
第1回日本統合医療学会 中国ブロック大会開催の 

ご案内 

拝啓 

皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度、第 1回日本統合医療学会 中国ブロック大会のプログラムが決まりましたの

でお知らせいたします。本学会の会員、非会員の方問わず、多くの皆様のご参加を 

お待ちしております。 

万障お繰り合わせのうえご参加賜りますようお願い申し上げます。 

 

開催概要 
日 時：1日目 / 2019 年 7月 27 日（土）14：00～18：00（13：30 受付開始） 

    2 日目 / 2019 年 7月 28 日（日） 9：00～13：00（8：45 受付開始） 

場 所：山口市医師会館（〒753-0056 山口市湯田温泉 5丁目 2-21） 

参加費：3,000 円 

主 催：日本統合医療学会(IMJ)山口県支部 (Integrative Medicine Japan , Yamaguchi） 

 

プログラム 演題名・演者は別紙参照 
◆7月 27 日（土）1日目（10分間の休憩あり） 

14：00 開会挨拶 

14：10-15：30 山口県支部 

15：40-17：00 山陰支部 

17：00-18：00 中瀬 勝則先生講演 笑いヨガ 

18：30 懇親会 

◆7月 28 日（日）2日目（10分間の休憩あり） 

9：00-10：20 広島支部 

10：30-11：50 岡山支部 

12：00-12：30 山口県支部 

12：30 閉会挨拶 

 

参加申込 

裏面にある「申込書」にて Eメール・FAX にて事前申込みをお願いいたします。 

（お電話での受付も可能ですが、誤登録防止のため上記お申込み方法を推奨致しております） 

※当日受付けでの参加も可能です。会場受付にてお申込みください。 

 

懇親会・柴田眼治先生を偲ぶ会のご案内 詳細は別紙参照 

会場：割烹 鄙の館（ひなのやかた）  

時間：18：30～ 会費：10,000 円 

                           第１回 日本統合医療学会 中国ブロック大会 

大会長代行  柴田 三大 



第 1 回 日本統合医療学会 中国ブロック大会 プログラム 

 

■7 月 27 日（土） 1 日目 

 

開始

時刻 

終了 

時刻 
演題 演者 

14：00 14：10 開会挨拶 
大会長代行  

柴田 三大 

14：10  私たちは、どこへ向かうのか？ 

日本統合医療学会山口県支部 支部長 

かめやまクリニック 院長 

金谷 浩一郎 

  いわゆる心因性腰痛と統合医療 

淵上整形外科 院長 

山口市医師会長  

淵上 泰敬 

  
最も効果が期待できるアロマセラピーの利用法

～アロマハンドトリートメントの有効性～ 

(株)グリーンフグランス代表取締役 代表 

School アロマリラックス 代表 

日本統合医療学会山口県支部アロマ部会会長 

枡田 久美子 

 15：30 音楽聴取が人の心理にもたらす効果について 

日本演奏連盟 ピアニスト 

日本統合医療学会山口県支部音楽療法部会会長 

塩見 貴子 

15：40  

鳥取県南部町における高齢者に対するヨーガ療

法教室の効果 

～参加者の語りの変化を中心に～ 

NPO 法人 日本ヨーガ療法士協会鳥取幹事長 

認定ヨーガ療法士  

足立 みぎわ 

  
高齢期のＱＯＬを高めるためのヨーガ療法指導

報告 

NPO 法人 日本ヨーガ療法士協会鳥取 

認定ヨーガ療法士 

宮城 明子 

 17：00 ヨーガ療法と Posttraumatic Growth 

日本統合医療学会 山陰支部事務局 

日本ヨーガニケタン教育ディレクター  

山岡 久志 

17：00 18：00 

【特別講演】 

心と身体を癒す笑いと乗馬の処方箋 

～笑いヨガなら笑えます、馬の力で緩みます～ 

中瀬医院院長 徳島市医師会常任理事 

日本笑い学会四国支部講師 

中瀬 勝則 先生 

18：30 - 懇親会  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■7月 28 日（日） 2 日目 

 

開始

時刻 

終了 

時刻 
演題 演者 

9：00 10：20 
心のケアにおける統合医療／広島県支部の活動

状況 

日本統合医療学会 広島県支部長 

広島大学大学院医系科学研究科精神機能制御

科学研究室 教授 

岡村 仁 

10：30 11：50 

オーストラリア先住民の伝統楽器を使った世界

初の音楽療法～ディジュリドゥ健康法 

～吸法としての効果と振動による脳幹活性効果

について～ 

ディジュリドゥ演奏家/シンガーソングライタ

ー/一般社団法人ディジュリドゥ健康法普及協

会代表理事/日本統合医療学会岡山支部役員/

東海ホリスティック医学振興会顧問/日本人間

性心理学会会員   

小島 敏弘（アーティスト名：Toshi 小島） 

12：00 12：30 柴田 眼治 初代山口県支部長 を偲んで 
大会長代行 

柴田 三大 

12：30  

閉会挨拶 

日本統合医療学会山口県支部 副支部長 

やまもとクリニック院長 

山本 光太郎 

 



第 1回 日本統合医療学会 中国ブロック大会 懇親会 

ならびに 柴田 眼治 先生 を偲ぶ会 
 

 

謹啓 青葉の候 時下ますますご清祥のことと存じます。 

さてこの度 柴田 眼治 先生（医療法人社団水生会 初代理事長／日本統合医療学会 初代山口県支部長）におかれ

ましては 去る 2019 年 3 月 18 日に急逝されました。 

この度 柴田 眼治 先生 と統合医療を通じてご縁のあった多くの方々にご参集賜りたく「第 1 回 日本統合医療学会 

中国ブロック大会 懇親会 ならびに 柴田 眼治 先生を偲ぶ会」を下記のとおり開催する運びとなりました。 

ご多用中とは存じますが ご来臨賜りたくご案内申し上げます。 

 

会場になります 割烹 鄙の館 は柴田 眼治 先生がこよなく愛した店で 山口の美味銘酒を味わってもらいたいと第 1

回 日本統合医療学会 中国ブロック大会懇親会 を開催する企画をしておりました。 

会場の都合上、立食形式は行うことができまず、お席に限りがございますので、誠に勝手ながら、締め切り日を 7 月 12 

日（金）とさせていただきます。どうぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

なお会費制とさせていただいておりますので、御霊前等は固くご辞退させていただきますのでご了承ください。 

また、当日は平服でお気軽にご参加下さるようお願い申し上げます。 

謹白 

 

概 要 

日 時： 2019 年 7 月 27 日（土）18：30～20：30（受付開始 18：00～） 

会 場：割烹 鄙の館（ひなのやかた）  

場 所：山口市湯田温泉 5-2-26 

ＴＥＬ：083-901-3555 

会 費：10,000 円 

お申し込み方法：第 1 回日本統合医療学会 中国ブロック大会 参加申込書にてお申し込みをお願いいたします。 

別紙 E メールもしくは FAX にて事前申込をお願いいたします。 

※準備の都合上、大変無理を申し上げますが、7 月 12 日（金）までにご回答下さい。 

 

 

第 1 回 日本統合医療学会 中国ブロック大会 懇親会  

ならびに 柴田 眼治 先生 を偲ぶ会 

実行委員長 金谷 浩一郎 

                                                        発起人 末永 和之 

発起人 山田 禎司 

発起人 藤田 和彦 

発起人 久村 浩隆 



【お問い合わせ先】 

 日本統合医療学会（IMJ）山口県支部 事務局  

〒753-0221 山口市大内矢田北五丁目 11-21 （TEL: 083-927-2800） 

 

お申込みは、下記の Eメールもしくは FAX にて事前申込みください。 

※準備の都合上、無理を申し上げますが、7 月 12 日（金）までにご回答下さい。 

 

FAX: 083-941-6506    
E メール: imj-yamaguchi@suiseikai.or.jp 

 

第 1 回日本統合医療学会 中国ブロック大会 参加申込書 

 

お申込日    年   月   日 

学会 参 加 ・ 不参加 

フリガナ  

お名前  

フリガナ  

所属  

フリガナ  

住所 

〒   － 

 

 

電話番号 
 

FAX 番号 
 

メールアドレス         ＠ 

懇親会・偲ぶ会 参 加 ・ 不参加 

 


