センター構想� 大阪大学大学院生体機能補完医学　伊藤　壽記　
統合医療センター構想実現に向けて� 東北大学大学院高齢者高次脳医学寄附講座　関　隆志　　
「統合医療」のあり方に関する検討の状況� 厚生労働省医政局総務課　佐々木　孝治

13:30～15:30 シンポジウム９　統合医療における遺伝資源と伝統的知識の問題 
―生物多様性条約などの知的財産に関する国際的議論をふまえて―� 協賛：クラシエ薬品株式会社
� 株式会社栃本天海堂
� 司会：財団法人�未来工学研究所　小野　直哉　
� 司会：大阪大学大学院　生体機能補完医学　前田　和久　
薬草へのアクセスと利益配分をめぐる諸問題ー遺伝資源を取り扱うのに必要な生物多様性条約と�
知的財産ー� 国立遺伝学研究所　知的財産室ABS対策チーム　森岡　一　　
統合医療に関わる伝統的知識と知的財産に関する議論の現状と課題
� 東海大学法学部法律学科　田上　麻衣子
統合医療から見た漢方医学� 指定発言：国際東洋医学会日本支部　安井　廣迪　
� 指定発言：森ノ宮医療大学保健医療学部　坂部　昌明　
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一 般 演 題
（口  演） 会場 2F　会議室2　第2会場

12月8日（土）　11：15～11：45
13：15～13：55

会場 1F　研修室　第3会場
12月8日（土）　11：15～11：45

13：15～13：55
12月9日（日）　10：45～11：45

12月8日(土)11:15～11:45 司会：東京女子医科大学附属　青山自然医療研究所クリニック　川嶋　朗　　

O-1 その他の
CAM療法①

コンゴ民主共和国での鎌状赤血球貧血症に
対する生体エネルギー療法の効果

一般財団法人MOA
健康科学センター 鈴木　清志

O-2 その他の
CAM療法①

境界型を示した糖尿病予備軍に対する岡田
式健康法の効果について

医療法人財団玉川会
金沢クリニック 森岡　尚夫

12月8日(土)13:15～13:55 司会：帯津三敬塾クリニック　板村　論子　

O-3 ホメオパシー 小児発熱疾患に対するナス科のホメオパ
シーの効果 葉子クリニック 内山　葉子

O-4 ホメオパシー 婦人科疾患におけるホメオパシーの有用性 神宮の森レディースクリニック 片山　進

O-5 ホメオパシー ホメオパシーによって軽快した恐怖症の１
例 関西医科大学心療内科 土井　麻里

O-6 ホメオパシー 認知機能障害におけるホメオパシーの役割 福田内科クリニック 福田　克彦

12月8日(土)11:15～11:45 司会：ナチュラル心療内科クリニック　竹林　直紀　

O-7 その他の
CAM療法②

安眠をうるための睡眠時頭位の重要性に関
する臨床的研究�―脳及び頸肩部血流及び
筋電図からの検討―

神戸大学　国際先端総合医学
研究所 岡田　昌義

O-8 その他の
CAM療法②

メンタルスピリチュアルヒーリング施術後の客観的データ評価の
重要性　シータヒーリング施術前後における免疫機能と感情評価 横浜緑園丘の上クリニック 串田　剛

12月8日(土)13:15～13:55 司会：中島カイロプラクティックセンター　中島　旻保　

O-9 カイロプラク
ティック

年齢変化における矢状面体幹姿勢の歪み　
（脊椎原性疾患の発症機序を考えて） 桜カイロプラクティック 吉野　和廣

O-10 カイロプラク
ティック

カイロプラクティック・ケアの血管アンチ
エイジング効果の可能性　―加速度脈波に
よる検討―

トリニティーカイロプラク
ティック 清水　進之助

O-11 カイロプラク
ティック

日本におけるカイロプラクティックの教育
レベル

一般社団法人全日本カイロプ
ラクティック学会（ＡＮＣＡ） 小野　久弥

O-12 カイロプラク
ティック

災害時の避難所におけるCAM・代替療法の意義
―カイロプラクティックの問診を通じて―

全日本カイロプラクティック
学会 吉田　晃仁

12月9日(日)10:45～11:45 司会：東北大学大学院　高齢者高次脳医学寄附講座　関　　隆志　

O-13 漢方・鍼灸・
サプリメント

グレリンシグナルを介した全人医療におけ
る六君子湯の役割 鹿児島大大学院　心身内科 浅川　明弘

O-14 漢方・鍼灸・
サプリメント

症候性無月経における当帰、枸杞子の改善効果―当帰、枸杞子
を含む漢方処方を投与した10症例での月経周期の影響について

大阪大学大学院医学系研究科
漢方医学寄附講座 大塚　静英

O-15 漢方・鍼灸・
サプリメント

リウマチ膠原病患者に対するサフランの有
用性の検討

大阪大学大学院医学系研究科
漢方医学寄附講座 有光　潤介

O-16 漢方・鍼灸・
サプリメント

アトピー性皮膚炎患者に対する鶏冠抽出物ECM-Eの改
善効果に関する多施設共同並行群間二重盲検比較試験 アダプトゲン製薬株式会社 林　　博道
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一 般 演 題
（ポスター）

12月8日（土）　15：30～17：00

12月8日(土)15:30～17:00 司会：一般社団法人　日本ヨーガ療法学会　八軒　恵佳　
司会：一般社団法人　日本ヨーガ療法学会　佐藤　美弥子

P-1 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

カイロプラクティック教育　日本と海外の
現状

社）全日本カイロプラクティッ
ク学会（ＡＮＣＡ） 山崎　善秀

P-2 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

カイロプラクティック施術院における来院
者の利用傾向

一般社団法人　全日本カイロ
プラクティック学会 大槻　佳広

P-3 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

カイロプラクティックの介入による神経反
応変化の可能性

一般社団法人　全日本カイロ
プラクティック学会 吉野　俊司

P-4 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他 手技療法の法的考察 森ノ宮医療大学保健医療学部 坂部　昌明

P-5 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

ソフトマッサージが健康な成人の身体・心
理に与える効果 宮崎大学医学部看護学科 緒方　昭子

P-6 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

ヨーガ療法グループにおけるテーマ付瞑想法（ヴェーダ瞑想）
の導入により著効が生じた腰痛を抱える実習者の事例報告 ヨーガスタジオ・チャンドラ 米澤　紗智江

P-7 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

医療現場におけるヨーガ療法の実践　-認知的変化とスピ
リチュアリティ向上を促進する講話付ヨーガ座法の試み- 黒川内科 鎌田　穣

P-8 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

集中内観療法が奏功した摂食障害患者の事
例報告 ふうや内観研修所 橋本　俊之

P-9 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

口腔ケア領域におけるヨーガ療法指導の試
み（第１報） 野瀬歯科 岩田　昌美

P-10 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

ヨーガのスピリチュアリティに関する一考察―統合医療
におけるスピリチュアリティ向上への寄与を目指して― 京都西山短期大学 大友　秀治

P-11 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他 反回神経麻痺に対するヨーガ療法指導報告 （社）日本ヨーガ療法学会

よこはま＊ヨーガ・セラピー研究所 鎌田　洋子

P-12 カイロプラクティッ
ク・ヨーガ、他

ストレス・マネジメントを目的としたヨーガ療法実習の意味　自己
の傾向が解り、関係性を重視し生に向き合う変容を支援する関わり

こころの森クリニック
HOKT123研究会 小端　裕美

12月8日(土)15:30～17:00 司会：稲田大学　先端科学・健康医療融合研究機構　大野　智　　
司会：大阪大学医学部付属病院　栄養管理室　安井　洋子　

P-13 サプリメント、他 酵素処理アスパラガス抽出物の抗ストレス
作用

株式会社アミノアップ化学
研究部　学術開発室 高成　準

P-14 サプリメント、他 乳酸菌の混合培養発酵産物（生源）の発酵に使用するLactobacillus�
plantarum�BF-LP284株の消化管および全身免疫賦活能

株式会社エイ・エル・エイ
中央研究所 新　良一

P-15 サプリメント、他
介護従事者における腰痛起因のQOL低下
に対する乳酸菌混合培養発酵産物「生源
Rarku(ラーク)」の改善効果

医療法人社団　慈泉会
介護老人保健施設ひもろぎの園 渡部　芳徳

P-16 サプリメント、他 乳酸菌の混合培養による発酵産物からなる
「生源Ai（アイ）」の抗酸化能の評価

株式会社エイ・エル・エイ
央研究所 三浦　伸介

P-17 サプリメント、他 乳酸菌生産物質使用体験者と直接インタ
ビューした18症例の臨床的考察 社団法人健康実践研究所 関口　守衛

P-18 サプリメント、他 ブラジル産薬用植物タヒボの抗酸化能評価 タヒボジャパン株式会社 上田　和典

P-19 サプリメント、他 伝統薬物タヒボの抗がん活性 近畿大学農学部 飯田　彰

P-20 サプリメント、他 脂肪肝に対する機能性甘味料マルチトール
の有効性評価

大阪大学大学院医学系研究科
生体機能補完医学寄附講座 宇留島　隼人

P-21 サプリメント、他 タヒボTabebuia�averanedae�に由来する抗
炎症成分について

金沢大学・院・医薬保健学総
合研究科 太田　富久

P-22 サプリメント、他 卵巣摘出ラットにおける高脂肪食誘発性肥満に
対するGhrelinを介したエストロゲンの抑制作用

大阪大学大学院生体機能補完
医学寄附講座 Lin Hsiaoyun

P-23 サプリメント、他 精油混合液の匂い刺激による、脾臓交感神
経活動と腫瘍増殖の抑制の効果 株式会社ANBAS 堀井　裕子

P-24 サプリメント、他 ホメオパシーにより改善した器質的異常の
ない胃痛の症例 医療法人社団　武田医院 武田　比早子

P-25 サプリメント、他 マンゴスチン果皮抽出物によるアディポネ
クチン分泌促進効果の検討

大阪大学大学院　医学系研究科
　生体機能補完医学寄附講座 松本　めぐみ
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会場 体育館
12月9日（日）　13：30～15：00

12月9日(日)13:30～15:00 司会：明治国際医療大学　臨床鍼灸医学教室　伊藤　和憲　
司会：明治国際医療大学　伝統鍼灸学教室　和辻　直　　

P-26 鍼灸、他 寒冷刺激により増悪する帯状疱疹後神経痛
に対する桂枝加朮附湯と附子末の有用性

大阪大学大学院医学系研究科
漢方医学寄附講座 中西　美保

P-27 鍼灸、他 慢性腰痛経過中の急性増悪に対する鍼治療
の予防効果について 明治国際医療大学 井上　基浩

P-28 鍼灸、他 弾発指に対するA1�pulley部への鍼治療効
果について

明治国際医療大学
臨床鍼灸学教室 中島　美和

P-29 鍼灸、他 上腕骨外側上顆炎に対する鍼治療の1症例 宝塚医療大学 保健医療学部
鍼灸学科 大井　優紀

P-30 鍼灸、他 腰部脊柱管狭窄症に対する腰部傍脊柱部へ
の鍼治療の効果―1症例報告―

明治国際医療大学
臨床鍼灸学教室 濱本　健太郎

P-31 鍼灸、他 統合医療現場での鍼灸・あん摩マッサージ
指圧師の研修に関する調査3

筑波技術大学保健科学部附属
東西医学統合医療センター 櫻庭　陽

P-32 鍼灸、他 糖尿病患者の下肢有痛性筋痙攣（こむら返
り）に対する鍼治療の効果

大阪大学大学院医学系研究科
生体機能補完医学寄附講座 田口　敬太

P-33 鍼灸、他 五臓と感情（怒り・抑うつ）との関連性 明治国際医療大学 和辻　直

P-34 鍼灸、他 線維筋痛症に対する鍼灸治療の２症例 明治東洋医学院専門学校 蘆原　恵子

P-35 鍼灸、他 慢性疼痛患者に対して森林セラピーを取り
入れることの臨床的意義

明治国際医療大学　鍼灸学部
臨床鍼灸学教室 伊藤　和憲

P-36 鍼灸、他 看護系大学の専門領域における補完代替医
療/療法の教育導入のねらい 明治国際医療大学 看護学部 岡田　朱民

P-37 鍼灸、他 鍼通電刺激による抗うつ効果の検討 明治国際医療大学
臨床鍼灸学教室 福田　文彦

P-38 鍼灸、他 Paclitaxelによる副作用(末梢神経障害)に
対する鍼治療

大阪大・院
生体機能補完医学 久保　春子

12月9日(日)13:30～15:00 司会：摂南大学理工学部生命科学科　公衆衛生学研究室　中室　克彦　
司会：国際医療福祉大学病院　内科学　一石　英一郎

P-39 その他の
CAM療法

がん補完代替療法における薬剤管理指導に
よる医療コミュニケーションに関する検討

国立病医院機構　近畿中央胸部疾患センター　支持・
緩和療法チーム（現、大阪南医療センター薬剤科） 宮部　貴識

P-40 その他の
CAM療法

線維筋痛症診療ガイドラインに統合医療が
とりあげられた。―線維筋痛症は治癒する

青山・まだらめクリニック
自律神経免疫治療研究所 班目　健夫

P-41 その他の
CAM療法

現代型うつ病に対する水療法の試み　“肝
胆�(キモ)を養う療養指導” 医療法人山口病院(川越) 奥平　智之

P-42 その他の
CAM療法

作業療法の視点から考えたがん患者へのチームアプローチの
必要性について　　―進行がん患者の自宅復帰を通して―

社会医療法人禎心会　新札幌恵愛会病院
リハビリテーション科 竹下　睦美

P-43 その他の
CAM療法

関節リウマチ患者において岡田式浄化療法継続施術が
１回の施術に対する反応性に及ぼす効果に関する研究

医療法人財団玉川会
エムオーエー名古屋クリニック 大塚　実

P-44 その他の
CAM療法

岡田茂吉の動的な健康観に基づく新たな健康度
指標の開発と�三ヶ月間の健康法継続による変化

１MOAかんさい健康センター、
　２MOA健康科学センター 津田　康民

P-45 その他の
CAM療法 オゾン療法による骨折治癒促進効果の検討 上石神井動物病院 岡田　憲幸

P-46 その他の
CAM療法

アトピー性皮膚炎患者の自家血液オゾン療
法による症状改善について

摂南大学　理工学部
生命科学科 中室　克彦

P-47 その他の
CAM療法 リンパ浮腫外来の臨床成績 おおもとウィメンズクリニック 木下　恵美子

P-48 その他の
CAM療法

「看護メモ」を活用した「療養上の世話」の充実に向けた取り組
み�　“ナースはその時患者の自然治癒力に働きかけられるか？” 医療法人財団玉川会 有馬　佐和子

P-49 その他の
CAM療法

がん患者に対するマインドパワー療法によ
る取り組み

医療法人財団 太陽の丘 太陽の
丘クリニック 後藤　牧子

P-50 その他の
CAM療法

抜歯後の歯周組織の修復に対するヒト胎盤
抽出物製剤の応用 医療法人東風会 清水　洋利


