第 64 回 一般財団法人

比較統合医療学会学術大会
COVID-19 対策を考える
～各自で出来る対策を練ろう～

2021 年
見逃し配信

10 月 30 日㈯・31 日㈰

11 月 5 日 ㈮ 〜 11 月 19 日 ㈮（予定）

WEB 開催（LIVE ＆録画配信）
【大会長】鳥巣至道（酪農学園大学）

参加登録
参加申込期間

▷▷▷

参加登録フォームより
お申し込み下さい

会員

9 月 6 日 ㈪ ▶ 10 月 27 日 ㈬

https://form.run/@scim2021
⇦ QR コードまたは上記 URL よりアクセスいただけます

8,000 円

非会員

10,000 円

学生

1,000 円

一般財団法人 比較統合医療学会事務局
〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 2-9-19

TEL: 03-5915-5308

FAX: 03-5915-5319

E-mail : info@scim.jp

プログラム

COVID-19 対策を考える
～各自で出来る対策を練ろう～

▶基調講演
「新型コロナのセルフケア」

鈴木信孝 先生（日本補完代替医療学会 理事長）

「新型コロナとワクチンの全貌」

井上正康 先生（健康科学研究所・現代適塾 塾長）

▶招待講演
「動物とヒトのコロナウイルス
−猫伝染性腹膜炎の研究者としての観点から−」

高野友美 先生（北里大学）

「新型コロナワクチン接種者からの伝播に関する

アンケート調査と、伝播に対する対策と予防法」
		龍見 昇 先生（NOVO クリニック）

「新型コロナの問題点と対処法」
「子宮頸がんワクチンから新型コロナワクチンまでの流れ

〜これは PANDEMIC なのか？〜」

中村篤史 先生（ナカムラクリニック）

池田としえ 先生（日野市議会議員）

▶治験報告
「犬の子宮蓄膿症の術後ルミンR A 経口投与による
血液パラメーターの推移に対する治療効果の検討」橋本昌大 先生（高草山どうぶつ病院）

▶一般演題
1.「With COVID-19 での取り組み方」畑 伸秀（桜の聖母短期大学）
2.「電荷水飲用とレプトンガス吸入による血液学的データの変動について」山口貴也（山口醫院）
3.「雲南紅豆杉と光免疫誘導療法を用いたリンパ腫の猫の１例」石井万寿美（まねき猫ホスピタル）
4.「ゼロから始めた普通の動物病院の鍼灸治療」田中大介（牛久保東ペットクリニック）
5.「アサイゲルマニウムの生理作用と作用メカニズム」島田康弘（株式会社浅井ゲルマニウム研究所）
6.「有機ゲルマニウム化合物「アサイゲルマニウム」の有用性研究の紹介 〜医薬品開発時代の知見を中心に〜」
		
土井山爽太（株式会社浅井ゲルマニウム研究所）

7.「聞き手にθ波（脳波）が発現するとされる歌手の歌声の実際の脳波変動に関する考察」山口貴也（山口醫院）
8.「露地栽培アガリクス KA21 含有食品の創傷治癒促進作用・抗がん剤の副作用軽減作用に対するアンケート結果」
北原淳子（東栄新薬株式会社）

9.「露地栽培アガリクス KA21 の真菌感染症に罹患したイヌ、ネコに対する臨床試験結果」元井章智（東栄新薬株式会社）
10.「新型コロナウイルスワクチン接種者が与える非接種者への影響」小林敏生（Binsei Natural Healing）
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井上正康（健康科学研究所・現代適塾）

中村篤史先生 ( ナカムラクリニック )
7.「聞き手にθ波（脳波）が発現するとされる歌手の歌声の
実際の脳波変動に関する考察」山口貴也（山口醫院） 11:00
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1.「With COVID-19 での取り組み方」
畑 伸秀（桜の聖母短期大学）

8. 「露地栽培アガリクス KA21 含有食品の創傷治癒促進作
用・抗がん剤の副作用軽減作用に対するアンケート結果」
北原淳子（東栄新薬株式会社）
9.「露地栽培アガリクス KA21 の真菌感染症に罹患したイ
ヌ、ネコに対する臨床試験結果」
元井章智（東栄新薬株式会社）
10.「新型コロナウイルスワクチン接種者が与える非接種者
小林敏生（Binsei Natural Healing）
への影響」

2.「電荷水飲用とレプトンガス吸入による血液学的データ
山口貴也（山口醫院）
の変動について」
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3.「雲南紅豆杉と光免疫誘導療法を用いたリンパ腫の猫の
石井万寿美（まねき猫ホスピタル）
１例」
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一般演題

4.「ゼロから始めた普通の動物病院の鍼灸治療」
田中大介（牛久保東ペットクリニック）
5.「アサイゲルマニウムの生理作用と作用メカニズム」
島田康弘（株式会社浅井ゲルマニウム研究所）

「犬の子宮蓄膿症の術後ルミンRA 経口投与
による血液パラメーターの推移に対する治
療効果の検討」橋本昌大（高草山どうぶつ病院）

13:00
▼
13:45

治験報告

13:50
▼
14:35

「新型コロナワクチン接種者からの伝播に関
招待講演
するアンケート調査と、伝播に対する対策
龍見 昇（NOVO クリニック）
と予防法」

6.「有機ゲルマニウム化合物「アサイゲルマニウム」の有
用性研究の紹介 〜医薬品開発時代の知見を中心に〜」
土井山爽太（株式会社浅井ゲルマニウム研究所）
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「新型コロナの問題点と対処法」
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「新型コロナとワクチンの全貌」

「子宮頸がんワクチンから新型コロナワク
招待講演
チンまでの流れ〜これは PLANDEMIC な
池田としえ（日野市議会議員）
のか？〜」
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閉会式

「新型コロナのセルフケア」

鈴木信孝先生（日本補完代替医療学会）

16:00

※プログラムは変更となる場合があります

WEB 開催のご案内
第 64 回一般財団法人比較統合医療学会学術大会はオンライン開催と致します。ライブ配信で
は講演に対する質問を受付し、演者がリアルタイムで回答致します。皆さまのご参加をお待
ちしております。

▼ 事前準備のお願い
あらかじめ使用するデバイス（PC 等）に Zoom アプリケーションのインストールをお願い致します。
ブラウザで視聴する場合は、Chrome、Firefox、Chromium Edge の使用が推奨されています。
Safari や Internet Explorer では音声・映像の受信ができない場合がありますのでご注意下さい。

▼ ライブ配信参加方法
参加お申し込みをいただいたメールアドレス宛てに Zoom アドレスをご案内致します。メールに記載
の URL をクリック、または Zoom 画面より ID を入力して下さい。

案内メール記載の URL
「https://…」をクリック

or

Zoom を立ち上げて
ウェビナー ID を入力
Zoom ウェビナーが始まるまで待機画面が表示され
ます。開始時刻 15 分前（9 時 45 分）より入室可
能です。
なお、Zoom アカウントをお持ちでない方には認証
のためにメールアドレスと名前の入力画面が表示さ
れます。該当のウェビナー参加時にのみ用いるもの
で、アカウントが作成されることはありません。

視聴画面イメージ
開始時刻より、視聴画面が表示されます。
講演中、ご質問のある方は、画面下部に表示のアイ
講演内容

パネリスト

コン「Q&A」より質問をお送り下さい。なお、時
間の都合上、全ての質問にお答えできない場合がご
ざいます。あらかじめご了承下さい。
また、質問は「チャット」では受付けいたしません。
必ず「Q&A」へお送りいただけますよう、ご協力

手を挙げる

Q&A

チャット

のほどお願い致します。

【参加時のお願い】参加者確認のため、必ず参加者ご本人のフルネームでご参加下さい。

▼ 見逃し配信視聴について
ライブ配信内容は 11 月 5 日（金）〜 11 月 19 日（金）の期間、WEB 上でご視聴いただけます。配信
URL および視聴に必要なパスワードは、お申し込みをいただいたメールにてご連絡申し上げます。

