
 

  
帯津 良一 おびつ りょういち 

 
1936年生まれ。東京大学医学部卒業。医学博士。帯津

三敬病院名誉院長、帯津三敬塾クリニック主宰、日本
ホリスティック医学協会会長。西洋医学だけでなく、
中国医学、ホメオパシー、代替医療などを取り入れ、

人間をまるごととらえるホリスティック医学の確立
を目指している。主な著書に「死を生きる」（朝日出版
社）、「ホリスティック医学入門」（角川書店）、「万物を

敬う」（春秋社）、共著「健康問答」（平凡社ライブラリ
ー）ほか多数。 

西谷 雅史 にしや まさし 
 

1956年東京生まれ。北海道大学医学部卒業、医学博士。
響きの杜クリニック院長。日本産科婦人科学会専門

医、日本東洋医学学会専門医、ホロトロピック・ネッ
トワーク札幌代表、日本ホリスティック医学協会北海
道事務局長。「心とからだ、心と心、人と環境、すべて

が響き合ったときに人は初めて健康に生きることが
できる」を理念としたクリニックを開院し、気功、フ
ラワーエッセンスなどを取り入れた統合医療を実践。

病気を意識の成長のための気づきと捉え、人間に本来
備わっている自然治癒力を発揮できる医療と衣食住
のネットワークづくりに力を入れている 

フリガナ 

お名前                  TEL           FAX          （会員 NO.       ） 
  

ご連絡先ご住所 〒 

 

                          ご連絡先 E-mail        
 

 

※該当申込み□にチェックを入れてください。      
 

◆5月 31日（ □会員 3,000円  □一般 4,000円 ）   

◆6 月 1 日（ □会員 3,000円  □一般 4,000円 ）  ◆2日間（ □会員 5,000円  □一般 6,000円 ）   

◆懇親会参加 □希望する ※31 日 19 時～21 時予定（会場内レストラン）、講師多数出席、4,000 円程度（当日徴収）、先着 20 名限定 
 

【申込み方法】上記にご記入のうえＦＡＸで、または上記事項をお書きのうえ E-mailでお申込み下さい。 

お申込み後、参加費を下記の郵便振替口座にお振込みください。振込締切  5月 10日 
 

●郵便振替 02290-7-89353  ※通信欄に「 シンポジウム参加 」とお書きください。 

           口座名義：日本ホリスティック医学協会仙台事務局 
 

※ ご入金確認後 5月 20日頃までに参加チケットを発送します。ご入金がない場合はキャンセルとなりますのでご了承ください。 

※ 当日券は空きがある場合のみ各＋500円で販売しますが、満席となる場合がありますので事前申込みをお勧めします。 

※ 時間割や内容は一部変更になる場合もありますのでご了承下さい。 ※ご入金後のキャンセルによる返金はいたしかねます。 

 

 

 

参加申込み   ＦＡＸ  022-272-0818 

【出演者プロフィール】 

 

朴澤 孝治 ほうざわ こうじ 
 

朴澤耳鼻咽喉科・統合医療センターTree of Life院長、
東北大学病院臨床教授／日本気管食道科学会評議員/
日本ホメオパシー学会医師部会長。英国ホメオパシー

学会認定医、日本ホメオパシー医学会専門医、日本ア
ロマ環境協会アロマテラピーアドバイザー。米国ハー
バード大学留学中の基礎研究成果、東北大学大学病院

助教授、仙台社会保険病院院長補佐など長年にわたる
臨床経験をもとに広く耳鼻咽喉科一般の診療を行う。
2011年 2月に朴澤耳鼻咽喉科を開院。同時に、耳鳴に

対する TRT 療法などの新しい治療、漢方、ホメオパシ
ーなどの補完医療も症例に応じて採用する統合医療セ
ンター Tree of Life を設立。 

 

安珠 あんじゅ 
 

1964 年福島市生まれ。1996 年より東京でアロマ
セラピストとして活動を始め、都内でストレスケ

アのためのセッションルームを開設、精神科・心
療内科でもアロマテラピーを実践。自然共生の暮
らしを目指して 2009 年に裏磐梯に移住し食やエ

ネルギーの自給などに挑戦。3.11後は、人々の葛
藤を解決する対話の場のオーガナイズや、古い建
物をコミュニティスペースとして再生させる「こ

びっとハウスプロジェクト」に取り組む。仲間と
ともに作り上げるプロセスを大切にし、目的指向
で何かを置き去りにしてきた世界から、全体性を

大事にする新しい世界を創造すべく活動中。 

上原 忍 うえはら しのぶ 
 

鳥の海歯科医院院長（宮城県亘理
郡）。歯科医・歯学博士 
1952 年群馬県生まれ。82 年東北大

学歯学部卒業。98年に胸鎖乳突筋を
用いて診断・治療をする鍼灸気診研
究会（小田一医師主催）に入会。08

年 9月モンロー研究所（米国）のへ
ミシンク・ワークに参加し、現在、
気診とヘミシンクを診療に応用し

ている。著書『ヘミシンクによる未
来世体験』（文芸社）『ヘミシンクと
スピリチュアリズム』（文芸社）。 

 

 

E-mail  holi_sendai@holistic-medicine.or.jp 

※確実にチケットが届く住所をお書き下さい。 

合計（       ）円    振込み予定日   /    

※生活習慣病予防指導士は、当シンポジウム参加で（1 日もしくは 2 日間の何れでも）3 単位取得できます。 

 

  ホリスティック医学シンポジウム 2014 in 仙台「 こころ・からだ・いのちの再生 」 

【日時】 2014年5 月31 日 （土） 12:00～17:30 

       6 月 1 日  （日） 10:00～17:00 

【会場】東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館） ６Ｆ 

仙台市青葉区国分町 3-3-7  TEL:022-225-8641 

（交通）地下鉄勾当台公園駅下車 公園 2出口より徒歩 3分 

 



 

5月 31日（土）12:00～17:30 

6 月 1 日（日）10:00～17:00 

 

6 月 1 日（日）15:00～16:30 

6 月 1 日（日） 開場 10:00 5 月 31日（土） 開場 12:00 

  

「  こころ・からだ・いのちの再生  」 

～東北の復興とホリスティック医療の未来～  

 

震災から 3 年、私たちがいつも全体のつながりの中に在ること、より厳しくなる社会環境の中で健やかに生き

抜くために何か新たな指標が必要なことに、多くの人が気付いています。協会会長の帯津良一氏と北海道・東北

で活躍するリーダーをお迎えして、それぞれの「医」や生き方への取り組みを熱く
．．

深く
．．

語っていただきます。 

 

13:00～14:30  帯津 良一 

帯津三敬病院名誉院長（川越市） 

今の医療は、治しにウエイトを置きすぎ

たために癒しとコミュニケーションが手

薄になり、 本来の温もりが失われてしま

っています。健康は善で病は悪という考

えは寂しいですね。問われるのは、病の

中でいかにより良く生きるかなのです。  

 

10:30～12:00  西谷 雅史 

響きの杜クリニック院長（札幌市） 

人間は内外のストレスにより身体の恒常性

を保てなくなったときに病気になり、病気は

症状として現れてきます。従って本当に病

気を治すには、結果としての症状を和らげ

るだけでなく根本原因であるストレスに対す

るアプローチが必要です。 

15:00～16:30  朴澤 孝治 

朴澤耳鼻咽喉科・統合医療センターTOL 院長(仙台市) 

20世紀の医学の進歩で、私たちの寿命は

飛躍的に伸びた一方、アレルギーなど慢

性疾患には対症的な薬物治療が行われ、

薬漬け医療と批判されています。21世紀

の根本的な治癒を目指す医療として、ホ

リスティック医療を私は推奨します。 

 

 

13:00～14:30  上原 忍 

鳥の海歯科医院院長（宮城県亘理町） 

ここ 20年程、ホリスティック(包括的)な考え方

を取り入れ、診療に応用してきました。その

過程で出会ったのが、気診やヘミシンクで

す。これらはスピリチュアリズムによる身体観

等とも関連し、更に震災体験でより進展した

ように感じられます。 

 

講 演   

 

   安珠 × 朴澤 孝治 
Earth Spiral リトリートルーム主宰 

ホリスティック医療の実現には、医療者

の頑張りのみならず、市民ひとりひとり

のホリスティックな意識が欠かせないも

のとなります。3.11の大震災前後の健康

への意識の変化を再認識し、今後の市民、

セラピスト、医療者のネットワークのあ

り方などを考えます。 

 

対 談 

■会員のブース展示とブースセッション 

◇被災地支援活動などの報告、会員寄稿集の配布 

◇ヘルスケアや統合医療プログラムの紹介 

 ■協会ブース 

◇会報誌（ニュースレター・マガジン）の頒布 

◇講師著書のサイン付き特別販売 

ブース展示  

 

被災地に生きる 

私たちにできること 

 

※生活習慣病予防指導士は、当シンポジウム参加で（1日もしくは2日間の何れでも）3単位取得できます。 

ホリスティックな暮らしと医療を 

実現するために 

人に寄り添う「医」への取り組み 

 

〔開催日〕 2014 年 5 月 31 日（土） 12:00～17:30 ・ 6 月 1 日（日） 10:00～17:00  

〔参加費〕 1 日：会員 3,000 円、一般 4,000 円   2日通し：会員 5,000円、一般 6,000 円 （前売り・消費税込み） 

〔会  場〕 東京エレクトロンホール宮城 （宮城県民会館）      〔定 員〕160 名 （申込み先着順） 

〔主  催〕 特定非営利活動法人 日本ホリスティック医学協会 北日本支部 

お申込みは裏面へ⇒ 


