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第2日プログラム　11月8日（日）

第1会場 第２会場 第３会場 企業展示
おしどり+くじゃく いちょう 301 かもめ＋やまゆり

8：30

大会長講演　8：40～9：00
個別化医療，予防医学におけるメディカルアロマセラピー
の将来性
演者：鳥居伸一郎（1）
座長：朱　永真

9：00 シンポジウムⅢ　9：00～10：30
基礎と臨床の調和と融合
演者：神保太樹（SⅢ-1）
　　　千葉良子（SⅢ-2）
　　　千葉直樹（SⅢ-3）
　　　江川雅彦（SⅢ-4）
　　　谷垣礼子（SⅢ-5）
　　　久保浩子（SⅢ-6）
座長：柴　伸昌
　　　所澤いづみ

一般演題　9：00～9：50　リラックス効果
演者：加藤和貴（G-25）
　　　井上セツ子（G-26，G-27）
　　　北出美佐代（G-28）
座長：志茂田典子

9：00～15：00
企業展示
ドリンクコーナー

9：30

一般演題　9：50～10：30　抗真菌
演者：石島早苗（G-29，G-30）
　　　髙橋美貴（G-31）
座長：甲田雅一

10：00 あはき部会企画　10：00～12：00
あはきアロマの医療連携をめざして～基礎・臨床・教育～
演者： 酒谷　薫（10-1）
　　あ 長谷川尚哉（10-2）
　　　伊藤博子（10-3）
　　　神﨑貴子（10-4）
座長：志茂田典子
　　　岸田聡子

10：30 特別講演2　10：30～11：20
音響医学とアロマセラピー
演者：市江雅芳（4）
座長：小口江美子

一般演題　10：40～11：30　基礎
演者：古石和紗（G-32）
　　　谷内理恵子（G-33）
　　　久保浩子（G-34）
　　　神保太樹（G-35）
座長：竹ノ谷文子

11：00

特別講演3　11：20～12：10
行動薬理からみた精油の効果
演者：梅津豊司（5）
座長：千葉良子

11：30 一般演題　11：30～12：20　疼痛・禁煙など
演者：松下至誠（G-36）
　　　大曽根久美子（G-37）
　　　阪上未紀（G-38）
　　　諏訪恵子（G-39）
座長：柴　伸昌12：00

12：30 ランチョンセミナーB　12：30～13：30
健康に良い！薬膳ボタニカルカクテルの業界最先端からの
カレントセミナー
協賛：有限会社鳥居医療総研　T-LAB.（L-B）
講師：北條智之
　　　鹿山博康
司会：栗原治久

13：00

13：30 一般演題　13：30～14：10　作用メカニズム
演者：柳　奈津子（G-40）
　　　谷山　歩（G-41）
　　　瀧口晶子（G-42）
座長：久保浩子

教育講演　13：50～14：40
精油の機能と効用の見える化
演者：三上杏平（6）
座長：伊藤壽記

14：00
一般演題　14：10～14：50　創傷治癒
演者： 柿原奈保子（G-43）
　　　森　美侑紀（G-44）
　　　柴倉美砂子（G-45）
座長：吉田益喜

14：30

15：00 一般公開パネルディスカッション　15：00～17：00
「みんなで学ぶ予防医学とセルフメディケーション」
─未病を治して健康寿命をのばそう！─
演　者：首藤健治
　　　亜 橋本孝之
　　　　近澤弘明
　　　　林　真一郎
　　　　塩田清二 
座　長：田中俊一
　　　　鳥居伸一郎

一般公開パネルディスカッション　15：00～17：00
「みんなで学ぶ予防医学とセルフメディケーション」
─未病を治して健康寿命をのばそう！─
ビデオライブ会場

15：30

16：00

16：30

17：00 閉会の挨拶　17：00～17：05
鳥居伸一郎
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第1日プログラム　11月7日（土）

第1会場 第２会場 第３会場 展示会場 懇親会
おしどり+くじゃく いちょう 301 かもめ＋やまゆり 横浜ロイヤルパークホテル宴会棟３階「鳳翔」

9：30
開会式・理事長挨拶　9：50～10：00
塩田清二

10：00 大会基調講演　10：00～10：50
今後のメディカルアロマセラピーの方向性と位置づけ
演者：工藤千秋（2）
座長：鳥居伸一郎

10：00～17：00　
10：30 企業展示

ドリンクコーナー

11：00 特別講演１　11：00～11：50
工学から見た脳機能
演者： 相原　威（3）
座長：工藤千秋

一般演題　11：00～11：50　看護師部会
演者：佐野千枝子（G-1）
　　　小才度美子（G-2）
　　　稲田寿美子（G-3）
　　　所澤いづみ（G-4）
座長：所澤いづみ
　　　三好理恵

11：30

12：00
ランチョンセミナーA　12：10～13：10
レモングラスの芳香療法による認知症の予防・改善について
演者：塩田清二（L-A）/座長：鳥居伸一郎
協賛： 医療法人横浜柏堤会 

介護老人保健施設ヒューマンライフケア横浜

12：30

13：00

13：30 シンポジウムⅠ　13：30～15：00
各種療法とアロマセラピーの融合
演者： 阪上未紀（SⅠ-1）
　　　春田博之（SⅠ-2）
　　　串田　剛（SⅠ-3）
　　　志茂田典子（SⅠ-4）
座長：上野　聡

看護師部会企画　13：30～15：30
長年，多方面の領域で行われているアロマセラピー
演者：磯田信子（7-1）
　　　藤井直枝（7-2）
　　　斉藤京子（7-3）
　　　加藤和貴（7-4）
　　　横田実恵子（7-5）
座長：所澤いづみ

一般演題　13：30～14：20　終末期・認知症
演者：阿達佳子（G-5）
　　　稲葉麻里（G-6）
　　　降矢芳子（G-7）
　　　新川宏美（G-8）
座長：相原由花
　　　神保太樹

14：00

14：30
一般演題　14：20～15：00　医療従事者
演者：永井茉奈（G-9）
　　　梅田純代（G-10）
　　あ 神谷祐希（G-11）
座長：山下真理

15：00 将来計画委員会企画　15：00～16：30
AMED研究事業「アロマセラピーに関するエビデンス収集
及び新たな科学的知見の創出」
演者：前田和久（8-1）
　　　神保太樹（8-2）
　　　岸田聡子（8-3）
座長：前田和久
　　　貴島晴彦

一般演題　15：00～15：50　新規開発/精神・心不全
演者：白　鴻志（G-12）
　　　今井達也（G-13）
　　　川合静代（G-14，G-15）
座長： 朱　永真

15：30

16：00 薬剤師部会企画　16：00～18：00
各分野での活動状況
演者：佐藤玲子（9-1）
　　　佐藤忠章（9-2）
　　　赤星博樹（9-3）
　　　日塔武彰（9-4）
　　　山下真理（9-5）
座長：山下真理

一般演題　16：00～16：40　ケア
演者：伊藤美幸（G-16）
　　　宮里文子（G-17）
　　　諏訪恵子（G-18）
座長：四宮美佐恵

16：30 シンポジウムⅡ　16：30～18：00
アロマセラピー教育における将来像
演者： 小山めぐみ（SⅡ-1）
　　　小板橋喜久代（SⅡ-2）
　　　相原由花（SⅡ-3）
　　　竹林直樹（SⅡ-4）
コメンテーター： 久保浩子（SⅡ-コ）
座長：朱　永真（SⅡ-座）

17：00 一般演題　16：40～17：20　婦人科
演者：大月麻里（G-19）
　　　橋本佳子（G-20）
　　　大野美奈子（G-21）
座長：大門美智子
一般演題　17：20～18：00　疲労・血圧
演者：河合英理子（G-22）
　　　四宮美佐恵（G-23）
　　あ 澤田美香子（G-24）
座長：春田博之

17：30

18：00
18：30 懇親会受付開始　18：30
19：00 懇親会　19：00～21：00
19：30
20：00
20：30
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演者： 酒谷　薫（10-1）
　　あ 長谷川尚哉（10-2）
　　　伊藤博子（10-3）
　　　神﨑貴子（10-4）
座長：志茂田典子
　　　岸田聡子

10：30 特別講演2　10：30～11：20
音響医学とアロマセラピー
演者：市江雅芳（4）
座長：小口江美子

一般演題　10：40～11：30　基礎
演者：古石和紗（G-32）
　　　谷内理恵子（G-33）
　　　久保浩子（G-34）
　　　神保太樹（G-35）
座長：竹ノ谷文子

11：00

特別講演3　11：20～12：10
行動薬理からみた精油の効果
演者：梅津豊司（5）
座長：千葉良子

11：30 一般演題　11：30～12：20　疼痛・禁煙など
演者：松下至誠（G-36）
　　　大曽根久美子（G-37）
　　　阪上未紀（G-38）
　　　諏訪恵子（G-39）
座長：柴　伸昌12：00

12：30 ランチョンセミナーB　12：30～13：30
健康に良い！薬膳ボタニカルカクテルの業界最先端からの
カレントセミナー
協賛：有限会社鳥居医療総研　T-LAB.（L-B）
講師：北條智之
　　　鹿山博康
司会：栗原治久

13：00

13：30 一般演題　13：30～14：10　作用メカニズム
演者：柳　奈津子（G-40）
　　　谷山　歩（G-41）
　　　瀧口晶子（G-42）
座長：久保浩子

教育講演　13：50～14：40
精油の機能と効用の見える化
演者：三上杏平（6）
座長：伊藤壽記

14：00
一般演題　14：10～14：50　創傷治癒
演者： 柿原奈保子（G-43）
　　　森　美侑紀（G-44）
　　　柴倉美砂子（G-45）
座長：吉田益喜

14：30

15：00 一般公開パネルディスカッション　15：00～17：00
「みんなで学ぶ予防医学とセルフメディケーション」
─未病を治して健康寿命をのばそう！─
演　者：首藤健治
　　　亜 橋本孝之
　　　　近澤弘明
　　　　林　真一郎
　　　　塩田清二 
座　長：田中俊一
　　　　鳥居伸一郎

一般公開パネルディスカッション　15：00～17：00
「みんなで学ぶ予防医学とセルフメディケーション」
─未病を治して健康寿命をのばそう！─
ビデオライブ会場

15：30

16：00

16：30

17：00 閉会の挨拶　17：00～17：05
鳥居伸一郎
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第2日プログラム　11月8日（日）

第1会場 第２会場 第３会場 企業展示
おしどり+くじゃく いちょう 301 かもめ＋やまゆり
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　　　江川雅彦（SⅢ-4）
　　　谷垣礼子（SⅢ-5）
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第1日プログラム　11月7日（土）

第1会場 第２会場 第３会場 展示会場 懇親会
おしどり+くじゃく いちょう 301 かもめ＋やまゆり 横浜ロイヤルパークホテル宴会棟３階「鳳翔」

9：30
開会式・理事長挨拶　9：50～10：00
塩田清二

10：00 大会基調講演　10：00～10：50
今後のメディカルアロマセラピーの方向性と位置づけ
演者：工藤千秋（2）
座長：鳥居伸一郎

10：00～17：00　
10：30 企業展示

ドリンクコーナー

11：00 特別講演１　11：00～11：50
工学から見た脳機能
演者： 相原　威（3）
座長：工藤千秋

一般演題　11：00～11：50　看護師部会
演者：佐野千枝子（G-1）
　　　小才度美子（G-2）
　　　稲田寿美子（G-3）
　　　所澤いづみ（G-4）
座長：所澤いづみ
　　　三好理恵

11：30

12：00
ランチョンセミナーA　12：10～13：10
レモングラスの芳香療法による認知症の予防・改善について
演者：塩田清二（L-A）/座長：鳥居伸一郎
協賛： 医療法人横浜柏堤会 

介護老人保健施設ヒューマンライフケア横浜

12：30

13：00

13：30 シンポジウムⅠ　13：30～15：00
各種療法とアロマセラピーの融合
演者： 阪上未紀（SⅠ-1）
　　　春田博之（SⅠ-2）
　　　串田　剛（SⅠ-3）
　　　志茂田典子（SⅠ-4）
座長：上野　聡

看護師部会企画　13：30～15：30
長年，多方面の領域で行われているアロマセラピー
演者：磯田信子（7-1）
　　　藤井直枝（7-2）
　　　斉藤京子（7-3）
　　　加藤和貴（7-4）
　　　横田実恵子（7-5）
座長：所澤いづみ

一般演題　13：30～14：20　終末期・認知症
演者：阿達佳子（G-5）
　　　稲葉麻里（G-6）
　　　降矢芳子（G-7）
　　　新川宏美（G-8）
座長：相原由花
　　　神保太樹

14：00

14：30
一般演題　14：20～15：00　医療従事者
演者：永井茉奈（G-9）
　　　梅田純代（G-10）
　　あ 神谷祐希（G-11）
座長：山下真理

15：00 将来計画委員会企画　15：00～16：30
AMED研究事業「アロマセラピーに関するエビデンス収集
及び新たな科学的知見の創出」
演者：前田和久（8-1）
　　　神保太樹（8-2）
　　　岸田聡子（8-3）
座長：前田和久
　　　貴島晴彦

一般演題　15：00～15：50　新規開発/精神・心不全
演者：白　鴻志（G-12）
　　　今井達也（G-13）
　　　川合静代（G-14，G-15）
座長： 朱　永真

15：30

16：00 薬剤師部会企画　16：00～18：00
各分野での活動状況
演者：佐藤玲子（9-1）
　　　佐藤忠章（9-2）
　　　赤星博樹（9-3）
　　　日塔武彰（9-4）
　　　山下真理（9-5）
座長：山下真理

一般演題　16：00～16：40　ケア
演者：伊藤美幸（G-16）
　　　宮里文子（G-17）
　　　諏訪恵子（G-18）
座長：四宮美佐恵

16：30 シンポジウムⅡ　16：30～18：00
アロマセラピー教育における将来像
演者： 小山めぐみ（SⅡ-1）
　　　小板橋喜久代（SⅡ-2）
　　　相原由花（SⅡ-3）
　　　竹林直樹（SⅡ-4）
コメンテーター： 久保浩子（SⅡ-コ）
座長：朱　永真（SⅡ-座）

17：00 一般演題　16：40～17：20　婦人科
演者：大月麻里（G-19）
　　　橋本佳子（G-20）
　　　大野美奈子（G-21）
座長：大門美智子
一般演題　17：20～18：00　疲労・血圧
演者：河合英理子（G-22）
　　　四宮美佐恵（G-23）
　　あ 澤田美香子（G-24）
座長：春田博之

17：30

18：00
18：30 懇親会受付開始　18：30
19：00 懇親会　19：00～21：00
19：30
20：00
20：30
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