プログラム

第1会場…〈第1日目

12月20日
（金）〉

第１会場〈1日目〉
14:10～14:50

ES-1 公開講座Ｉ 講演

なぜ、医療と福祉は分かり合えないのか―
「いのち」
をめぐる信念対立の克服Ⅰ―
司会 川嶋 みどり（日本赤十字看護大学……名誉教授）
…………………………………………………… 26
演者 京極 真（吉備国際大学……准教授）
…………………………………………………………………… 26

15:00～15:50

公開講座Ｉ 対談
看護と介護、医療と福祉は１つになれるか
EC

司会 守田 美奈子（日本赤十字看護大学……学部長、
…教授）
……………………………………………… 27
演者 太田 貞司（聖隷クリストファー大学……社会福祉学部…・…大学院……特任教授）
……………………… 27

…………………………………………………… 27
川嶋 みどり（日本赤十字看護大学……名誉教授）

16:00～16:40

ES-2 公開講座Ｉ
Ｉ 統合医療女性の会

乳がん治療のリアル

講演

司会 渥美 英子（統合医療女性の会……代表）
……………………………………………………………… 28
演者 山内 英子（聖路加国際病院

16:50～17:40

乳腺外科……ブレストセンター……部長…・…ブレストセンター長）
… … 28

ES-2 公開講座Ｉ
Ｉ 統合医療女性の会

中年期女性のクライシス

対談

司会 小山 悠子（医療法人社団明悠会…・…サンデンタルクリニック……理事長）
… ……………………… 29
演者 香山 リカ（立教大学……現代心理学部……教授、
…精神科医、…作家）
…………………………………… 29

… …………………… 29
板村 論子（医療法人財団…帯津三敬会……帯津三敬塾クリニック……理事長）
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第17回日本統合医療学会

第1会場…〈第2日目

12月21日
（土）〉

第１会場〈2日目〉
8:35～ 8:55

PL 大会長講演
第17回大会の意義と方向性
司会 塩田 清二（昭和大学医学部……顕微解剖学講座……教授）
…………………………………………… 32
演者 菊地 眞（公益財団法人医療機器センター……理事長）
……………………………………………… 33

9:00～ 9:50

KL 基調講演
統合医療の意味ー人口減少社会という希望ー
司会 菊地 眞（公益財団法人医療機器センター……理事長）
……………………………………………… 34
演者 広井 良典（千葉大学法経学部……教授）
……………………………………………………………… 35

10:00～10:50

EL-1 教育講演１
「病院の世紀」
は終わったか？
司会 後藤 修司（全日本鍼灸学会…会長、
…後藤学園……理事長）
… ……………………………………… 36
演者 猪飼 周平（一橋大学大学院社会学研究科……教授）
………………………………………………… 37

11:00～11:50

EL-2 教育講演2
コミュニティーと健康増進̶ソーシャルキャピタルとスマートウエルネスシティ̶
司会 佐藤 信紘（学校法人……順天堂……理事）
……………………………………………………………… 38
演者 久野 譜也（筑波大学……体育系……教授）
……………………………………………………………… 39

12:00～12:50

ランチョンセッション１
慢性的な下肢のしびれ、疼痛を訴える患者においての
「バイオラバー」
の使用経験
LS1

演者 赤澤 貴洋（医師、
ミュージシャン）

13:00～13:50

協賛：山本化学工業株式会社

EL-3 教育講演3

進化医学―人類の進化が生み出した病―
司会 水島 洋（国立保健医療科学院……上席主任研究官）
………………………………………………… 40
演者 飯野 靖彦（日本医科大学……名誉教授）
……………………………………………………………… 41

14:00～14:50

EL-4 教育講演4

社会的脳
（ソーシャルブレイン）
―人は独りでは、人成らず―
司会 酒谷 薫（日本大学工学部次世代工学技術研究センター……教授）
………………………………… 42
演者 開 一夫（東京大学大学院……総合文化研究科……教授）
… …………………………………………… 43

15:00～16:00

S1-1 第1会場セッション1
「賢い患者」
から
「生活者」
へ
座長 和田 雄志（公益財団法人未来工学研究所……理事）
………………………………………………… 44
演者 山口 育子（NPO法人ささえあい医療人権センターCOMＬ……理事長）
… ……………………… 45

… ………………………………… 46
近山 恵子（社団法人コミュニティネットワーク協会……理事長）

16:10～17:10

S1-2 第1会場セッション2

死生観と医療

座長 久保 千春（九州大学病院……院長）
…………………………………………………………………… 47
演者 田畑 正久（医療法人仁和会……佐藤第二病院…院長、
…龍谷大学……文学部……真宗学科……教授）
… … 48

………………………………………………………………… 49
北西 憲二（森田療法研究所……所長）

17:30～18:30

市民公開講座
生への希望と統合医療-福島に必要なこと
司会 菊地 眞（公益財団法人医療機器センター……理事長）
……………………………………………… 30
演者 玄侑 宗久（福聚寺住職、
…芥川賞作家）
… ………………………………………………………… 30

※

ランチョンセッションのチケットは8：00から広尾ホールホワイエで配布をいたします。…数に限りがございますので、お早目のご来場をお勧めいたします。
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プログラム

第2会場…・…第3会場…〈第2日目

12月21日
（土）〉

第2会場〈2日目〉
10:00～11:50

SY2-1 第２会場シンポジウム1
災害と統合医療−持続可能な医療システムとしての統合医療−

座長 西川 徹矢（株式会社損害保険ジャパン……顧問）
…………………………………………………… 50

………………………………… 50
伊藤 壽記（大阪大学大学院生体機能補完医学寄附講座……教授）

演者 川嶋 みどり（日本赤十字看護大学……名誉教授）
…………………………………………………… 51

… …………………………………… 52
池埜 聡（関西学院大学……人間福祉学部社会福祉科…教授）
……………………………………………… 53
諌山 憲司（広島国際大学……保健医療学部……准教授）
…………………………………………………………… 54
太田 清彦（習志野市役所……危機管理監）

12:00～12:50

LS2 ランチョンセッション2
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・糖尿病腎症における腎機能低下抑制作用
演者 吉川 育矢（ドクターセラム株式会社……代表取締役）

協賛：日本統合医療推進協会

Agaricus brasilliensis KA21の免疫活性と自律神経機能改善効果
演者 長堀 優（横浜船員保険病院……副院長）

協賛：東栄新薬株式会社

元井 益郎（東栄新薬株式会社代表取締役社長）

13:00～14:20

CSY1 臨床シンポジウム1
薬とサプリメントと統合医療

座長 平井 みどり（神戸大学医学部附属病院……教授…・…薬剤部長）
……………………………………… 55

… ………………………………………………… 55
田中 基幹（社会福祉法人宇治病院泌尿器科）

演者 平井 みどり（神戸大学医学部附属病院……教授…・…薬剤部長）
……………………………………… 56

…………………………………………………………………… 57
蒲原 聖可（健康科学大学……教授）

14:30～15:50

CSY2 臨床シンポジウム2
慢性疼痛と統合医療

座長 鈴木 洋通（埼玉医科大学地域医学…・…医療センター……センター長）
……………………………… 58

……………………………………… 58
山下 仁（森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科……教授）

演者 村上 正人（日本大学医学部附属板橋病院心療内科……部長）
……………………………………… 59

… …………………………………… 60
世良田 和幸（昭和大学横浜市北部病院……副院長…・…教授）
… ……………………… 61
伊藤 和憲（明治国際医療大学……鍼灸学部……臨床鍼灸学教室……准教授）

16:00～17:20

CSY3 臨床シンポジウム3
歯科領域における統合医療

座長 福岡 博史（医療法人社団明徳会福岡歯科……理事長）
……………………………………………… 62

演者 王 宝禮（大阪歯科大学歯科医学教育開発室……教授）
……………………………………………… 63

… …………………………………………………… 64
斎藤 道雄（齋藤ファミリーデンタル……院長）
… ………………………………………………… 65
野瀬 博之（医療法人清博会…野瀬歯科……院長）

第3会場〈2日目〉
10:00～10:50

S3-1 第3会場セッション1
日本統合医療学会支部の会

座長 柴田 眼治（医療法人社団水生会……柴田病院……理事長）
…………………………………………… 66

………………………………… 66
今西 二郎（明治国際医療大学附属統合医療センター長……教授）

演者 大嶋 鋭生（医療法人天神会……新古賀病院、
…IMJ九州支部……事務局）
… ………………………… 67

………………………… 68
柴田 三大（医療法人水生会……柴田病院、…IMJ山口支部……事務局……総務）
… ………………… 69
冨田 賢一（九州保健福祉大学……総合医療専門学校……鍼灸学科……専任教員）
…………………………………………………………… 70
板東 浩（きたじま田岡病院、…徳島大学）
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第17回日本統合医療学会

第3会場…・…第4会場…〈第2日目

12月21日
（土）〉

第3会場〈2日目〉
11:00～11:50

S3-2 第3会場セッション2
日本統合医療学会の認定と教育

座長 川嶋 朗（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）
… …………………… 71

…………………………………………………………………… 71
蒲原 聖可（健康科学大学……教授）

演者 小池 弘人（小池総合医療クリニック……院長）
… …………………………………………………… 72

…………………………………………………… 73
緒方 昭子（宮崎大学…医学部……看護学科……助教）
… ……………………………………… 74
和辻 直（明治国際医療大学……臨床鍼灸学講座……准教授）
… ………………………………………… 75
古市 佳也（日本ヨーガ療法学会……認定ヨーガ療法士）

12:00～12:50

LS3 ランチョンセッション3
大和ハウスにおける介護・福祉・自立支援ロボット
演者 山本 泰弘（大和ハウス工業株式会社

13:00～14:20

協賛：大和ハウス工業株式会社

ロボット事業推進室）

SY3-1 第3会場シンポジウム1

変貌する身体観―現実がSFを超える時―

座長 小野 直哉（公益財団法人未来工学研究所……主任研究員）
………………………………………… 77
演者 和田 雄志（公益財団法人未来工学研究所……理事）
………………………………………………… 78

（株）
代表取締役）
… ………………………………………………… 79
安田 勲（オフィス…・…プリオン
………………………… 80
磯山 隆（東京大学……大学院……医学系研究科……医用生体工学講座……講師）
… …………………………………… 81
生田 幸士（東京大学……先端科学技術研究センター……教授）

14:30～15:50

SY3-2 第3会場シンポジウム2
統合医療を用いた医療・介護福祉施設運営と免許制度

座長 西村 周三（社会保障…・…人口問題研究所……所長）
…………………………………………………… 82

………………………………………………………………………… 82
鈴木 清志（東京療院…院長）

演者 富島 三貴（医療法人博光会……理事長）
……………………………………………………………… 83

… …………………………………………… 84
橋本 弘幸（株式会社エヌジェイアイ……代表取締役）
………… 85
坂部 昌明（一般財団法人……地域公共人材開発機構…職員、…森ノ宮医療大学兼任講師）

16:00～17:20

SY3-3 第3会場シンポジウム3
ここまで分った統合医療ー伝統医学及び相補・代替医療のEBMの現状ー

座長 古賀 伸彦（医療法人天神会……理事長）
……………………………………………………………… 86

… ………… 86
前田 和久（大阪大学大学院…医学系研究科生体機能補完研究医学講座……准教授）

演者 蒲原 聖可（健康科学大学……教授）
…………………………………………………………………… 87

……………………………………… 88
山下 仁（森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科……教授）
…… 89
渡辺 賢治（慶應義塾大学環境情報学部教授/慶應義塾大学政策…・…メディア研究科……教授）

第4会場〈2日目〉
12:00～12:50

SLS1 大会企画セミナー１
医療従事者と患者のコミュニケーションギャップ―
「いのち」
をめぐる信念対立の克服Ⅱ―

座長 小野 直哉（公益財団法人未来工学研究所……主任研究員）
………………………………………… 90

………………… 90
林 紀行（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……助教）

演者 岡本 拓也（洞爺温泉病院……ホスピス長）
…………………………………………………………… 91

… ……………………… 92
山口 育子（NPO法人ささえあい医療人権センターCOMＬ……理事長）

※ランチョンセッションでないため、
昼食のご用意はございません。

13:00～14:20

GS1 入門セミナー1
ホメオパシー

担当 一般社団法人日本ホメオパシー医学会

14:30～15:50

GS2 入門セミナー2
オゾン療法

担当 日本医療 ・ 環境オゾン学会

16:00～17:20

GS3 入門セミナー3
カイロプラクティック

担当 日本統合医療学会カイロプラクティック関連団体

※

ランチョンセッションのチケットは8：00から広尾ホールホワイエで配布をいたします。…数に限りがございますので、お早目のご来場をお勧めいたします。
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プログラム

第1会場…〈第3日目

12月22日
（日）〉

第1会場〈3日目〉
9:00～ 9:30

SP1 特別講演1

統合医療から未来医学へ
司会 菊地 眞（公益財団法人医療機器センター……理事長）
……………………………………………… 93
演者 渥美 和彦（日本統合医療学会……名誉理事長）
……………………………………………………… 94

9:40～10:10

SP2 特別講演2

統合医療学会の課題
司会 川嶋 みどり（日本赤十字看護大学……名誉教授）
…………………………………………………… 95
演者 仁田 新一（日本統合医療学会……理事長）
…………………………………………………………… 96

10:30～11:50

SY1-1 第1会場シンポジウム

各省庁・地方自治体における統合医療
12:00～12:50

LS4 ランチョンセッション4
核酸栄養とその機能的意義について
演者 塩田 清二（昭和大学医学部……顕微解剖学講座……教授）

13:30～14:20

協賛：フォーデイズ株式会社

海外招聘講演
キューバ ー知られざる統合医療先進国ー
IL

司会 菊地 眞（公益財団法人医療機器センター……理事長）
……………………………………………… 97
演者 Dr. Yohann Perdomo Delgado（キューバ共和国保健省自然伝統医学局）
… …………… 98

14:30～15:20

SP3 特別講演3

水分子の脳科学

司会 伊藤 壽記（大阪大学大学院生体機能補完医学寄附講座……教授）
………………………………… 99
演者 中田 力（新潟大学……脳研究所……統合脳機能研究センター……センター長…・…教授）
……………… 100

15:30～16:20

SP4 特別講演4

科学史から見た統合医療
司会 渥美 和彦（日本統合医療学会……名誉理事長）
…………………………………………………… 101
演者 村上 陽一郎（東洋英和女学院大学……学長）
… ………………………………………………… 102

16:30～17:20

SY1-2 総合討論

持続可能な社会における医療：エコ・ヘルスケアとしての統合医療
座長 菊地 眞（公益財団法人医療機器センター……理事長）
…………………………………………… 103

……………………………… 103
伊藤 壽記（大阪大学大学院生体機能補完医学寄附講座……教授）

演者 小野 直哉（公益財団法人未来工学研究所……主任研究員）

守田 美奈子（日本赤十字看護大学……教授）

塩田 清二（昭和大学医学部……顕微解剖学講座……教授）
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第17回日本統合医療学会

第2会場…〈第3日目

12月22日
（日）〉

第2会場〈3日目〉
9:00～10:20

CSY4 臨床シンポジウム4

看護と統合医療 共催：日本ホリスティックナーシング研究会
座長 尾崎 フサ子（佐久大学看護学部……教授）
………………………………………………………… 104

………………………………………………… 104
小山 敦代（明治国際医療大学看護学部……教授）

演者 小板橋 喜久代（群馬大学医学部保健学科……教授）
… ………………………………………… 105

………………………………………………………… 106
本庄 恵子（日本赤十字看護大学……教授）

10:30～11:50

CSY5 臨床シンポジウム5
精神疾患と統合医療
座長 林 紀行（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……助教）
… …………… 107

… ………………… 107
板村 論子（医療法人財団……帯津三敬会…帯津三敬塾クリニック……理事長）

演者 中村 敬（東京慈恵会医大学森田療法センター……センター長…・…教授）
… ……………………… 108

…… 109
奥平 智之（日本大学……医学部…内科学系統合和漢医薬学分野、…医療法人山口病院……医局長）
… ………………… 110
板村 論子（医療法人財団……帯津三敬会…帯津三敬塾クリニック……理事長）

12:00～12:50

LS5 ランチョンセッション5
オルタナティブ・メディスンにおける未知領域の分子メカニズムの解明に挑戦
司会 菊地 眞（公益財団法人医療機器センター…理事長）

協賛：株式会社白寿生化学研究所

演者 八木 勇三
（株式会社白寿生化学研究所）

13:30～14:50

CSY6 臨床シンポジウム6

がんと統合医療

座長 下山 直人（東京慈恵医科大学……大学院……緩和医療学……教授）
… ……………………………… 111
演者 星野 惠津夫（がん研有明病院……漢方サポート科……部長）
… …………………………………… 112

… ……………………………… 113
下山 直人（東京慈恵医科大学……大学院……緩和医療学……教授）

……………………………………………… 114
丹波 嘉一郎（自治医科大学……緩和ケア部……教授）

15:00～16:20

CSY7 臨床シンポジウム7

プライマリー・ケアとセルフメディケーションおける統合医療
座長 鶴岡 浩樹（つるかめ診療所……所長）
……………………………………………………………… 115

……………………………………………… 115
吉田 紀子（鹿児島県赤十字血液センター……所長）

演者 溝尾 朗（東京厚生年金病院……内科部……部長）
… ………………………………………………… 116

……………………………………………………………… 117
鶴岡 浩樹（つるかめ診療所……所長）

……………………………………………… 118
吉田 紀子（鹿児島県赤十字血液センター……所長）
（株）
日本リテイル研究所……代表）
… …………………………………………………… 119
宗像 守（
※

ランチョンセッションのチケットは8：00から広尾ホールホワイエで配布をいたします。…数に限りがございますので、お早目のご来場をお勧めいたします。
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プログラム

第3会場…・…第4会場…〈第3日目

12月22日
（日）〉

第3会場〈3日目〉
9:00～10:20

SY3-4 第3会場シンポジウム4
極限環境下における統合医療―宇宙鍼灸を例として―

座長 高橋 徳（ウィスコンシン医科大学……教授）
… …………………………………………………… 120

………………………………………………………… 120
矢野 忠（明治国際医療大学……特任教授）

演者 今井 賢治（明治国際医療大学……教授）
…………………………………………………………… 121

小林 智之（宇宙航空研究開発機構(JAXA)有人宇宙環境利用ミッション本部宇宙環境利用センター

主幹開発員……きぼうプロモーション室長）
… …………………………………………… 122

…………………………… 123
大政 朋子（非営利法人AMDA……国際部……プロジェクトオフィサー）

10:30～12:00

SY3-5 第３会場シンポジウム5
食と健康―
「狙われた胃袋」
―

座長 中村 丁次（神奈川県立保健福祉大学……学長）
…………………………………………………… 124
演者 今田 純雄（広島修道大学……人文学部……教授）
…………………………………………………… 125

……………………………………………………… 126
高橋 久仁子（群馬大学……教育学部……教授）
…… 127
陽 捷行（公益財団法人……農業…・…環境…・…健康研究所農業大学校校長、…北里大学名誉教授）

12:00～12:50

LS6 ランチョンセッション6
統合医療の最前線̶腎症に対するカイジの臨床研究̶

協賛：株式会社日本漢方創薬

演者 鈴木 洋通（埼玉医科大学地域医学…・…医療センター……センター長）

13:30～14:50

CSY8 臨床シンポジウム8
動物介在ケア：動物と人の共生社会を目指して

座長 渡邊 正俊（渡邊動物病院……院長）
………………………………………………………………… 128
演者 桜井 富士朗（帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科……教授）
………………… 129

15:00～16:20

CSY9 臨床シンポジウム9
生活習慣病と統合医療

座長 鈴木 洋通（埼玉医科大学……地域医学…・…医療センター……センター長）
… ……………………… 130

… …………………………………………………………… 130
中屋 豊（徳島大学……医学部……教授）

演者 前田 和久（大阪大学……大学院……医学系研究科……生体機能補完研究医学講座……准教授）
……… 131

…………… 132
渡辺 賢治（慶應義塾大学……環境情報学部……教授兼政策…・…メディア研究科……教授）
… …………………………………………………………… 133
中屋 豊（徳島大学……医学部……教授）

第4会場〈3日目〉
10:30～11:50

12:00～12:50

GS4 入門セミナー4

鍼灸

担当 公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法全日本鍼灸学会

ＳLS2 大会企画セミナー２
「心の可視化」
と
「マインドフルネス」
―
「いのち」
をめぐる信念対立の克服Ⅲ―

座長 小野 直哉（公益財団法人未来工学研究所……主任研究員）
……………………………………… 134

… …………… 134
林 紀行（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……助教）

演者 清水 広久（埼玉成恵会病院外科救急科……医長）
………………………………………………… 135

… ………………………………… 136
池埜 聡（関西学院大学……人間福祉学部社会福祉科……教授）

※ランチョンセッションでないため、
昼食のご用意はございません。

13:30～14:50

15:00～16:20

GS5 入門セミナー5

ヨーガ

担当 一般社団法人日本ヨーガ療法学会

GS6 入門セミナー6

看護における臨床アロマセラピー

担当 日本統合医療学会看護部会、
日本ホリスティックナーシング協会

※

20

ランチョンセッションのチケットは8：00から広尾ホールホワイエで配布をいたします。…数に限りがございますので、お早目のご来場をお勧めいたします。

第17回日本統合医療学会

ポスター

ポスターセッション1

2階…203・204…〈第2日目 12月21日
（土）
〉…

ポスターセッション１ 2階 203〈2日目〉
P-1

篠崎式施術が健常者の
末梢血流におよぼす影響

髙良 毅

医療法人社団盛心会タカラクリニック

138

P-2

当院におけるエネルギー治療を取り入れた
統合医療アプローチの有用性について

森嶌 淳友

守口秋桜会クリニック

138

乳癌多発性骨転移に対しエネルギー治療を
取り入れた統合医療にて改善した１例

森嶌 淳友

守口秋桜会クリニック

139

P-4

岡 田 式 健 康 法 の 新 型インフルエンザ 発 症
予防・症状軽減効果に関する研究

大塚 実

医療法人財団玉川会
エムオーエー名古屋クリニック

139

P-5

肥満の体重コントロールへの
岡田式健康法の効果

森岡 尚夫

医療法人玉川会……金沢クリニック

140

P-6

慢性疲労症候群患者に対する
アイソメトリックヨガの安全性と効果

岡 孝和

九州大学大学院医学研究院／心身医学

140

P-7

ヨーガ療法の有害事象に関する
大規模横断調査

松下 智子

九州大学学修・健康支援開発部

141

強迫性障害・自律神経失調症に対する
ヨーガ療法指導報告

鎌田 洋子

日本ヨーガ療法学会

141

気分障害に対するヨーガ療法指導報告

鎌田 洋子

日本ヨーガ療法学会

142

P-10

うつ病・パニック障害におけるヨーガ療法指導
報告

善如寺留美子

社団法人日本ヨーガ療法学会

142

P-11

外 傷 後 後 遺 障 害に対する統 合 医 療 的アプ
ローチ ヨーガ療法の観点から

坂本 淑子

大阪大学医学系研究科
生体機能補完医学講座

143

P-12

鍼灸治療における
超音波診断装置を用いた血流評価の検討

高山 真

東北大学大学院医学系研究科
総合地域医療研修センター

143

P-13

腰部脊柱管狭窄による
腰下肢症状に対する仙骨部鍼通電の試み

井上 基浩

明治国際医療大学

144

P-14

大規模災害の後遺症に対する
鍼治療の試み

内藤 由規

大阪大学大学院医学系研究科
生体機能補完医学寄付講座

144

P-15

鍼灸治療を行った統合失調症の１例

三田 正樹

呉竹鍼灸柔整専門学校
鍼灸マッサージ科

145

仙骨部への鍼灸治療により
精神症状の改善がみられた一症例

清野 充典

清野鍼灸整骨院

145

下肢切断後の幻肢痛に対して
神経根鍼通電療法が奏功した1症例

中島 美和

明治国際医療大学

P-18

頸肩部痛に対する鍼治療の1症例
－鍼の直径の違いによる直後効果の比較－

大井 優紀

宝塚医療大学……保健医療学部
鍼灸学科

146

P-19

便秘に対する鍼治療―1症例報告―

山口 成広

明治国際医療大学

147

P-20

統合医療により短期に快癒に導いた、
難治性末梢性顔面神経麻痺の一症例

高橋 みど里

医療法人社団明徳会福岡歯科
統合医療研究所

147

P-21

先 天 性 股 関 節 脱 臼 症 の 既 往 の ある患 者に
対してROB療法にて改善がみられた１例

東山 孝二

一般財団法人……ROB療法研究所

148

P-3

P-8
P-9

P-16
P-17

エネルギー療法
11:00-11:50

ヨーガ
13:10-14:10

鍼 灸
14:40-16:30

臨床鍼灸学講座

臨床鍼灸学講座

大学院

146
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ポスター

ポスターセッション2 2階…学生ラウンジ…〈第2日目 12月21日
（土）
〉…

ポスターセッション２ 2階 204〈2日目〉
下肢冷え性予防のために開発したレッグウォー
マーでの、下肢の保温に関する臨床的研究

岡田 昌義

国際先端総合医学研究所

171

「がん患者・家族の生活習慣立て直し対話の
会」
看護支援モデルの開発

高木 真理

武蔵野大学看護学部

149

看護師が担う普遍的なスピリチュアルケアの
検証

黒澤 由貴子

医療法人財団玉川会

149

P-25

ストレスの多い看護師への補完療法の効果

大西 和子

三重大学、
甲南女子大学

150

P-26

エラスターゼ誘発マウス慢性閉塞性肺疾患
モデルにおけるビタミンCの予防効果

柴倉 美砂子

岡山大学大学院

150

P-27

乳酸菌BF-LP284株の腫瘍増殖抑制作用

伊藤 幸惠

P-28

伝承薬物タヒボの抗酸化および
抗炎症作用

福田 陽一

タヒボジャパン株式会社、
近畿大学農学部

151

P-29

南米産タヒボの抗腫瘍およびがん予防効果と
その活性成分の効率的生産

上田 和典

タヒボジャパン株式会社、
近畿大学農学部

152

P-30

反転腸管サック法を用いた
黒酢グルコサミンの吸収性評価

真野 貴

日本薬品株式会社

152

P-31

豆乳の乳酸菌混合発酵産物が
大腸がん発がんに及ぼす影響

新 良一

P-32

アオサとキンジソウの
心身ストレス軽減効果について

富岡 利恵

名古屋大学大学院生命農学研究科

153

潰瘍性大腸炎患者におけるプロバイオティク
スによる回腸嚢炎予防効果の検討

安枝 明日香

大阪大学大学院医学系研究科
生体機能補完医学講座

154

P-34

肥満外来におけるアマニ油および
アマニリグナンの有用性

竹入 沙知

大阪大学……生体機能補完医学講座

154

P-35

ルテイン含有食品摂取による
視覚機能に対する効果

濱舘 直史

株式会社えがお 研究開発部

155

P-36

運動器有症状者は血清亜鉛濃度の
低下傾向を示す

藤原 良太

江洲クリニック

155

P-37

手 術 不 能 の 頸 髄 腫 瘍 ( 髄 内 腫 瘍 ）に対する
超高濃度ビタミンC点滴療法の有用性

桑島 靖子

医療法人社団

P-38

脊椎にできた腫瘍性病変が乳酸菌混合発酵
産物の摂取により消退したと思われる一例

関口 守衛

EB-CAM研究会

156

P-39

玄米菜食とLESによる栄養治療で肝性脳症の
再発なく２年以上経過した肝硬変の一例

佐久間 郁行

東埼玉総合病院……消化器・肝臓内科

157

P-40

全人的アプローチによる早期の栄養療法に
よりコントロールされた肝性胸水の一症例

佐久間 郁行

東埼玉総合病院……消化器・肝臓内科

157

P-68
P-23
P-24

P-33

22

看 護
11:00-11:40

サプリメント・栄養
13:10-16:00

第17回日本統合医療学会

保健学研究科

151

（株）
エイ・エル・エイ中央研究所

153

（株）
エイ・エル・エイ中央研究所

桑島内科医院

副院長

156

ポスターセッション1

2階…203・204…〈第3日目 12月22日
（日）
〉…

ポスターセッション１ 2階 203〈3日目〉
P-22

看護基礎教育に導入した
ソフトマッサージの評価

緒方 昭子

宮崎大学医学部看護学科

148

P-41

徒手療法者からみた身体の歪みと
顎位
（咬合）
との関係性

田口 直人

医療法人社団明徳会福岡歯科
統合医療研究所

158

P-42

ハンドマッサージが感情と脳波に与える影響

上野 栄一

福井大学医学部看護学科

158

ベビーマッサージが乳児に及ばした好例と
オリエンタルベビーマッサージの提案

針生 信

株式会社鍼信

159

P-44

網膜色素変性症に対するハンドヒーリングの
効果

後藤 牧子

太陽の丘クリニック

159

P-45

タイ伝統医学理論に基づくタイ古式セラピー
のパーキンソン病に対する効果の検討

宮原 由佳

タイ王国第一級王立ワットポー寺院伝統医学校、
ユティカ…タイ…トラディショナルセラピースクール、
植松神経内科クリニック

160

P-46

被災地復興を支える事業モデルとしての
椿セラピーの貢献

志賀 厚雄

株式会社…アイランド・エコロジー・
インスティチュート

160

P-47

未病状態における体格，
体力からみた虚実像

後藤 由佳

財団法人……淳風会
倉敷第一病院……女性・漢方外来

161

P-48

統合医療の科学認識論
–現代日本手技療法の実証的研究の可能性

藤守 創

神戸大学大学院医学研究科、パリ第１大学ソル
ボンヌ哲学科、パリ大学科学史科学哲学研究所

161

標準的指標による統合医療の
評価の可能性

関 隆志

東北大学大学院医学系研究科…
高齢者高次脳医学

162

P-50

軽症うつ病にみられた下部消化管症状に
対して半夏厚朴湯が有効であった3例

奥平 智之

医療法人山口病院(川越)、
日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野

162

P-51

急性期あるいは慢性期の
消化器外科領域における漢方治療の応用

斎藤 拓朗

福島県立医科大学会津医療センター

163

P-52

シータヒーリング中のクライアント脳波測定
による変性意識状態の評価

串田 剛

横浜緑園丘の上クリニック

163

P-53

神経難病患者に対し４年間のアロマケア前・後
のストレス度と感情プロフィール評価結果

小端 裕美

札幌こころの森クリニック

164

P-54

線維筋痛症患者の痛みに対して
統合医療的アプローチは有効か？

伊藤 和憲

明治国際医療大学
臨床鍼灸学講座

164

ベルビュー・サナトリウムで
うつ病患者に行われた統合医療について

大賀 健太郎

駿河台日本大学病院……精神神経科

165

大規模災害の後遺障害に対する統合医療的
アプローチ-アロマセラピーの評価-

阪上 未紀

大阪大学医学系研究科
生体機能補完医学講座

165

P-57

大規模災害の後遺障害に対する
統合医療的アプローチ

林 紀行

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、大阪大学医学部付属病院…神経科・精神科

166

P-58

認知行動療法によって改善を認めた
耳閉感に伴うパニック障害の1例

芝 恵美子

医療法人社団芝恵会、医療法人山口病院（川越）、日本大学医学部
内科学系統合和漢医薬学分野、順天堂大学医学部小児科

166

P-59

診断の思考パターンからみた
統合医療システムの再考

小池 弘人

小池統合医療クリニック

167

P-60

家庭医外来診療における
ホメオパシーの有用性

小林 圭子

医療法人順清会小林クリニック

167

悪性腫瘍患者の心理的考察
～ホメオパシーを通して～

原田 美佳子

メディポリスがん粒子線治療研究センター

168

P-62

Lachesis…mutaが奏功した中年女性の2症例

土井 麻里

関西医科大学心療内科

168

P-63

ホメオパシーなどの統合的医療で改善した症状
コントロール困難な潰瘍性大腸炎の１例

内山 葉子

葉子クリニック

169

P-43

P-49

P-55
P-56

P-61

手技療法
9:50-10:50

漢 方
11:00-12:00

多様な統合医療の
応用
（１）
13:10-14:20

ホメオパシー
14:30-15:20

鍼灸学部

IMJ2013…東京大会
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ポスター

ポスターセッション2 2階…学生ラウンジ…〈第3日目 12月22日
（日）
〉…

ポスターセッション２ 2階 204〈3日目〉
P-64

サンダ-ライト
（UVCパルスクセノンフラシュ
照射）
の基礎的検討と動物医療

鷲巣 誠

岐阜大学応用生命学部獣医学課程……
動物病院

169

P-65

電位治療器による
脂質由来シグナル分子の血漿中での変化

八木 勇三

㈱白寿生科学研究所

170

遠赤外線加工ひざ掛けが
手指末梢血流および気分に及ぼす影響

大町 かおり

聖隷クリストファー大学

170

P-67

保温効果を期待した泡足浴の検証

岡田 朱民

明治国際医療大学…看護学部

171

P-69

湯たんぽで身体を十分に加熱すると
CFSやFNにおいてPSやJFIQが改善する

班目 健夫

青山・まだらめクリニック
自律神経免疫治療研究所

172

P-70

オゾン水およびオゾン化オイルの
抗酸化能促進作用

中室 克彦

摂南大学理工学部生命科学科、
大阪大谷大学薬学部

172

オゾンを活用した日常歯科臨床および
院内感染予防対策

廣田 健

ひろた歯科医院

173

P-72

患者が訴える症状の大量自家血液オゾン療法
による改善効果について

杉原 伸夫

杉原医院

173

P-73

ベナン共和国における精神医療の
現状と課題

長堀 智香子

旭川大学……保健福祉学部……保健看護学科、
北海道大学大学院保健科学院……博士後期課程

174

P-74

統合医療施設の患者を対象とした
利用状況に関する調査

櫻庭 陽

筑波技術大学
東西医学統合医療センター

174

看護教育におけるオイリュトミーの研究
～シュタイナーの人間観を手掛かりに～

瀧口 文子

国際医療福祉大学大学院

175

ゲーム機を使用した健康寿命の延伸
–心が動けば体が動く、遊びのチカラ–

髙橋 みゆき

デイサービスセンターかいかや

175

P-77

高齢者の心気状態に対する運動療法の
有用性

若槻 晶子

医療法人山口病院（川越）、
日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野

176

P-78

カイロプラクティック施術が及ぼす身体作用に
ついて 脳と頚部筋糖代謝変化からの考察

稲見 暁惠

東北大学サイクロトロンRIセンター
サイクロトロン核医学研究部

176

P-79

頸椎マニピュレーションによる上肢筋機能の
変化～表面筋電図を用いた予備研究～

小林 睦

東京カレッジオブカイロプラクティック

177

P-80

カイロプラクティック治 療 の 効 果に関する
患者の意識調査

行木 圭一郎

株式会社リガーレ

177

P-81

生理痛に対するカイロプラクティックの
効果について

森田 全紀

一般社団法人
全日本カイロプラクティック学会

178

カイロプラクティック利用者の
保険医療機関の受診状況について

大槻 佳弘

一般社団法人
全日本カイロプラクティック学会

178

日本におけるカイロプラクティック手 技 の
現状…～ｉタウンページを用いた調査～

小川 みゆき

一般社団法人
全日本カイロプラクティック学会
（ANCA）

179

P-84

統 合 医 療におけるカイロプラクティックの
役割

吉野 俊司

社）
全日本カイロプラクティック学会

179

P-85

カイロプラクティックによって改善を見た多彩
な症状を訴えた１症例

長尾 正博

一般社団法人
全日本カイロプラクティック学会
（ANCA）

180

P-86

病院での糖尿病壊疽治療に対する
カイロプラクティック介入事例

松本 清香

一般社団法人
全日本カイロプラクティック学会

180

P-66

P-71

P-75
P-76

P-82
P-83
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物理療法
10:10-11:00

オゾン
11:20-11:50

多様な統合医療の
応用
（２）
13:10-14:00

カイロ
プラクティック
14:10-15:50

第17回日本統合医療学会

