2018/11/7

第19回JPHMAコングレス ホメオパシー学術大会
－ 体・心・魂を癒す未来の医学 ZENホメオパシー －
会場：世田谷区民会館（ホール）

時 間

大会 1日目 1月 5日(土)

9:45
10:30

開場・受付開始
開会式 （開会宣言、国歌斉唱、学術発表について、開会挨拶）
症例発表① 「レメディーとインナーチャイルド癒しの併用によって心身
が改善し絶望感から脱したケース」
症例発表② 「鍼灸とホメオパシーの併用によって、薬の影響から解放
され大学に復帰出来たケース」
症例発表③ 「子宮頚がんの原因となるヒトパピロマウイルスの感染症状
が改善したケース」

10:55
11:05
11:15
11:25
11:35
11:45
11:55
12:00

登壇者・発表者
※御子様連れ受講対応あり
松尾敬子大会長、JPHMA理事、由井寅子名誉会長
佐藤 文子（日本ホメオパシーセンター札幌西11）
橋本 孝子（日本ホメオパシーセンター仙台錦ケ丘）
小林 智美（CHhom5期）

症例発表④ 「ホメオパシーとインナーチャイルド癒しにより、6cmのチョコレート
豊池 明子（日本ホメオパシーセンター福岡博多）
嚢腫が消失し、子宮内膜症、子宮腺筋症、月経困難症が改善されたケース」

症例発表⑤ 「発達障害・統合失調症のような様々な異常行動が改善
竹内 基幸（日本ホメオパシーセンター名古屋本部）
したケース」
症例発表⑥ 「16歳男性 全身のアトピーと鬱が改善したZENホメオパ
菊田 雄介（日本ホメオパシーセンター東京総本部）
シーのケース」
参加者全員による記念撮影・諸案内
お昼休憩 ※豊受味わい弁当 数量限定 要予約
ポスター発表

JPHMA認定ホメオパス、同アニマルホメオパス、
インナーチャイルドセラピスト、CHhom学生

記念上映

15:05
15:20
15:40
15:55
16:05
16:55

「水科学の新しい展望」 ダイジェスト上映
海外来賓講演 ① ホメオパシー医学のマテリアル・ベーシス（物質的
根拠）:電子顕微鏡によるナノ粒子とホルミシスによる生物活動
JPHMA 災害支援活動報告
休憩
事例発表 「（調整中）」
ＺＥＮホメオパシー体験発表
基調講演 「体・心・魂を癒す未来の医学 ZENホメオパシー①」（仮）
休憩

17:20

海外来賓講演 ② 「インド国内におけるホメオパシー最新情報」（仮）

（13:10～13:40）

13:50
14:15

17:50 １日目総評、ホメオパスの歌
18:00 1日目プログラム終了
18:45～ ＜コングレス開催記念パーティー＞（18:30受付）
会場：世田谷区民会館（２Ｆ集会室）
20:30

Dr.ジェイッシュ・ベラーレ（インド工科大学ボンベイ校 教授）
松尾大会長、JPHMA会員 他
国内ゲスト
会員
由井 寅子 （ＪＰＨＭＡ名誉会長）
Dr. R.K. マンチャンダ（インドＡＹＵＳＨ（伝統医学）省 ホメオパ
シー中央リサーチ研究所 長官 博士）

来賓講評、松尾 敬子大会長、由井寅子名誉会長 他

事前のご予約が必要です
（食事提供：豊受オーガニクスレストラン）

時 間

大会 2日目 1月 6日(日)

9:10
9:30

10:25

開場・受付開始
開会宣言、国歌斉唱、第１日目報告DVD、開会挨拶
症例発表⑦ 「３歳男児・重度の癇癪と便秘が改善したZENホメオパ
シー」
症例発表⑧ 「長年の電磁波と化学物質への過敏症が、インナーチャイ
ルド癒しに取り組むことで改善に向かったケース」
症例発表⑨ 「インナーチャイルドの癒しと体臭、卵巣チョコレート嚢胞の
改善ケース」
実践発表 「これからの自然農に求められるもの」（仮）

10:45

休 憩

11:05

来賓講演 「自然な医療、自然な育児」（仮）
症例発表 「複数のケースからわかる、糖尿病におけるZENホメオパ
シーの可能性」（仮）

高野 弘之（豊受クリニック院長）

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

9:55
10:05
10:15

11:35
12:05

登壇者・発表者
※御子様連れ受講対応あり
松尾敬子大会長、JPHMA理事、由井寅子名誉会長
工藤 聖子（日本ホメオパシーセンター千葉船橋本町）
道繁 良（日本ホメオパシーセンター島根安来）
片上 敦子（日本ホメオパシーセンター練馬平和台）
日本豊受自然農 農場スタッフ

松尾 敬子（大会長 日本ホメオパシーセンター埼玉日高）

13:45

お昼休憩（75分）
※JPHMA年次総会（20分 メインホール）
「真の免疫の探求」 他 ダイジェスト上映

14:10

ＺＥＮホメオパシー体験発表

会員

14:20
15:10
15:40

基調講演 「氣の医学と科学との融合 - ＺＥＮホメオパシー②」（仮）

由井 寅子（ＪＰＨＭＡ名誉会長）

海外来賓講演 ③ 人の誕生から成人期までの発達と「病気」の関係

トレバー・ガン（生化学者、英国ホメオパス）

16:30

パネルディスカッション

登壇者、ご来賓

16:50
17:00

来賓講評 大会総括挨拶、閉会宣言、ホメオパスの歌

来賓講評、松尾 敬子大会長、由井寅子名誉会長 他

12:30

時 間

（※年次総会出席対象：JPHMA会員）
記念上映

休 憩

全プログラム終了

1月 7日(月)～ 8日（火）

発表者

CHhom & JPHMA共催
10:00
海外ホメオパス招聘特別講演
～17:00
トレバー・ガン 特別講演会「ホリスティック病理」

トレバー・ガン（生化学者、英国ホメオパス）

※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センターのみ表示しています。演題テーマ等、予告なく変
更する場合がございます。ご了承ください。（2018年11月1日現在の情報です）
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第19回JPHMAコングレス ホメオパシー学術大会
－ 体・心・魂を癒す未来の医学 ZENホメオパシー －
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時間目安

ポスター発表プログラム

（大会1日目 1月 5日（土））

登壇者・発表者

13:20

ポスター発表（Ａグループ）
※両日ポスター掲示
メインステージ・パワーポイント発表
老化による変形性頚椎症のケース
増田 敬子 （日本ホメオパシーセンター東京総本部）
脳梗塞後、意識不明にまで陥った90代女性が、コミュニケーションをと
月山 ハル （日本ホメオパシーセンター世田谷二子玉川）
れるまでに回復したケース
20ｍしか歩く事が出来なかったほどの臀部の痛みが劇的に改善した男性ケース 恩田 絵里子 （日本ホメオパシーセンター埼玉朝霞）

13:25

声帯ポリープとそれに伴う声のかれが改善したケース

13:10
13:15

清瀧 聡 （日本ホメオパシーセンター埼玉越谷蒲生）

ポスター発表・ポスター掲示 １Ｆロビー

※両日ポスター掲示（受付順）

13:10 シバ犬のアトピー性皮膚炎

今村 香 （日本ホメオパシーセンター滋賀草津）

妊娠中に再発したアトピー性皮膚炎が、インナーチャイルド癒しに取り組むこと

13:15 で劇的に改善したケース

安藤 玲 （日本ホメオパシーセンター旭川永山）

死にたいと思うほど辛かった脳出血後遺症の視床痛が軽減しQOLが向上した
安藤 玲 （日本ホメオパシーセンター旭川永山）
13:20 ケース
13:25 思春期の激しいイライラやアンビバレンツに対する甲状腺のレメディーThyrの活用 松本 美千代 （日本ホメオパシーセンター名古屋本部）

13:30 痛みの改善と共に、感情面で大きな変容があったケース

岡本 祥子 （日本ホメオパシーセンター東京吉祥寺御殿山）
自閉症の子どもが、ワクチンのレメディー等で排出を繰り返すことで、子供らしい
岡本 祥子 （日本ホメオパシーセンター東京吉祥寺御殿山）
13:10 感情を取り戻したケース
リウマチ症状と感情の連動が顕著に見られるケース
石川 あき子 （日本ホメオパシーセンター東京総本部）
13:15

13:20 手指のいぼが改善したケース

佐藤 文子 （日本ホメオパシーセンター札幌西11）

13:25 HSP・HSCに該当する人の生きづらさに対するホメオパシーの有効性

杉浦 美奈子 （日本ホメオパシーセンター愛知三河安城）

13:30
13:10
13:15
13:20

『アトピー 8ヶ月男児 ～スパジリックTuクリームをサポートとして使用すること
で、2回の相談会で完治したケース～』
『アトピー 3ヶ月女児 ～痒みで血まみれの肌をカレンデュラ水のサポートでし
のぎ、肌が再生したケース～』
『とびひ 3歳1ヶ月男児 ～MT)サポートHifによるセルフケアで短期間で完治に
いたったケース～』
落ち着きのない子供とギョウ虫、食との重要性について

鎌田 砂江子 （日本ホメオパシーセンター福井恐竜渓谷）
鎌田 砂江子 （日本ホメオパシーセンター福井恐竜渓谷）
長谷川 希生 （日本ホメオパシーセンター韓国洪城）

13:30 屈曲部のアトピー、顎関節の問題

山﨑 美也子 （CHhom4期）

13:10 車酔いが起きた時、または起きそうな時のレスキューレメディー

山﨑 美也子 （CHhom4期）

13:15 乳がん発症による乳房温存手術後のホメオパシーケアについて

森 なおみ （CHhom5期）

13:20 頭皮・首・顔の痒み、乾燥、掻き壊し。それに伴う出血や痛み

田島 由紀 （CHhom4期）

13:25 シルバーエイジの骨折が１週間で改善したケース

笈田 祐友子 （日本ホメオパシーセンター札幌本部）

ホメオパシーとインナーチャイルド癒しの実践によって、無気力状態から脱し、

13:30 自分を受け入れられるようになったケース
13:10 トラウマによる傷ついた心を解きほぐし、感情を取り戻したケース

橘 央子 （CHhom6期）
井手 麻子 （CHhom5期）

13:15 頭痛、目の周りのクマが改善したケース

白木 慈 （CHhom5期）

13:20 長年の手湿疹が改善したケース

土橋 晃子 （日本ホメオパシーセンター東京総本部）

リウマチで車椅子生活だったクライアントが、ホリスティックな同種の法則で心も

13:25 身体も自立することができたケース
13:10 顔、両腕のアトピー様症状が改善したケース

林 優孝 （日本ホメオパシーセンター長野信州上田）
恩田 絵里子 （日本ホメオパシーセンター埼玉朝霞）

13:15 過食がなくなり、身体のあちこちの痛みが改善したケース

恩田 絵里子 （日本ホメオパシーセンター埼玉朝霞）

13:20 長年の頭痛が改善したケース

恩田 絵里子 （日本ホメオパシーセンター埼玉朝霞）

脳梗塞発症初期からホメオパシーとQX-SCIOでケアできたことにより、短期間

13:25 で改善することができたケース

両日掲示のみ 心の問題から身体に症状が出ていたことが分かる急性のケース

〃

鎌田 砂江子 （日本ホメオパシーセンター福井恐竜渓谷）

加藤 育代 （日本ホメオパシーセンター愛知弥富）
加藤 育代 （日本ホメオパシーセンター愛知弥富）

〃

長年の抜毛症とアトピー性皮膚炎が改善したケース
岡野 桃絵 （日本ホメオパシーセンター福岡博多南）
幼児における対人恐怖症・腸の不調・睡眠障害・身長の伸び悩みが改善した
荒木 愛 （CHhom4期）
ケース
子どものかかる病気を乗り越えてアトピーの症状が大きく改善したケース
光山 久都 （日本ホメオパシーセンターさいたま御蔵）

〃

クレチン症が改善したケース

片山 里美 （日本ホメオパシーセンター石狩当別）

〃

化学物質・電磁波過敏症、潰瘍性大腸炎が改善したケース

矢崎 由香 （日本ホメオパシーセンターロンドン・ケニングトン）

〃

ワクチンや薬剤のフタをとることで、改善へと向かい始めた喘息と発達障害のケース 松岡 知恵 （RAH11期）

〃

発達障害児におけるZENホメオパシーの効果

〃

ZENホメオパシ―によって肺炎や慢性疲労が改善し、真に幸せになれたケース 渡邊 公代 （CHhom6期）

〃

パニック障害が改善したケース

〃

都築 明美 （日本ホメオパシーセンター英国本部（UK) ）

安武 由希子 （日本ホメオパシーセンター福岡本部）

気功整体師・クライアントと共にインナーチャイルド・体の変化と向き合ったケース 町田 万利 （日本ホメオパシーセンター飯能美杉台）

紀野 陽子 （日本ホメオパシーセンター東京総本部）

アトピー性皮膚炎慢性のケース
インナーチャイルドを癒すことにより、15年に渡る腰から右下肢の痛みが改善
し、母として自信をもってアトピーの子供に向かい合えるようになったケース
12歳ビーグル犬の肛門嚢腺腫瘍が改善したケース

水野 和子 （日本ホメオパシーセンター湘南平塚）

動物における救命救急、動物病院との連携

水野 和子 （日本ホメオパシーセンター湘南平塚）

伊藤 真愉美 （日本ホメオパシーセンター千葉幕張ベイタウン）

※最新学術テーマ名は、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センターのみ表示しています。演題テーマ等、予告なく
変更する場合がございます。ご了承ください。（2018年11月1日現在の情報です）
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