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  10:00 〜 10:10 大会長あいさつ

一般演題 
  10:10 〜 10:25 「玄米・米糠発酵食品による抗炎症作用、発がん抑制作用」
 水野知光（株式会社玄米酵素）

  10:25 〜 10:40 「水素・酸素混合ガス吸入を併用し治療を試みた犬の疾患（5 症例）に関する考察」
 中下輝一郎（HYDRECH 株式会社）

  10:40 〜 10:55 「COVID-19 に対する統合医療の効果」
 山口貴也（山口醫院）

  10:55 〜 11:10 「プラセンタエキスがイヌの運動機能に及ぼす影響について」
 田原健太郎（株式会社日本生物製剤）

  11:10 〜 11:30 「アクアフォトミクスによる臨床試験」
 ストイロフ アレクサンダー ボイコフ（ゆの里アクアフォトミクスラボ）

  11:30 〜 12:30 ＜昼食・休憩＞

  講　演 
  12:30 〜 13:00 「獣医大学の現場で感じた Pandemic とその対応策（仮）」
 鳥巣至道 先生（酪農学園大学）

  13:10 〜 14:10 「雲南紅豆杉の材抽出成分による抗がん作用」
 赤尾幸博 先生（岐阜大学）

  14:10 〜 15:10 「次なるパンテミックのための人獣共通感染症の理解」
 岡林環樹 先生（宮崎大学）

 ＜休憩＞

一般演題 
  15:20 〜 15:35 「PLs（プラズマローゲン）含有複合サプリメントを用いた老犬の痴呆症治療に関する臨床的検討」
 飯田重寿（㈱スーパーライトウォーター）

  15:35 〜 15:50 「鼻腔内悪性黒色腫に漢方薬とオゾン療法を施した犬の 1 例」
 橋本真里奈（東千葉動物医療センター）

 ＜休憩＞

　  ご挨拶

　  プログラム 　※プログラムは都合により変更になる場合がございます

 08/27sat
土 （1日目）

大会長：鳥巣至道
（一財）比較統合医療学会 共同代表理事

酪農学園大学教授

　世界中にコロナウイルスが蔓延して３年が経ちました。一時期はコロナ禍も落ち着いたと思いましたが、７月中旬に
は第７波として急激な増加をしています。今回の本大会は、対面を中心としたハイブリッド開催を考えております。当
然、感染対策はしっかり行った中で行う予定です。本大会は “ 未来の pandemic に備えて〜あらゆる医療の統合的検証
〜”というテーマにしました。まずは、今回のコロナ禍で我々獣医師を含む医療関係者がどのように対策を講じてたのか、
そして次に来るかもしれない新たなパンデミックの脅威に対してどのような対策と知識を備えていなければならないの
か？をテーマに非常に多くの著名な先生方に講演をしていただきます。
　本学会は 1993 年に獣医東洋医学研究会として発足し、2016 年に比較統合医療学会と名称を変えて時代の流れとと
もに進化してきました。多くの獣医師も含む医療関係者が大学で学んでいるのが西洋医学であり、西洋医学以外の医学
は独学で学ぶしかありません。本学会は、設立以来 29 年間にわたり鍼灸や漢方、ホメオパシーやオゾン療法など大学
では学べない様々な医療に関して真剣に取り組んでまいりました。そして医学や歯学そして獣医学の垣根のない One 
Health の概念に基づいた統合医療を実践している先生方の発表の場として本学会は進化を続けています。さぁ、参加
して皆さんの知らない世界を覗いてみませんか？



The Society of Comparative Integrative Medicine for Human and Animals/Japan

招聘講演 
  16:00 〜 17:00 「「腸管」と「皮膚」と「口腔」をターゲットにした犬アトピー性皮膚炎（cAD）に対するマルチモー

ダルアプローチ」
 川野浩志 先生（1）東京動物アレルギーセンター 2）  藤田医科大学医学部　消化器内科学講座）

  17:30 〜 19:30 情報交換会（懇親会）
 
 
 
 

招聘講演　 
  10:00 〜 11:00 「比較統合医療におけるプレ・プロバイオティクスの可能性」
 栃尾　巧 先生（藤田医科大学医学部消化器内科学講座）

 ＜休憩＞

一般演題 
  11:10 〜 11:25 「薬物に頼らない犬と猫の歯周病予防」
 川野浩志（藤田医科大学医学部消化器内科学講座）

  11:25 〜 11:40 「鍼治療を行った四肢麻痺を呈する頚部椎間板ヘルニア Grade Ⅲ 5 例および多発性椎間板ヘルニ
ア 1 例」

 藤田聡子（さとこ犬猫クリニック）

  11:40 〜 11:55 「露地栽培アガリクス KA21 のシニア期のイヌ、ネコに対する健康増進作用（中間報告）」
 北原淳子（東栄新薬株式会社）

  11:55 〜 13:00 ＜昼食・休憩＞

  講　演 
  13:00 〜 14:00 「ワクチンの副作用を含めた COVID-19 と、これから起こる可能性があるパンデミックに対する

個人的見解と対策」
 龍見　昇 先生（NOVO クリニック）

 ＜休憩＞

一般演題 
  14:10 〜 14:25 「漢方による治療が奏効した関節炎の 1 症例」
 田中大介（牛久保東ペットクリニック）

  14:25 〜 14:40 「犬の周術期における酸化ストレスの評価」
 直井康介（酪農学園大学伴侶外科学ユニット）

  14:40 〜 14:55 「MetAGin™（アメリカ人参複合乳酸菌発酵エキス末）の筋萎縮抑制効果」
 田坂　徹（株式会社皇漢薬品研究所）

 ＜休憩＞

  15:05 〜 15:20 「歯科における未来の Pandemic 対策」
 高橋浩司（おびひろ清流歯科クリニック）

  15:20 〜 15:35 「モーズペーストにより腫瘍の局所コントロールができた犬の 1 例」
 酒井俊和（酪農学園大学）

  15:35 〜 15:50 「手術創ドレッシングにおける竹繊維ガーゼの有用性」
 山本集士（酪農学園大学）

 ＜休憩＞

  講　演 
  16:00 〜 17:00 「コロナワクチン後遺症の治療について」
 中村篤史 先生（ナカムラクリニック）

 

 08/28sun
日 （2日目）



後援：  
公益社団法人北海道獣医師会／一般社団法人札幌市小動物獣医師会／北海道小動物獣医師会／日本補完代替医療学会／酪小獣麦の会

　  参加申込みについて
【参加費 消費税込】 会場参加・ライブ配信・見逃し配信を含みます

会　員 : 事前登録 9,000 円 / 当日登録 10,000 円
非会員 : 事前登録 13,000 円 / 当日登録 15,000 円　
学　生 : 事前/当日 3,000 円

【申込み期間】
令和 4 年 7 月 4 日㈪ ~ 令和 4 年 8 月 15 日㈪

【申込み方法】
学会ホームページ掲載の参加申込みフォームよりお申込み下さい。参加費のお支払いは、
申込後の返信メールにてご確認下さい。

【URL】

http://scimha-japan.org/

【協賛】
株式会社 blu owl
株式会社 TAMAX
アニコム損害保険㈱
東栄新薬株式会社
イスクラ産業株式会社
株式会社 K9 ナチュラルジャパン
株式会社プロ・アクティブ
有限会社ペットパティースジャパン
株式会社玄米酵素
株式会社 MJ カンパニー
ノース・ウオーター株式会社
ジージーピー株式会社
株式会社日本生物製剤
六基食品株式会社
株式会社皇漢薬品研究所
株式会社ファームプレス
株式会社 NST

（順不動）

【お問合せ】
一般財団法人比較統合医療学会学術大会事務局  
〒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


