重要
定時総会の開催と委任状の提出について
一般社団法人 比較統合医療学会

正会員

第60回（一社）比較統合医療学会学術大会
第20回日本補完代替医療学会学術集会

記念
合同開催

各位

（第2次ご案内）

テーマ

人間と動物の医療を共に考える
【開催日】

一般社団法人 比較統合医療学会
事務局長

伊藤 由規男

2017年12月2日（土）8：30〜18：30（懇親会18：40〜20：40）
12月3日（日）8：30〜19：00
【場 所】
帝京平成大学（池袋キャンパス）／東京都豊島区東池袋 2-51-4

謹啓 秋涼の候、
会員各位におきましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
つきましては標記の件について、下記の要項で平成 29 年度の定時総会を開催いたし
ます。
弊学会は一般社団法人となり、定時総会・臨時総会は学会にとって重要な決議の場
となっております。
正会員各位におかれましては、ぜひともご出席くださいますようご案

● 第一会場 :416 号室 ● 第二会場 :412 号室
● 展示会場：413、415 号室 ● 懇親会会場：食堂

【参加費】
学術集会参加費：会員（正会員・賛助会員）8,000 円 非会員 10,000 円

内申し上げます。
なお当日ご都合のつかない方は、必ず 11 月 24 日
（金）
までに同封いたしました委任状
を事務局までご返信ください。
（官製はがき）

学生 無料
懇 親 会 参 加 費：3,000 円

何卒、
よろしくお願いいたします。
敬白

【協賛金】
1 口 50,000 円（消費税込）

※大会抄録に御社名を掲載します。

【展示料金】
【日時】平成 29 年 12 月 3 日
（日） 9：00〜9：20

賛助会員 30,000 円（消費税込） 非会員 50,000 円（消費税込）

【場所】帝京平成大学
（池袋キャンパス） 第二会場
（412 号室）

【大会抄録広告掲載料】
15,000 円（消費税込）
以上

※A4・1/2（左右 200× 天地 135mm) モノクロ

大会長 挨拶

記念
合同開催

第60回（一社）比較統合医療学会学術大会
第20回日本補完代替医療学会学術集会
開催要項（予定）

12月2日（土）
第 60 回大会長

安川 明夫

（一社）比較統合医療学会 代表理事
西荻動物病院 上石神井動物病院
日本補完代替医療学会 理事

8：45〜 9：00

大会長挨拶

開会式

9：05〜10：10

シンポジウム 1：漢方シンポジウム（大会特別企画）

10：15〜10：55

特別講演：プラセンタエキスの現状と未来

11：00〜12：08

一般演題（第一会場 5演題

12：08〜13：08

昼休み

13：08〜13：58

特別講演：音楽療法〜未病克服を目指して〜

第 60 回学術大会の特徴は、第 20 回 日本補完代替医療学会学術集会と合同で開催する処にありま

14：03〜14：43

招待講演：毛包上皮活性化作用を有するリンゴ由来プロシアニジン含有サプリメントのヒト育毛作用（臨床試験）

す。
（一社）
比較統合医療学会は、獣医師、医師、歯科医師、看護師、動物看護師、薬剤師、鍼灸師をはじめ

14：43〜15：03

休憩

Co-Medical の研究者とこれに従事する方々が集う学会であり、鍼灸や漢方その他伝統・伝承医学・

15：03〜15：44

一般演題（第一会場 3演題

東洋医学などの研究分野、そして Complementary and Alternative Medicine
（CAM）
臨床の各分野、

15：49〜16：44

教育講演：これからの食事療法と近い未来の透析療法

16：49〜18：24

一般演題（第一会場 7演題

18：40〜20：40

懇親会

第 60 回（一社）
比較統合医療学会学術大会は、2017 年 12 月 2 日
（土）
〜3日
（日）
の両日、東京都豊
島区東池袋の帝京平成大学において開催する運びとなりました。

更に近代西洋医学の領域から低侵襲外科、様々な疾患に対する栄養療法そして日本住血吸虫症等の
人獣共通感染症
（Zoonosis）
についても研究を重ねております。
そこで、
本学術大会においては、
『人間と動物の医療を共に考える』
をテーマにヒトと動物に共通する

第二会場 5演題）

第二会場 3演題）

第二会場 7演題）

疾患や共通しない疾患、さらにその診断・治療法を検討し、情報を交換する事により、今後の医療に寄

12月3日（日）

与できればと考えております。

8：40〜 9：30

総会

そもそも CAM ならびに Integrative Medicine
（IM）
という用語は、
ヒト、
動物、
ともに用いられている

9：35〜10：15

シンポジウム 2：動物医療とヒト医療の近未来

用語ですが、これらはあくまで西洋現代医学を基盤とし、もしくは前提とした位置付けにあり、近代医

10：20〜11：01

一般演題（第一会場 3演題

療を補完する、いわゆる＋αとしての治療手法などと考えられておりますが、本来、医療とは統合医療

11：06〜11：46

特別講演：シイタケ菌糸体抽出物とその有用性

である筈です。
CAM、IM の各分野は決して＋αではなく古くから伝統殉じて考察しても診断治療法と

11：46〜12：40

昼休み

12：40〜13：20

招待講演：がん特有の代謝・炎症を考慮したがん治療

13：25〜14：15

教育講演：覚醒下手術から始まる統合医療１

14：15〜14：35

休憩

14：35〜15：25

教育講演：覚醒下手術から始まる統合医療 2

15：30〜16：10

特別講演：ガゴメ昆布フコイダンの免疫賦活作用

16：15〜16：45

招待講演：山梨県における日本住血吸虫病（地方病）とのたたかい

カニズムの解明を行うことで、今後の CIM の発展に大きく寄与するものと考えています。
多くの発表

16：50〜18：38

一般演題（第一会場 8演題

ならびに皆様のご参加をお待ちしております。

18：45〜19：00

表彰式

して、古くから存在している例も多くみられます。
そこでこの機に、再度全てを統合、融合して、例えば
保険適用されている診断治療法だけではなく、有効的な治療を改めて統合的な診断治療法として提案
して行こうと考えています。
今回の合同開催により、両学会員の様々な職域からの意見と情報を交換し
合い、統合していくことにより、より良い医療を実現し、比較統合医療：Comparative Integrative
Medicine
（CIM）
の確立に向け会務を更に推進したいと考えています。
このように今回開催する学会は、いわば異分野融合型というよりも多分野融合・統合型の学術集会
として、初めての試みであり、CAM、IM におけるさまざまな診断治療手法、材料・素材、効能やそのメ

閉会式

第二会場 3演題）

第二会場 8演題）
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