
編集・発行　一般社団法人日本統合医療学会広報委員会 委員長　川嶋みどり　URL：http://imj.or.jp/
〒 170-0003　東京都豊島区駒込1-43-9　駒込TSビル 4階　一般財団法人口腔保健協会内
一般社団法人日本統合医療学会事務局　E-mail：imj@imj.or.jp　TEL：03-3947-8891

No.36
2021年3月20日発行

陽春の候となりましたが，ご清祥のことと存じ上げます。日頃よ

り，賛助会員の皆様方には，本学会の理念にご賛同いただき，種々

のご支援，ご高配を賜り心から感謝申し上げます。

さて，本学会での恒例の行事として，新春の２月初旬にご参集い

ただいておりました交歓会でございますが，ご存知のように昨年来

の新型コロナ感染症蔓延のため，本来の形での開催はできなくなり

ました。そこで，本年は，交歓会に代わってニュースレターという

形で，各賛助会員各位の今年の抱負や新たな取り組み等をご紹介い

ただくことにしましたところ，趣旨にご賛同いただき，ありがとう

ございました。

新型コロナウイルス感染症に対する抗ウイルス薬も未開発の上，

ワクチンの普及も始まったばかりという状況下ですが，統合医療の

真価は今後ますます発揮できるものと信じております。

どうぞ，引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

新春交歓会に代わる
賛助会員特集号発刊に
当たって
伊藤　壽記 日本統合医療学会　理事長
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●再春館製薬所 〒861-2201　熊本県上益城郡益城町寺中1363-1
URL　https://www.saishunkan.co.jp

COVID-19の補完療法としてオゾン療法の活用を！
有限会社オゾノサン・ジャパン　神力就子

当社は1997年以来，日本でのオゾン療法の普及に努め
ている組織です。オゾンはコロナを含むウイルスと接触する
やいなや，不活性化することが30年前の筆者の論文で明ら
かになっております。ウイルスの細胞への吸着点など特殊な
部位は，オゾンと反応性の高いアミノ酸を構成成分としてお
り，それらは表面にあるわけですからオゾンとウイルスの接
触で直ちに構造的に変化し，ウイルスとして作用できなくな
ります。オゾン水やオゾンガス環境で十分コロナ対策はとれ
ると考えます。この利点を生かし公共や家庭で使用するオ
ゾン活用機器を本気で作製する指導がされないところに問
題があるのではないでしょうか。

一方，COVID-19は確立した治療法がいまだ見られており
ませんが，オゾン療法はそのメカニズムからCOVID-19治療
における補完療法として有効性があるのではと，関心が高まっ

てきました。オゾン療法に焦点を当てたレビュー論文では，「①
オゾン療法は，炎症の制御，免疫の刺激，抗ウイルス活性，急
性冠症候群や虚血再灌流障害からの保護に役立つと考えられ，
免疫療法の新しい方法論を示唆している。②COVID-19陽性
患者に抗ウイルス薬と組み合わせた全身オゾン療法は有用で，
シナジー効果の可能性があるようだ」と結論づけています。キ
ューバ大使館からオゾン療法が国のCOVID-19の補助療法と
して認められた，という情報が入りました(2020年8月)。本
会（IMJ）は2017年にキューバと包括的学術協定を締結し
ており，その縁でこの情報が得られました。内容は「注腸オゾ
ン療法を化学療法等に併用することにより，5日目にPCR検査
で陰性になった患者数が31%増え，入院日数2.5日減らすこ
とができた」というものです。

オゾン療法に関してキューバはドイツに次ぐ先進国であり，
包括的学術協定に基づき，わが国におけるオゾン療法をさら
に身近なものにするために，本会において，さらにオゾン療
法に関心を持ってくださいますよう，よろしくお願い致します。

●有限会社オゾノサン・ジャパン 〒062-0906　札幌市豊平区豊平6条6丁目5-47-603 
URL　http://www.ozoneryouhou.com

オゾン療法の普及のために
日本医療・環境オゾン学会事務局　中室 克彦

自家血液オゾン療法（MAH）は，1961年にドイツ人
H.Wolffによって開発され世界的に普及し現在に至っていま
す。この新たなオゾン療法を日本に普及させるために日本医
療・環境オゾン学会が1994年に設立されました。当学会
は多職種の専門家から構成されているため，臨床研究部会，
歯科部会，獣医部会，環境応用部会，基礎研究部会の5部
会が連携を密にし，オゾンの疾病治療と予防医学などへの
応用，オゾンによる清浄・快適環境の創造，及びオゾン利
用の安全性について研究を行い，適切なオゾン利用の普及
に努めることを目的に活動しています。また，学術大会（年
1回）および査読者付学会誌を年4回発行しています。

オゾン療法は自然治癒力を高める統合医療であることか
ら，2002年にIMJの前身であるJACT（日本代替・相補・
伝統医療連合会議）を親学会と位置づけて加盟しました。

以後，オゾン療法の普及のため JACT/IMJ大会ごとに1～
3演題，直近3年には5～7演題の発表を行っています。こ
のような努力にもかかわらず，オゾン療法を理解していただ
いていないようです。オゾン療法は医療の専門家に多々誤
解されているように感じることが少なくありません。

例えば，ほとんどの医師が「オゾンが効く」と表現したり，
「オゾンは活性酸素なので怖くないの」と聞いてこられるこ
とがよくあります。オゾンは血液や体液成分と瞬時に反応消
滅してしまうため，オゾン療法ではオゾンそのものが治癒作
用を示すのではなく，Second messengerと呼ばれる過
酸化物や4-ヒドロキシノネナールなどが治療効果を発揮す
ることが明らかにされています。詳細については「オゾン療
法の作用メカニズム」（医療・環境オゾン研究，Vol.25，
No.3，98-113，2018）をお読みください。

最後に，当学会はIMJの理念に賛同することに変わりあ
りませんが，オゾン療法の理解と普及のために，どのような
活動・支援を行えばよいか思案する日々です。

●日本医療・環境オゾン学会 〒573-0061　大阪府枚方市伊加賀寿町16-63 風雅103号
URL　http://www.js-mhu-ozone.com
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株式会社 フォーラムエイト 東京本社
東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A 棟 21F
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◆ショールーム：東京・大阪・名古屋◆セミナールーム：東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・金沢・岩手・宮崎・沖縄／上海・青島・台北・ハノイ・ヤンゴン www.forum8.co.jp

● 自動車を運転をすることで脳を活性化

● 体を使って運転することで、身体機能のリハビリに

● 運転技術向上、交通ルール遵守など社会復帰に向けた訓練を行う

コンパクトドライブシミュレータ
City Edition 

自転車シミュレータ

診断結果を受けて、アドバイスつきでやり直す診断結果を受けて、アドバイスつきでやり直す診断結果を受けて、アドバイスつきでやり直す

FORUM8の
医療系VRシステム
土木・建築設計・解析のノウハウ
に基づく3D・VRの技術や、クラウ
ド、ロボティクス等の先進的な技
術を活用した医療系ソリューシ
ョンを提供。

認知・運転能力評価が可能な高
齢者運転シミュレータ、リハビリ
用シミュレータなど、VRと連携し
た多様なシステムを提供します。

土木・建築設計・解析のノウハウ
に基づく3D・VRの技術や、クラウ
ド、ロボティクス等の先進的な技
術を活用した医療系ソリューシ
ョンを提供。

認知・運転能力評価が可能な高
齢者運転シミュレータ、リハビリ
用シミュレータなど、VRと連携し
た多様なシステムを提供します。

広く意識障害を持つ患者向け
に運転時の反応を評価するた
めのドライブシミュレータ。回
復期リハビリから社会復帰へ
の支援として活用

医療法人知邑舎 岩倉病院

「運転判断反応評価シミュレータ」

リハビリ用
ドライブシミュレータシステム
リハビリ用
ドライブシミュレータシステム

車いす安全シミュレータ車いす安全シミュレータ 高齢者運転シミュレータ高齢者運転シミュレータ

ユーザ活用事例

診断運転

診断

訓練

診断モードで運転を終える。事故や運転に
問題が発生した場合は「診断」へ

ログを使って分析し、自動診断結果を確認

仕上りサイズ 85×180　枠付き
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●株式会社フォーラムエイト 〒108-6021　東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟21F
URL　https://www.forum8.co.jp

社会的意義のある活動を目指しています
一般社団法人全日本カイロプラクティック学会担当理事 松本 吉正

一般社団法人全日本カイロプラクティック学会（ANCA）
は，カイロプラクティックを学問的に考える学術団体として
設立しました。カイロプラクティックの業界団体が数多く乱
立する中，学派や所属団体など一切問わず，学術活動のみ
を純粋に追究しています。

国内では整体と混同されてしまいやすいカイロプラクティ
ックは，海外では世界保健機構（WHO）が制定した「カイ
ロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン」
に基づいた教育が行われています。この基礎教育の中には，
医療従事者として必要不可欠である病理学，解剖学等の一
般基礎医学と哲学，神経筋骨格系を対象とする専門学など
が組み込まれています。

さらにカイロプラクティックは哲学や芸術性をも重要視さ
れているため，教育が行われている大学によって独自の理論

や哲学が展開されており，施術者独自の哲学がとても特徴
的で顕著に現れる分野でもあります。ただ，そういった独自
の理論や哲学が，カイロプラクティックを理解しづらくして
いる一因とも考えられます。

日本において，カイロプラクティックは不透明な分野でも
あることから，より理解を深めていただくための共通言語
を持つことが大切なのではないかと考え，現在，当学会で
は学術的な調査研究が大切であると考えています。

このような状況を，故・渥美和彦先生とお話しさせていた
だいた際，カイロプラクティックはエビデンスがないため，
基本となる一症例報告を積み上げいく大切さをお教えいた
だきました。症例報告を継続しながら，独自理論や哲学の
調査と症例報告の積み上げを両輪とした活動が，カイロプ
ラクティックの有用性やよりよい活用法を見出すことに必要
との思いから純粋に日々研鑽に努めています。

当学会は医療資源としての活用や利点・問題点の提示な
ど，社会的意義のある活動を目指しています。

●一般社団法人全日本カイロプラクティック学会 本部： 〒141-0031　東京都品川区西五反田4-24-9-101
URL http://www.allnipponchiro.org/

統合医療最前線のカイジ顆粒
株式会社日本漢方新薬　丁　偉

2011年６月，株式会社日本漢方新薬の主力商品「カイジ
顆粒」は日本統合医療学会で認定商品に認定されました。

中国では抗がん性を持つカイジ菌糸体を利用して開発さ
れた国家級一類新薬―槐耳（Huaier）顆粒は薬登録番号
Z-20000109で，多数の臨床試験で有効性が証明され，
がん治療薬として処方されています。“カイジ”は“槐耳”の
日本語読み方です。カイジエキスに黄精エキス，枸杞子エキス
を加えた槐杞黄顆粒は中国での薬登録番号B-20020074
で，呼吸器，腎疾患などがん以外にも有効性が確認され，
現在，呼吸器内科，腎臓内科で使用さています。

2018年5月，カイジの肝がん臨床論文がイギリスの医学
名雑誌「Gut」誌に掲載されました。この臨床は，ランダム
化二重盲検臨床研究で登録され，39施設で根治手術後の
肝癌1044例に対して，カイジ顆粒の投与群と対照群を比
べて，肝切除後の肝がん再発防止に対する補助療法として

カイジ顆粒の有用性を証明した世界最初の大規模ランダム
化二重盲検肝がん臨床研究です。この臨床研究は西洋医学
と併用する統合医療の有効性を証明したものです。

カイジ顆粒はさまざまな研究が行われ，今まで肝がん，乳がん，
胃がん，肺がん，大腸がん，肝移植等臨床試験を含む約400
通の医学論文を集約し，豊富なエビデンスと新たな抗がん性ア
プローチが世界で高い評価を受けている，アメリカがん研究所
NCI薬辞典にもコードC125001として登録されています。
アメリカClinicalTrials.govに登録されているカイジの臨床研
究が多数あり，その中でも“The Effi  cacy and Safety of 
Huaier in the Adjuvant Treatment of COVID-19”のカイ
ジのコロナの臨床（NCT04291053）が注目されています。

カイジ顆粒は日本で一部の統合医療を実践している医師
が活用し，好結果を得て，患者に現在の癌治療に不足する
部分を「漢方＋α」のαとして，医療を補完すると，極めて
質の高い新しい癌治療が構築できるといえます。

弊社は統合医療を実践したい医師と統合医療体系を構築
していきたいと考えています。

●株式会社日本漢方新薬 〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町2-8-10 碧山ビル5階
URL　http://www.newkampo.co.jp
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●COVID-19のパンデミックは，人間の生命
と健康に関わる医学･医療の範疇を超え，社会

･経済，教育問題を始め，個人の暮らし方や考え方にも多くの問題を
なげかけましたが，本学会の掲げる「医療モデル」と「社会モデル」
を具体的に実践する契機にもなりました。例年よりひときわ早い桜の
満開の季節に遅ればせの新春交歓会。会食抜きの賛助会員特集号です。
日頃のご支援の感謝とともに通常号の広告掲載もどうぞ宜しく御願い
いたします。

（川嶋みどり）

【今後の予定】

■ 2021年5月1日～5月20日　認定制度新規申請期間 
■ 2021年5月1日・２日　認定研修　Part 3・4
■ 2021年5月2日　第5回業務執行理事会/第2回通常理事会
■ 2021年6月19日　認定研修　Part 5
■ 2021年6月20日　認定研修　協働師 Part 5，2021年度認定

資格試験

●株式会社シー･シー･ダブル 〒163-0714　東京都新宿区西新宿2‐7‐1 小田急第一生命ビル14F
URL　https://www.ccwsupport.com

●一般社団法人日本TFT協会
〒104-0028東京都中央区八重洲2-4-10 WIS Square 5F
URL　http://www.jatft.org

温熱で世界中の人のカラダとココロを温めます
三井温熱株式会社代表　瀧田 裕子

三井温熱株式会社は「温熱で世界中の人のカラダとココ
ロを温めます」をミッションに掲げ，家庭でどなたでも簡単
にできる，トータルなセルフケアのため，温熱器をはじめと
したさまざまな温熱関連商品の開発，販売を行っておりま
す。

カラダを温めることで人間が本来持つ自然治癒力を高め
るため，「ぬくぬく」とした心地よさで副交感神経を優位に
するだけでなく，「アチチ」と感じる熱刺激を的確に与え交
感神経に活を入れるという「三井温熱療法」をもとにした各
商品は，未病，予防への関心が高まる時代に即した商品と
自負しております。

新型コロナウイルス禍の中，従来の対面型からオンライン
に変更して毎日無料で開催しているセルフケア講習会は，以
前にも増してニーズに即した情報提供が受けられるとお客様
に好評を博しています。

●三井温熱株式会社 〒286-0201　千葉県富里市日吉台3-36-1
URL http://www.mitsui-onnetsu.co.jp

三井式温熱治療器Ⅲ
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