2018/1/8

日本ホメオパシー医学協会（JPHMA）設立２０周年記念大会
第18回JPHMAコングレス 『美しい体、美しい心、美しい魂 －それは自然からのプレゼント－』
会場：世田谷区民会館（ホール）

時 間
9:45
10:30

大会 1日目 1月13日(土)
開場・受付開始
開会式

登壇者・発表者
※御子様連れ受講対応あり

記念映像、開会宣言、国歌斉唱、祝辞披露（インド政府
マンチャンダ長官、海外ホメオパシー団体他予定）、
学術発表について、開会挨拶

大会長
由井寅子、松尾敬子

会員症例発表
医療機関との連携により、統合失調症薬の禁断
症状を出さず断薬できたケース

三森 弥生（日本ホメオパシーセンター仙台榴岡）

10:50

長谷川 希生

11:00

会員症例発表
カンジタと水銀、薬の影響をとることで改善した
皮膚疾患と月経不順

JPHMA認定ホメオパス No.0808
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0057
JPHMA認定ホメオパスNo.0957
同認定アニマルホメオパスNo.A0127
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0225

会員症例発表
柳 千妃路（日本ホメオパシーセンター垂水舞子）
ホメオパシー×食農×愛で重度アトピー性皮膚
JPHMA認定ホメオパスNo.0748
炎が改善したケース
会員症例発表
豊池 明子（日本ホメオパシーセンター福岡博多）
妊娠中の漿膜下筋腫が縮小し、自宅出産できた
JPHMA認定ホメオパスNo.0274
11:20
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0035
ケース
休憩
11:30
事例発表 自然な食。自然な農業 日本豊受自然農 函
日本豊受自然農 函南農場 農業者小林且幸
11:50
南農場での大豆栽培の取り組み
会員症例発表
万波 健吾（日本ホメオパシーセンター東京新宿都庁）
JPHMA認定ホメオパスNo.0397
母子の健康相談を通じて発達障害児の激しい
12:05
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0207
癲癇が改善し家族愛が深まったケース
会員症例発表
菊田 雄介（日本ホメオパシーセンター東京総本部）
ホメオパシーとインナーチャイルド癒しによって
JPHMA認定ホメオパスNo.0406
12:15
数々の試練を乗り越え、妊娠出産できた女性の
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0030
ケース
協賛企業
JPHMAコングレス協賛企業からのご案内
12:30
映像報告
ＺＥＮホメオパシー インドに続き欧州４ケ国で学術発表
12:40
参加者全員による記念撮影・諸案内
12:55
お昼休憩 ※豊受味わい弁当 数量限定 要予約
13:05
ポスター発表
JPHMA認定ホメオパス、同アニマルホメオパス
（14:00～14:25） Ａ メインホールPPT発表
B～Ｇ ポスターパネル前発表
インナーチャイルドセラピスト、CHhom学生

11:10

Ｈ ポスター掲示のみ

14:35

能舞「羽衣」ー 天女の祈り ー

観世流能楽師 勝海 登

15:00

来賓講演 古事記にみる日本の美
事例発表
日本人と日本の花の美しさ
～日本のフラワーエッセンスによる癒し
休憩
海外来賓講演
ルーマニアの自然から学ぶ癒しの美：
ジェモセラピーやフレッシュポレンの使い方や
マヤズムとの関係①

小名木 善行 国史研究家

15:30
15:50

16:20

東 昭史 フラワーエッセンス研究家

マリナ・シウマス・リンブ医学博士・ホメオパス

＊ジェモセラピー（新芽・つぼみを使った療法）
＊フレッシュポレン（ミツバチの花粉を使った療法）

17:05
17:15
18:00
18:10
18:15
18:50～
20:50

鬼頭 杏奈 ファミリーホメオパス７期生

ＺＥＮホメオパシー体験発表
基調講演
「美しい体、美しい心、美しい魂 ①」
１日目総評
ホメオパスの歌
1日目プログラム終了

由井 寅子 ＪＰＨＭＡ会長
来賓講評、由井 寅子・松尾 敬子両大会長

＜ＪＰＨＭＡ設立20周年＆「人生は負ける為にある」
とらこ先生出版 記念パーティー＞
出版記念とらこ先生トーク、獅子舞、津軽三味線演奏、各界祝辞、会員

（18:30より受付） 余興、大抽選会など予定 会場：世田谷区民会館（２Ｆ集会室）
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事前のご予約が必要です
参加される方は着飾ってお集まり下さい
（食事提供：豊受オーガニクスレストラン）
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大会 2日目 1月14日(日)

時 間
9:15
10:00
10:20

10:30

開場・受付開始
2日目
開会宣言、国歌斉唱、第１日目報告DVD
開会挨拶
会員症例発表
手のひらに出た急性のアトピー性皮膚炎に対処し
改善したケース
会員症例発表 救急救命・動物ケア
【救急救命】
①脳卒中発作への緊急対応及びその後のケアについて
【動物対処】
②蛋白漏出性腸症（低アルブミン血症による腹水）が
改善したケース

登壇者・発表者
※御子様連れ受講対応あり
由井 寅子大会長
秦 昭二 理事
石塚 静穂
JPHMA認定ホメオパスNo.0952

①加藤 育代
JPHMA認定ホメオパスNo.0912
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0152
②福岡 成海（日本ホメオパシーセンター神奈川厚木）
JPHMA認定ホメオパスNo.0741
同認定アニマルホメオパスNo.0103
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0054
片上 敦子（日本ホメオパシーセンター練馬平和台）
JPHMA認定ホメオパスNo.0179
同認定アニマルホメオパスNo.A0094

11:00

会員症例発表
大動脈解離・人工血管交換手術を４週間で
回避できたケース
休 憩

11:20

来賓講演

11:50

事例発表 心、体、魂が喜ぶ美しい「食」

豊受オーガニクスレストラン料理長 本多 勝彦

12:00

ＪＰＨＭＡ、ＪＰＨＦ認定証授与式・記念撮影

新規 認定ＪＰＨＭＡ認定ホメオパス、同アニマルホメオパ
ス、ＪＰＨＦ認定ファミリーホメオパス、同インナーチャイルドセ
ラピスト

10:50

12:20
13:30
13:40
14:25
14:55

15:25
16:10
16:20

母の介護を通して感じた魂の浄化について

お昼休憩（７０分）
※JPHMA年次総会（20分 メインホール）
津軽三味線演奏
海外来賓講演
ルーマニアの自然から学ぶ癒しの美：
ジェモセラピーやフレッシュポレンの使い方や
マヤズムとの関係②
休 憩
会員症例発表
①犬の肝臓癌が改善したケース
②甲状腺機能低下症（橋本病）が改善したケース
③甲状腺機能亢進症（バセドウ病）が改善したケース
④糖尿病が改善したケース
基調講演
「美しい体、美しい心、美しい魂 ②」
休 憩
「JPHMA20年の歩み」

女優 杉田 かおる

（※年次総会出席対象：JPHMA会員）
奏者 山本 竹勇
マリナ・シウマス・リンブ医学博士・ホメオパス

松尾 敬子（日本ホメオパシーセンター埼玉日高）
ＪＰＨＭＡ認定ホメオパスNo.0153
同認定アニマルホメオパスNo.A0012
由井 寅子 ＪＰＨＭＡ会長
記念映像上映

16:35

日本におけるホメオパシー統合医療教育の実践
プロフェッショナルホメオパスの職業的地位確立

由井 寅子 ＪＰＨＭＡ会長

16:45

JPHMAセレモニー

由井・松尾両大会長

17:05

パネルディスカッション

登壇者、来賓

17:30

来賓講評 大会総括挨拶、閉会宣言

来賓、由井・松尾両大会長、高野弘之理事

17:40
17:45

ホメオパスの歌

時 間
10:00
16時終了

全プログラム終了

1月15日(月)

発表者

CHhom & JPHMA共催
海外ホメオパス招聘特別講演
マリナ・シウマス・リンブ博士 特別講演会
16時からルーマニア映画「Ｕターン」上映

マリナ・シウマス・リンブ医学博士・ホメオパス
※ﾙｰﾏﾆｱ農業がＮＯＮ ＧＭＯ大豆栽培へ転換したﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

※最新スケジュールは大会ホームページで確認ください。なお複数センター所属のホメオパスは１センターのみ表示、資格も一部省略しました。
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時間目安

14:00
14:05

大会1日目 1月13日（土）
登壇者・発表者
ポスター発表プログラム
ポスター発表（Ａグループ）インナーチャイルド
※両日ポスター掲示
メインステージ・パワーポイント発表 例
①子どもを亡くしたトラウマを、ホメオパシーとインナーチャイル 中西 さやか（日本ホメオパシーセンター大阪なんば）
JPHMA認定ホメオパスNo.867
ド癒しで乗り越え、新しい命を授かる事が出来たケース
南波
由佳
②失恋によりインナーチャイルドを癒し、腰痛・猫背も改善した
CHhom６期生（第３学年）
JPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.271

ケース

14:10

③１０ヶ月の無月経から１ヶ月で生理を取り戻し，胎児期のトラウ 伊藤 真愉美
マ、その後形成されたインナーチャイルドに母子で気づき、本来
JPHMA認定ホメオパスNo.0953
JPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.236
の自分を生きられるようになったケース

14:15

④ストレスによる円形脱毛症と不定愁訴が改善したケース

14:20

⑤ひきこもりと過食がインナーチャイルドを癒したことで改善し
たケース

海老澤 雅子

ポスター発表（Ｂグループ）妊娠と出産
１Ｆロビー
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20

14:00

JPHMA認定ホメオパスNo.0954
JPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0146
田村 翔子（日本ホメオパシーセンター東京総本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0618
JPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0263

※両日ポスター掲示
鎌田 砂江子（日本ホメオパシーセンター福井恐竜渓谷）

①『不妊』のケース

JPHMA認定ホメオパスNo.0244

②子宮収縮抑制剤（張り止め）を飲まずに妊娠を継続できる 遊佐 深雪（日本ホメオパシーセンター横須賀逸見）
JPHMA認定ホメオパスNo.0370
ようになった子宮頚管無力症のケース
小林
眞理子（日本ホメオパシーセンター東京日本橋）
③42歳まで3ヶ月以内の流産を2回経験した女性が43歳で

JPHMA認定ホメオパスNo.0250
同認定アニマルホメオパスNo.A0040
杉浦 美奈子（日本ホメオパシーセンター愛知三河安城）
JPHMA認定ホメオパスNo.0862
杉浦 美奈子（日本ホメオパシーセンター愛知三河安城）
JPHMA認定ホメオパスNo.0862

初産を遂げたケース

④妊娠中のアトピーの悪化と妊娠糖尿病に対するホメオパ
シーでのアプローチ
⑤妊娠中の様々な急性の問題に対するホメオパシーでのア
プローチ
ポスター発表（Ｃグループ）１Ｆロビー
※両日ポスター掲示
新城 英一（日本ホメオパシーセンター東京総本部）
①仮面鬱を克服し結婚したケース
JPHMA認定ホメオパスNo.0452

14:05

②多発性硬化症の診断を伴う、首肩のこり、足の痺れ、疲労 土橋 晃子（日本ホメオパシーセンター東京総本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0925
が改善したケース
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0341

14:10

③片側性麻痺が改善されたケース

太田 直子
CHhom５期生（第４学年）

湯淺 雅子
14:15

④心身の症状が改善した小学生のケース

14:20

⑤痛みを通して気づきを深め、改善へ向かったケース
ポスター発表（Dグループ）１Ｆロビー

14:00

①磔の刑にされたかのような痛みと違和感が改善したケース

14:05

②思春期の糖質摂取過多による不調と不登校が改善した
ケース

14:10

③鬱・アトピーの再発をレメディーとインナーチャイルド癒しで
乗り越えた音楽家のケース

14:15

④40代女性 物心ついた頃からのアトピーが２回の処方で劇
的に改善したケース

JPHMA認定ホメオパスNo.0960
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0108
石川 あき子（日本ホメオパシーセンター東京総本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0529
ＪＰＨＦ認定インナーチャイルドセラピストNo.0140

※両日ポスター掲示
竹内 基幸（日本ホメオパシーセンター名古屋本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0864

清瀧 聡
JPHMA認定ホメオパスNo.0939
JPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0243
白藤 久子（日本ホメオパシーセンター東京東大和市駅）
JPHMA認定ホメオパスNo.757
同認定アニマルホメオパスNo.A0105
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0254

二宮 加奈子

14:20

JPHMA認定ホメオパスNo.0956
同認定アニマルホメオパスNo.A0126
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0273
⑤膀胱がん切除手術とその後のケアにホメオパシーを使い治 山内 知子（日本ホメオパシーセンター大阪本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0109
癒したケース
同認定アニマルホメオパスNo.A0018
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ポスター発表（Eグループ）１Ｆロビー

※両日ポスター掲示
稲田 敬子（日本ホメオパシーセンター東京総本部）

14:00

①脊椎側弯症が改善したケース

14:05

②ゆっくり休めず働きづめなのが緩み、症状が改善したケー
ス

14:10

③臓器サポートをしながら精神が楽になり気付きが得られた
ケース

14:15

④発達障害、てんかん、喘息のケース

14:20

⑤アトピー、喘息、発達障害の疑いのケース

JPHMA認定ホメオパスNo.0935
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0120
鈴木 寛子（日本ホメオパシーセンター名古屋本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0940
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0100
鈴木 寛子（日本ホメオパシーセンター名古屋本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0940
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0100
鎌田 砂江子（日本ホメオパシーセンター福井恐竜渓谷）
JPHMA認定ホメオパスNo.0244
鎌田 砂江子（日本ホメオパシーセンター福井恐竜渓谷）
JPHMA認定ホメオパスNo.0244

ポスター発表（Fグループ）１Ｆロビー
14:00
14:05
14:10
14:15

14:00

①不随意に顔、頭から転んでしまう状況が改善したケース

②いかにして仏教の考えをホメオパシーとインナーチャイルド
癒しに取り入れるか
③背中、腰、右手首の痛みと憑依しやすい体質が改善した
ケース
④産後のうつ症状が改善し趣味の絵を楽しめるようになった
ケース
ポスター発表（Gグループ）１Ｆロビー表
①インナーチャイルド癒しで体調が改善したケース

※両日ポスター掲示
菅野 幸二（日本ホメオパシーセンター東京総本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0245

道繁 良（日本ホメオパシーセンター島根安来）
JPHMA認定ホメオパスNo.0742

光山 久都
CHhom５期生（第４学年）

光山 久都
CHhom５期生（第４学年）

※両日ポスター掲示
前田 睦（日本ホメオパシーセンター東京総本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0216

水野 和子（日本ホメオパシーセンター湘南平塚）
14:05

②犬におけるホメオパシーの即効性

14:10

③前立腺がんの疑いPSAの数値が下がり安定したケース

14:15

④感情を解放することによりアトピーが改善したケース

JPHMA認定ホメオパスNo.876
同 認定アニマルホメオパスNo.A0118
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0008
月山 ハル（日本ホメオパシーセンター世田谷二子玉川）
JPHMA認定ホメオパスNo.0942
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0218

田中 智子
JPHMA認定ホメオパスNo.0941

両日掲示のみ（口頭発表なし／Ｈグループ）
安武 由希子（日本ホメオパシーセンター福岡本部）
両日掲示のみ ①子宮頚がんワクチンの副反応に改善が見られたケース
〃

JPHMA認定ホメオパスNo.0880
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0037
②長期の不眠症がインナーチャイルド癒しとホメオパシーの併 富田 沙織（日本ホメオパシーセンター大阪本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0899
用で改善したケース

佐藤 文子
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

③うつ症状が改善し抗精神薬から離脱できたケース

JPHMA認定ホメオパスNo.0636
同認定アニマルホメオパスNo.A0088

④ジェムレメディーとフラワーエッセンスの併用で共依存関係 佐藤 文子
JPHMA認定ホメオパスNo.0636
を解消したケース
同認定アニマルホメオパスNo.A0088
⑤還暦を過ぎて愛する夫を失った女性が輝いて生きられるよ 笈田 祐友子（日本ホメオパシーセンター札幌本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0936
うになったケース
永桶
房代（日本ホメオパシーセンター札幌本部）
⑥インナーチャイルドセラピー 自分の言動で誰かを傷つけな

JPHMA認定ホメオパスNo.0653
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0187
竹内 久恵（日本ホメオパシーセンター札幌本部）
⑦手術が出来ないと診断された子宮蓄膿症の犬がレメ
JPHMA認定ホメオパスNo.0499
ディーで劇的に改善したケース
同認定アニマルホメオパスNo.A0084
松本 美千代（日本ホメオパシーセンター名古屋本部）
⑧パニック障害及び不眠が改善したケース
JPHMA認定ホメオパスNo.0510
日比野 康子（日本ホメオパシーセンター愛知東海知多）
⑨長年のうつ病が一回の相談会で好反応を示したケース
JPHMA認定ホメオパスNo.0909
⑩ダウン症に伴う心室中隔欠損症及び心房中隔欠損症への 松本 茂美（日本ホメオパシーセンター岡山駅西）
JPHMA認定ホメオパスNo.0102
アプローチ
⑪押しつぶされそうな不安と激しい耳鳴り～定年退職時期に 藤山 道子（日本ホメオパシーセンター札幌本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0661
起こった心身不調のすみやかな改善
紀野 陽子（日本ホメオパシーセンター東京総本部）
JPHMA認定ホメオパスNo.0917
⑫多くの症状をタイムラインから紐解き改善に導いたケース
同 認定アニマルホメオパスNo.A0125
ＪPHF認定インナーチャイルドセラピストNo.0080

いか、不安で不安でたまらない
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