
LIVE
第1日目　12月12日（土）

9：00～9：30 特別企画1　�渥美和彦榮譽学会長追悼講演�

SL1-1　 偉大なる統合医療の父渥美和彦先生
仁田　新一 （ 東北大学名誉教授）

SL1-2　 渥美和彦先生の思い出
伊藤　壽記 （ 一般社団法人 日本統合医療学会 理事長／ 

公益財団法人 大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター 所長）

SL1-3　 夢と情熱の塊、そして愛妻家－渥美和彦先生を偲ぶ
川嶋みどり （ 日本赤十字看護大学名誉教授）

9：30～10：20 大会長講演　�“幸せの統合医療”を目指して�
座長：伊藤　壽記 （ 日本統合医療学会理事長）

　
PL　 “幸せの統合医療”を目指して
酒谷　　薫 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）

10：20～12：00 シンポジウム1　�データ駆動型社会における統合医療�
座長：酒谷　　薫 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）
　　　和田　雄志 （ 公益財団法人未来工学研究所   理事）

　
SY1-1　 Smart Cityによる自立分散社会の実現へ 

～市民・地域主導によるデジタルイノベーション～
中村彰二朗 （ アクセンチュア・イノベーションセンター福島   共同統括）

SY1-2　 AI駆動の認知症マススクリーニング法
大山　勝徳 （ 日本大学 工学部 情報工学科   准教授）

12：00～13：00 ランチョンセミナー1　�人間拡張技術によるウェルビーイングな街づくり�
座長：酒谷　　薫 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）

　
LS1　 人間拡張技術によるウェルビーイングな街づくり
持丸　正明 （ 国立研究開発法人産業技術総合研究所   人間拡張研究センター長）
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13：00～15：30 シンポジウム2　�AIロボティックスによる統合医療�
座長：佐藤　知正 （ 東京大学名誉教授）
　　　和田　雄志 （ 公益財団法人未来工学研究所   理事）

　
SY2-1　 AI･ロボティクス：ヘルスケアから街づくりまで
佐藤　知正 （ 東京大学名誉教授）

SY2-2　 〈弱いロボット〉の福祉領域での応用
岡田美智男 （ 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系）

SY2-3　 遠隔操作型アンドロイドロボット『テレノイド』を用いたパーソン・セ
ンタード・ケアの実践

宮﨑　詩子 （ 株式会社テレノイドケア   代表取締役）

15：45～16：45 市民公開講座　�サッカーと健康まちづくり
座長：酒谷　　薫 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）
　　　伊藤　壽記 （ 一般社団法人 日本統合医療学会 理事長／ 

公益財団法人 大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター 所長）
　

CL　 　
岡田　武史 （ 元サッカー日本代表監督）

第2日目　12月13日（日）

9：00～10：00 シンポジウム3（第1部）　�理想の高齢化社会�
座長：和田　雄志 （ 公益財団法人未来工学研究所   理事）
　　　酒谷　　薫 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）

　
SY3-1　 多様性の受谷で理想を目指す（那須での実践）
鏑木　孝昭 （ 那須まちづくり株式会社   取締役）

10：00～12：00 シンポジウム3（第2部）　�次世代の高齢者住居プロジェクト�
座長：和田　雄志 （ 公益財団法人未来工学研究所   理事）
　　　酒谷　　薫 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）

　
SY3-2　 　
金じょんひょん （ 株式会社博報堂）

SY3-3　 　
岩瀬　功樹 （ 株式会社 梓設計）

SY3-4　 　
酒谷　駿一 （ 大和ハウス工業株式会社）
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12：00～13：00 ランチョンセミナー2　�ロボティクスによる認知症介入�
共催：富士ソフト株式会社

座長：佐藤　知正 （ 東京大学名誉教授）
　

LS2-1　 認知症介護従事者等の負担軽減に向けたコミュニケーションシステ
ムの開発

二宮　恒樹 （ 富士ソフト株式会社 プロダクト事業本部 PALRO事業部営業グループ 
リーダー／シニアマスター）

LS2-2　 AI人型ロボットによる認知症予防の取り組み
石井　千恵 （ 医療法人社団清心会   藤沢病院）

13：00～14：40 シンポジウム4　�健康教室最前線�
座長：鈴木　清志 （ 医療法人財団玉川会エム・オー・エー高輪クリニック   院長）
　　　山本　竜隆 （ 朝霧高原診療所）

　
SY4-1　 体験型健康医学教室＜りんご教室＞
山下　積德 （ つみのり内科クリニック）

SY4-2　 人の知識と人間力を拡張する次世代健康医学教室
西村　拓一 （ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所   人間拡張研究センター）

15：00～17：30 シンポジウム5　�幸せな最期をむかえるために�
座長：川嶋みどり （ 日本赤十字看護大学   名誉教授）
　　　酒谷　　薫 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）

　
SY5-1　 宗教と医学
有賀　誠一 （ カナダ合同教会隠退牧師、博士（物理学、心理学））

SY5-2　 幸な自宅での最後
馬場翔一郎 （ 鎌倉自宅葬儀社）

SY5-3　 PTG（Post Traumatic Growth）
吉田　紀子 （ 済生会鹿児島地域包括ケアセンター   所長）
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オンデマンド
シンポジウム6　�次世代予防医学モデル�

座長：小池　弘人 （ 小池統合医療クリニック院長）
　

SY6-1　 歯科統合医療とオーラルエコロジー ～代替医療従事者のための予防
医学として歯科知識～

福岡　博史 （ 医療法人社団明徳会福岡歯科）

SY6-2　 植物療法（アロマ・ハーブ）による新しい生活様式
林　真一郎 （ グリーンフラスコ株式会社代表）

シンポジウム7　�女性医療と統合医療�
座長：板村　論子 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科科人間環境学専攻）

　
SY7-1　 日本人女性のやせと摂食障害
鈴木　眞理 （ 政策研究大学院大学名誉教授／跡見学園女子大学   心理学部   臨床心理学

界特任教授）

SY7-2　 慢性疼痛と女性統合医療：予防としての安全基地の重要性
細井　昌子 （ 九州大学病院   心療内科／九州大学病院   集学的痛みセンター／マインド

ボディセンター（MBC）福岡）

SY7-3　 婦人科領域におけるアロマセラピーの実践
大門美智子 （ 医療法人社団大門医院／兵庫医科大学非常勤講師／武庫川女子大学非常勤

講師）

シンポジウム8　�生活習慣病と統合医療�
座長：蒲原　聖可 （ 株式会社ディーエイチシー）

　
SY8-1　 100歳を健康に生きるための12の習慣
岡田　　定 （ 西崎クリニック   元 聖路加国際病院人間ドック科）

SY8-2　 統合医療は「離島医療」である 
～生活習慣病・慢性疾患における統合医療を可視化する～

小池　弘人 （ 小池統合医療クリニック院長）

シンポジウム9　�災害と統合医療-�COVID-9と統合医療-�
座長：小野　直哉 （ 公益財団法人未来工学研究所   特別研究員）

　
SY9-1　 災害としての新型コロナウィルス感染症：DMATの対応
近藤　久禎 （ 厚生労働省DMAT事務局）

SY9-2　 COVID-19 に対して漢方の出来ること
加島　雅之 （ 熊本赤十字病院   総合内科）
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シンポジウム10　�認知症と統合医療�
座長：酒谷　　薫 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）

　
SY10-1　 「注文をまちがえる料理店」のこれまでとこれから
小国　士朗 （ 株式会社小国士朗事務所   代表取締役）

SY10-2　 人工知能で評価できる優しさを伝えるケア技術・ユマニチュード
本田美和子 （ 東京医療センター）

SY10-3　 産官民協働による認知症予防の取り組み
蒲原　聖可 （ 株式会社ディーエイチシー）

SY10-4　 Virtual Realityを用いた新規認知機能低下予防法の提案を目指して
仁木　一順 （ 大阪大学大学院薬学研究科／市立芦屋病院薬剤科）

シンポジウム11　�看護と統合医療�
座長：猪股千代子 （ 札幌市立大学看護学部看護管理学領域   教授）

　
SY11-1　 統合医療における新型コロナウィルス感染症とセルフケア
岡　美智代 （ 群馬大学大学院保健学研究科）

SY11-2　 手術を受けるがん患者に対するコンフォートケア
緒方　昭子 （ 聖泉大学   看護学部   教授）

シンポジウム12　�スピリチュアリティと統合医療�
（日本アントロポゾフィー医学の医師会協賛）�

座長：小林　國力 （ 日本アントロポゾフィー医学の医師会）
　

SY12-1　 Anthroposophic Medicine and Spirituality
Ursula Wolf （ ベルン大学補完統合医療研究所教授）

SY12-2　 日本のアントロポゾフィー医学
小林　國力 （ 佐野川クリニック院長／日本アントロポゾフィー医学の医師会   理事）
安達　晴己 （ 小さいおうち自由クリニック院長／日本アントロポゾフィー医学の医師会   

代表）

ランチョンセミナー3　�統合医療におけるホメオパシー　Homeopathy�
共催：日本ホメオパシー医学会

LS3　 統合医療におけるホメオパシー　Homeopathy
板村　論子 （ 一般社団法人   日本ホメオパシー医学会   専務理事）
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ランチョンセミナー4　�中医学の現況�
共催：クラシエ薬品株式会社

座長：矢数　芳英 （ 温知堂矢数医院   副院長／東京医科大学病院麻酔科   兼任講師）
　

LS4　 中医学の現況
平馬　直樹 （ 平馬医院（日本中医学会））

ランチョンセミナー5　�
共催：日本中医学会

LS5-1　 中医鍼灸は〝弁証論治〟にある
王　　財源 （ 関西医療大学）

LS5-2　 統合医療としての美容鍼  
～ コラーゲン誘発鍼の作用機序とエビデンス ～

北川　　毅 （ 一般社団法人健康美容鍼灸協会）
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PDF閲覧
一般演題（ポスター）　�研究発表：運動・スポーツ等�

P1-01　 意思表出が困難な急性期脳卒中患者の離床によるO2Hbの変化
守屋　正道 （ 帝京平成大学   健康医療スポーツ学部理学療法学科／東京大学大学院   新

領域創成科学研究科人間環境学専攻）

P1-02　 IoTを活用したデジタルヘルスケアシステムによる運動効果の検証
守屋　正道 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）

P1-03　 地域在住高齢者における顔の運動による精神健康・認知機能への効果
検討

岡本るみ子 （ 公益財団法人東京都医学総合研究所）

P1-04　 運動を含めた生活習慣改善による認知機能の変化：一般血液検査デー
タによる認知症リスク判定法（AICOG）を用いた検討

山下　積德 （ つみのり内科クリニック）

一般演題（ポスター）　�研究発表：栄養補助食品・サプリメント・健康食品�

P1-05　 細胞活性化水（仮称）飲用による血液・生化学的データの検討
山口　貴也 （ 山口醫院）

一般演題（ポスター）　�研究発表：鍼灸・按摩・指圧・マッサージ�

P1-06　 骨盤位は冷え症の自覚のある妊婦が多いのかー症例集積からの分
析ー

辻内　敬子 （ せりえ鍼灸室）

P1-07　 えい風ツボ刺激による開口幅増加に対する背景因子・自律神経指標の
関連

元根　正晴 （ 大阪歯科大学   医療保健学部）

一般演題（ポスター）　�研究発表：食事療法・断食療法等�

P1-08　 トライアンギュレーションによる「食の健康プレミアム感」への影響
要因の明確化

岡　美智代 （ 群馬大学大学院保健学研究科/食健康科学教育研究センター）

一般演題（ポスター）　�研究発表：アロマセラピー�

P1-09　 香りによるストレス緩和効果に関する研究：NIRSを用いた検討
酒谷　　薫 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）

P1-10　 アロマセラピーに関する看護研究の文献検討－過去10年間－
遠山　寛子 （ 武蔵野大学）
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一般演題（ポスター）　�研究発表：アーユルヴェーダ�

P1-11　 簡易設備によるシロダーラの施術効果の検証
田畑優美子 （ 一般社団法人日本シロダーラ協会／きたにし耳鼻咽喉科）

一般演題（ポスター）　�研究発表：ヨーガ�

P1-12　 神経難病患者に対する統合医療ケアによるヨーガ療法プログラムの
実践と効果

川村　幾美 （ 北海道統合医療研究会／ハマナス音楽&看護療法研究会）

P1-13　 内受容感覚に意識化をするヨーガ療法の初心者と経験者での効果の
違い

鎌田　洋子 （ 東洋大学大学院総合情報学研究科博士後期課程）

一般演題（ポスター）　�研究発表：カイロプラクティック�

P1-14　 統一されていない「カイロプラクティック」　第3報 
「カイロプラクティック」の用語の整理 （イネート・インテリジェンス
定義）

松本　吉正 （ 一般社団法人全日本カイロプラクティック／aikane）

一般演題（ポスター）　�研究発表：精神療法・心理療法�

P1-15　 成人アトピー性皮膚炎患者におけるストレス軽減を目的とした森田
療法的グループワークの試み

板村　論子 （ 医療法人財団   安田病院）

P1-16　 難治性メニエール病に対する心理的アプローチの有用性についての
検討

金谷浩一郎 （ 耳鼻咽喉科かめやまクリニック）

P1-17　 災害時のオンラインでの心理療法：TFT（思考場療法）
森川　綾女 （ 一般社団法人日本TFT協会）

一般演題（ポスター）　�研究発表：ホメオパシー�

P1-18　 Multi-analysis methodによるレメディ決定の有用性の検討
片山　　進 （ 神宮の森レディースクリニック）

P1-19　 漢方生薬とホメオパシー薬との関連性考察の試み
戸城えりこ （ ERIクリニック）

一般演題（ポスター）　�研究発表：健康機器・医用工学�

P1-20　 IoT/AIを活用した次世代地域包括ケアシステムの社会実装研究
胡　　莉珍 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻）

－168－



P1-21　 複数種鉱石粉砕物含有『24-7ジュエリー』の末梢血液循環 および 体
温に対する効果についての検討

橋本　政和 （ NPO法人 日本健康事業促進協会）

P1-22　 NIRSによる認知機能の評価法に関する研究
山田　幸生 （ 東京大学大学院新領域創成科学研究科）

一般演題（ポスター）　�研究発表：エネルギー療法�

P1-23　 岡田式浄化療法の効果に関する自己対照二重盲研試験での予備的検
討

片村　　宏 （ エムオーエー新高輪クリニック）

P1-24　 岡田式浄化療法（Okada Purifying Therapy： OPT）がT細胞免疫に
及ぼす影響について

江副　健一 （ 医療法人財団光輪会   光輪会鹿児島クリニック）

P1-25　 岡田式浄化療法（生体エネルギー療法の一種）の効果と安全性に関す
る国際調査

鈴木　清志 （ 一般財団法人MOA健康科学センター／東京療院MOA高輪クリニック）

一般演題（ポスター）　�研究発表：その他�

P1-26　 中頓別産貝化石の皮膚・美容領域における有用性検討
若命　浩二 （ 北海道科学大学   薬学部）

P1-27　 丹田呼吸による便秘改善効果の検討－無作為化比較試験によるパイ
ロット研究

土生　　裕 （ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科／NPO法人丹田呼吸法普及会）

P1-28　 肩の筋硬度計測を用いた各種健康法の評価
内田　誠也 （ （一財）MOA健康科学センター）

P1-29　 身心工房ReBorn（リボン）における医療コンシェルジュの役割
川浪さくら （ アトピーカウンセリング／身心工房ReBorn／統合医療カンファレンス協

会（IMCI）／小池統合医療クリニック）

一般演題（ポスター）　�研究発表：その他（リハビリテーション）�

P1-30　 運動イメージにおける客観的評価と主観的評価の関連性
土屋　　航 （ 帝京平成大学大学院   健康科学研究科理学療法学専攻）

P1-31　 上肢リハビリテーションのためのアート投影プログラムの開発と臨
床試験

吉岡　聖美 （ 明星大学）
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一般演題（ポスター）　�研究発表：その他（オゾン療法）�

P1-32　 オゾン療法はCOVID-19に対して有効か
松村　浩道 （ スピッククリニック）

P1-33　 自然災害時におけるオゾン療法の適応 
－COVID-19対応を含めて－

上村　晋一 （ 阿蘇立野病院）

P1-34　 歯科診療室内のオゾンによる環境改善ー実証実験に基づいた考察
村上　　弘 （ 愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座口腔インプラント科）

P1-35　 動物のコロナウイルス疾患から新型コロナウイルス（SARS-COV2）
肺炎（COVID-19）を考える

安川　明男 （ 西荻動物病院）

P1-36　 SARS-CoV-2に対するオゾンガスおよびオゾン水の有効性に関する
文献的考察

内藤　博敬 （ 日本医療・環境オゾン学会   環境応用部会／オゾン水研究会／静岡県立農
林環境専門職大学）

一般演題（ポスター）　�症例発表：漢方・中医学・韓医学�

P2-01　 黄帝内経の健康理念と処方による皮角と舌下腫瘍治癒の一例
陶　　恵栄 （ 陶氏診療院／漢方アロマ療養師育成校株式会社）

一般演題（ポスター）　�症例発表：鍼灸・按摩・指圧・マッサージ�

P2-02　 頭頚肩腕部症状への統合医療的アプローチ 
－統合医療的横断的作用機序に従った縦断的並列治療－

上馬塲和夫 （ フジ虎ノ門整形外科病院／らいふサイエンスクリニック）

P2-03　 高齢者うつの倦怠感に対して鍼灸治療を併用した一症例 
～ 外来治療及び家族によるケアでの改善例 ～

山内　晶子 （ 御幸病院   統合医療センター）

P2-04　 てい鍼による耳鳴りに対する鍼灸治療の一例
藤田　　勇 （ 大成堂中医針灸院）

P2-05　 アトピー性皮膚炎の多元的アプローチによる1症例
阿部　英雄 （ 英気治療院／IMCI統合医療カンファレンス協会／小池統合医療クリニッ

ク）

一般演題（ポスター）　�症例発表：食事療法・断食療法等�

P2-06　 機能性月経困難症の治療に対して食養生の加味が奏功したと思われ
る1例

清水　正彦 （ 清水医院）
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一般演題（ポスター）　�症例発表：カイロプラクティック�

P2-07　 原因不明と診断された右下腿後面の疼痛がカイロプラクティックで
改善できた一症例

長尾　正博 （ 全日本カイロプラクティック学会）

P2-08　 目の疲労感に対するカイロプラクティックの有効性
吉野　俊司 （ 社）全日本カイロプラクティック学会）

P2-09　 カイロプラクティックとストレッチの併用で肩関節外転障害が早期
改善された一症例

山崎　善秀 （ 一般社団法人   全日本カイロプラクティック学会（ANCA）／カイロプラク
ティック三豊中央院）

一般演題（ポスター）　�症例発表：精神療法・心理療法�

P2-10　 双極性障害が多元的アプローチにより薬物療法を再開できた1症例
渡辺　光理 （ 日本脳機能トレーニングセンター／統合医療カンファレンス協会（IMCI））

P2-11　 統合失調症がニューロフィードバックによって改善した1症例
渡辺　光理 （ 日本脳機能トレーニングセンター／統合医療カンファレンス協会（IMCI））

一般演題（ポスター）　�症例発表：ホメオパシー�

P2-12　 当院におけるホメオパシーの投与症例の検討
島袋　　史 （ 産婦人科ゆいクリニック）

P2-13　 診察で困った時にホメオパシーを使って乗り切ることができた経験
武田比早子 （ 医療法人社団武田医院）

P2-14　 うつ病に対するホメオパシーの可能性について
岩木久満子 （ 顕メンタルクリニック）

P2-15　 かかりつけ医に於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）

P2-16　 投薬治療で改善が認められない多彩な症状を訴える精神疾患患者に
おけるホメオパシーによる回復過程

板村　論子 （ 医療法人財団   安田病院）

一般演題（ポスター）　�症例発表：音楽療法・芸術療法�

P2-17　 咬合調整および「振動アコースティックベッド Ⓡ 」の併用によるいくつ
かの症状とQOLの改善が見られた1症例

七沢　久子 （ 七沢歯科医院／山梨県歯科衛生専門学校）
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一般演題（ポスター）　�症例発表：その他�

P2-18　 多元的アプローチとコロナ禍におけるクライアントの身心への影響
三村　博子 （ 自然療法サロン テノヒラ／身心工房ReBorn／統合医療カンファレンス協

会（IMCI））

P2-19　 ローリングシューズにより歩幅が広がり、歩行距離が伸びた。
渡辺　晋仁 （ 統合医療カンファレンス協会）

一般演題（ポスター）　�事例報告（社会実践・実装等）：看護・介護�

P3-01　 転棟リスクのある認知症高齢者への援助-ポスターとナースコールを
活用した指導

奥山　陽子 （ 日本医療科学大学）

P3-02　 南相馬市における統合医療の普及方策
佐藤　知正 （ 東京大学）

一般演題（ポスター）　�事例報告（社会実践・実装等）：栄養補助食品・サプリメント・健康食
品�

P3-03　 葉酸の基礎知識とサプリメント摂取の勧め
石橋　明博 （ 石橋統合医療クリニック／石橋メディカルイメージング有限会社）

一般演題（ポスター）　�事例報告（社会実践・実装等）：アロマセラピー�

P3-04　 看護職者における感染症予防・緩和ならびにストレス軽減のための抗
感染アロマテラピーによるセルフケアの具体的方法

宮森　孝子 （ 琉球大学医学部精神保健看護学教室／マリアズリリーアロマテラピース
クール）

一般演題（ポスター）　�事例報告（社会実践・実装等）：アーユルヴェーダ�

P3-05　 アーユルヴェーダの脈診の現代医学における有用性
上馬塲和夫 （ フジ虎ノ門整形外科病院／らいふサイエンス内科クリニック）

P3-06　 クリニックにおけるアーユルヴェーダ施術導入の取り組み
北西　　剛 （ きたにし耳鼻咽喉科）

一般演題（ポスター）　�事例報告（社会実践・実装等）：ヨーガ�

P3-07　 祈りによる侵入的想起の軽減：ヨーガの”万人への祈り“からの着想
谷山　洋三 （ 東北大学大学院文学研究科／東北大学未来型医療創造卓越大学院プログラ

ム）
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一般演題（ポスター）　�事例報告（社会実践・実装等）：その他�

P3-08　 ひとりで悩まない！ コロナ禍によるリフレクソロジーサロン「アシ
ガル屋」の安心感と信頼感

佐藤　公典 （ 有限会社ピジョン   アシガル屋／統合医療カンファレンス協会（IMCI））

P3-09　 医療における多元的統合とビジネスにおける多元的統合
山本　広高 （ JIMC日本統合医療センター／株式会社THINCESS／IMCI統合医療カン

ファレンス協会）

P3-10　 JIMC日本統合医療センターにおける経営戦略
山本　広高 （ JIMC日本統合医療センター／株式会社THINCESS／IMCI統合医療カン

ファレンス協会）

P3-11　 統合医療施設「富士南麓　健幸の里（仮称）」の準備状況
関　　隆志 （ フジ虎ノ門整形外科病院／ハリウッド大学院大学）
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