
第2会場　（大講義室）

13：00～ 13：50　  医療大麻の真実 ～その医学的意義について  
　　　　　　　　　　福田 一典  （銀座東京クリニック院長）

　　　　　　　　　　林  真一郎  （東邦大学薬学部客員講師）

　

　　　　　　　　   医療の枠組みを広げる「ホリスティック・ネットワーク」とは
 　　　　　　　　　　[座長 ] 降矢 英成（赤坂溜池クリニック院長）、安珠（Earth Spiral ディレクター）

14：00～ 14：50　　基調講演　「無分別智医療の時代へ」 　　天外 伺朗（ホロトロピック・ネットワーク代表）
15：00～ 17：30　　① ホリスティック・ライフスタイルネットワーク　「健康への鍵」
　　　　　　　　　　　 統合的なライフスタイル～「インテグラル・ライフ」とは

　　　　　　　　　　　 鈴木 規夫  （インテグラル・ジャパン代表）

　　　　　　　　　　　 天外 伺朗  （ホロトロピック・ネットワーク代表）

　　　　　　　　　   ② 植物療法ネットワーク　「自然・植物の治癒力」　
　　　　　　　　　　　 メディカルハーブの治癒力～植物の物質的側面

　　　　　　　　　　　 林   真一郎  （日本メディカルハーブ協会副理事長・グリーンフラスコ代表）

　　　　　　　　　　　 フラワーエッセンスの治癒力～植物のエネルギー的側面

　　　　　　　　　　　 林   サオダ  （バッチホリスティック研究会代表理事） 

　　　　　　　　　   ③ スピリチュアリティ＆エネルギーケアネットワーク　　
　　　　　　　　　　　「エネルギー医学～すべてはエネルギーである」

　　　　　　　　　　　 アントロポゾフィー医学のホリスティックな治療観

　　　　　　　　　　　 山本   忍   （神之木クリニック院長／日本アントロポゾフィー医学の医師会理事）

　　　　　　　　　　　 エソテリック・ヒーリングのホリスティックな治療観

　　　　　　　　　　　 神尾   学  （ホリスティック・リーディング研究所主宰）
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合同大会　日本ホリスティック医学協会　オリジナルプログラム

 10：00～ 10：50  ホリスティックケアとしてのSAT療法 - 「身体違和感」を解消し、心身の苦痛軽減 -
　　　　　　　　　宗像 恒次  （筑波大学名誉教授、ヘルスカウンセリング学会会長）

11：00～ 11：50　ホリスティックな心理学の現在と未来： ソマティック心理学の展開を通して
　　　　　　　　　久保 隆司  （日本ソマティック心理学協会会長）

13：00～ 13：50　 「愛の宇宙方程式」と湯川秀樹博士の「素領域理論」
　　　　　　　　　　保江 邦夫  （ノートルダム清心女子大学名誉教授・情報理学研究所所長）

14：00～ 14：50　 ホリスティックな健康観を伝える喜び ～ヘルス塾インストラクター参上！  

　　　　　　　　　[座長 ] 石橋 建三（港北治療院院長）、有本 匡男（ボディワーカー）　

　　　　　　　　　誉田 和子  （北日本／（株）ヨーガライフコンサルタンツ代表）

　　　　　　　　　久保田  泉  （関東／薬剤師）

　　　　　　　　　長谷部 茂人  （中部／長谷部式健康会代表）

　　　　　　　　　岡田 俊一  （関西／健康塾真愈整体学院院長）

　　　　　　　　　えぐち まお  （九州／梅姫本舗（株）代表取締役）

15：00～ 17：30　「疲労・肥満・睡眠・運動・食生活」の最新知見～ホリスティックな健康指導のために
　　　　　　　　　[座長 ]　長堀   優  （育生会横浜病院院長）、高橋 信雄（高橋ファミリークリニック院長）

　　　　　　　　　「肥満」は熟睡して痩せる ～「３・３・７」睡眠ダイエットとは
　　　　　　　　　左藤 桂子  （左藤桂子ヘルスプロモーション研究所所長）

　　　　　　　　　脳科学からみた生活習慣病 ～デフォルトモードの重要性
　　　　　　　　　目黒 謙一  （東北大学大学院医学系研究科 高齢者高次脳医学寄附講座教授）

　　　　　　　　　「糖質制限」の本質とは ～人間はケトン体と仲良くできるのか
　　　　　　　　　宗田 哲男  （宗田マタニティクリニック院長）    

合同大会　日本ホリスティック医学協会　オリジナルプログラム

11月 25日（土）　第1日目　2017年 11月 26日（日）　第2日目　2017年

第 2会場　（大講義室）

第4会場　（303）

10：00～ 12：00　 模擬ホリスティック医療塾Ⅰ 「全体論的・関係論的アプローチとは」
  　　　　　　　   本宮 輝薫（心身一体療法研究所主宰）

14：00～ 15：30　 エネルギー療法  　　市江 雅芳（東北大学大学院医学系研究科  音楽音響医学分野教授）

15：45～ 17：15　 臨床瞑想法　　　　　大下 大圓（飛騨千光寺住職・臨床瞑想法研究所）
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第3会場　（中講義室）

第2会場　（大講義室）

13：00～ 15：00　 　模擬ホリスティック医療塾Ⅱ　「がんのホリスティック医療～そのありたい姿を考える」　　
　　　　　　　　　　　愛場 庸雅  （大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科部長）
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特別講演

ホリスティックヘルス塾レベルアップ講座　＜第１部＞

ワークショップ

ワークショップ
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トークセッション2

ホリスティックヘルス塾レベルアップ講座　＜第2部＞

第１会場　（花田ホール）

16：20～ 17：05　  病と人生の躓きの理由  江原 啓之  （スピリチュアリスト）

市民公開講座１


