
日本アーユルヴェーダ学会研究総会
「アーユルヴェーダと遺伝子」

「循環器疾患とヨーガ療法」
日本ヨーガ療法学会研究総会

日本健康促進医学会学術総会
「健康促進につながるサウンドワールド」

市民公開講座［無料］　
講師 木村慧心（日本ヨーガ療法学会理事長）
4月24日（日）9：30～ 11：30　
会場 大宮ソニックシティ小ホール 

一般公開セミナー［参加費：600円］　
講師 亀井 勉／神保太樹
4月24日（日）11：50～13：00　
会場 大宮ソニックシティ 702 会議室（7Ｆ）

日本アーユルヴェーダ学会 1Dayセミナー［参加費：会員8,000円／一般 10,000円］

4月24日（日） 9：00～ 16：10  
会場 大宮ソニックシティ国際会議室（4Ｆ）

 

開催テーマ

International Joint Congress 2016 in Omiya共
同
国
際
会
議

大
宮

2
0
1
6
in

［共催］ 一般社団法人 日本アーユルヴェーダ学会／一般社団法人 日本ヨーガ療法学会／一般社団法人 日本健康促進医学会
［お問い合わせ］ 共同国際会議 2016 in大宮 現地事務局　E-mail: oomiyayoga2016@gmail.com
［広報・お知らせ］ 日本ヨーガ療法学会研究総会2016ホームページ  http://www.yogatherapy.jp/omiya2016/
[後援］埼玉県 / 埼玉県教育委員会／さいたま市／さいたま市教育委員会／一般社団法人日本統合医療学会／
           特定非営利活動法人日本心臓リハビリテーション学会

会期 2016年4月22日（金）～ 24日（日）
会場　大宮ソニックシティ

（さいたま市 JR大宮駅西口徒歩 3分）

第38回

第14回

第 3 回

「生命の神秘」

認定ヨーガ療法士・教師の単位 ▶ 両日参加は10単位／発表は +2単位

● 今回からヨーガ療法学会の抄録集は冊子に替わりデータ配信です。抄録集冊子が必要なかたは、お申し込みください（有料）。

 ［申し込み方法］

● 本大会は3学会合同（日本アーユルヴェーダ学会・日本ヨーガ療法学会・日本健康促進医学会）ですが、各学会で申込先・
振込先が異なります。事前申し込みは所属学会（複数学会に所属しているかたはいずれかの学会を選んで）専用の用紙でお申し
込み及びお振込ください。

● 事前申込は 3月15日（火）午後 3時までの振込とさせていただきます。3月 16日（水）以降は当日受付となります。また、振込
後のキャンセルは返金できません（他人への譲渡も不可です）ので、ご了承ください。振込を済ませた後、別紙申込書に必要事項を
記入し、申込先まで郵送かＦＡＸでお送りください。

● 振込入金確認後、4月上旬ごろに参加証及びデータ情報（申込んだかたには抄録集）を送付しますので、当日必ずお持ちください。

 ［注意事項］

● 本大会は、懇親会を開催せず、名刺交換会を実施します。お茶とお菓子を用意しています。場所が狭いですが、ご参加ください
（参加料は大会参加費に含まれています）。また、名刺交換会は午後 7時に終了しますので、自由に夕食をお楽しみください。

● 分科会を23日9時から開催します。内容は①精神疾患・統合失調関連（601会議室）②高齢者・認知症関連（602会議室）
③がんとヨーガ療法（603会議室）④アルコール・薬物関連（604会議室）定員は 68名～ 80名です。希望者は 1月 7日（木）
以降にホームページからお申し込みください。

● 会場内では、指定された弁当のみ食べられます。持ち込みはできません。飲料水も自動販売機のみ可能です。なお、会場の外
には食堂・レストラン等があります。

● キッズルームを設置します。希望者は事前にホームページからお申し込みください（託児はありません）。

● 本大会は、宿泊施設は斡旋していません。参考までに大宮周辺のホテル一覧を別紙にて紹介します。

● 本大会は、2つの日帰り観光を別紙にて紹介しています。希望者は各自、観光業者にお申し込みください。

● 駐車場代は 30分200円です。会場は大宮駅から3分ほどですので、公共交通機関をご利用ください。

 ［参加費について］

（税込価格）

事前受付（名刺交換会付き）
3月15日（火）午後3時振込済

当日受付
3 月 16 日（水）以降 ※振込不可 備 考

会　員

一　般

朝ヨーガ

22日お弁当

23日お弁当

16,000 円

18,000 円

1,000 円

1,080 円

1,080 円

18,000 円

20,000 円

事前受付のみ

事前受付のみ

事前受付のみ

1日参加も同額、
キース先生講演のみ参加は3,000円

椅子を利用してのヨーガ

大宮駅
至 東京・上野・新宿・横浜 至 高崎・宇都宮

至 春日部

至 川越至 所沢

武蔵野銀行
埼玉りそな銀行

シーノ大宮

大宮そごう ARCHE
DOM丸井 JACK大宮

至 熊谷国道17号線

 ［交通アクセス］
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JR・東武野田線 大宮駅西口　歩行デッキにて直結、徒歩約3分

『ソニックシティホール』

大ホール
小ホール
国際会議場

『ソニックシティビル』
アーユルヴェーダ学会 ▼市民ホール4階
健康促進医学会 ▼市民ホール4階
ヨーガ療法学会 分科会 ▼ 会議室 6階
ポスターセッション ▼ 第1展示場 地下１階
名刺交換会 ▼第1展示場 地下１階
※エレベーター：低層階用（4 基のみ）使用のこと
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（事前受付のみ）

（当日受付可）



● 共同プログラムで特に記載のない場合は大ホールで行います。
● プログラムの内容は変更になる場合があります。
● ※1　１dayセミナーは大会参加費とは別に有料です。申込・問合せは日本アーユルヴェーダ学会事務局　TEL: 054-260-4899／     FAX: 054-333-5560 ／ E-mail: info@ayv-gakkai.com　振込用紙にて前納制。 （担当：長澤 宏）
● ※2　資格認定試験・実習セミナーは大会参加費とは別に有料です。  お申し込み・お問い合わせは健康促進総合研究所事務局　  TEL: 095-843-8422（または 090-7854-9985）／ FAX: 095-894-8982／ E-mail: info@hpi.or.jp  （担当：木村真二）
● ※3　ランチョンセミナーはホームページ（http://www.yogatherapy.jp/omiya2016/）よりお申し込みください。

開催プログラム 共同国際会議 2016 in 大宮 

「アーユルヴェーダと遺伝子」
大会長 木村宏輝
（東邦大学医療センター大橋病院第2麻酔医研究員・アーユルヴェーダ学会資格認定委員会委員長）

「循環器疾患とヨーガ療法」 
大会長 長山雅俊
（榊原記念病院循環器内科  部長・心臓リハビリテーション室長・医療連携室長） 

「健康促進につながるサウンドワールド」 
大会長 和合治久（わごう はるひさ）
（埼玉医科大学保健医療学部健康医療科学科・同大学院医学研究科医科学 教授）

日本アーユルヴェーダ学会研究総会 日本ヨーガ  療法学会研究総会 日本健康促進医学会学術総会

ホール棟　大ホール ビル棟 4F　市民ホール第 3集会室メイン会場

9：10～ 10：50
11：00～ 11：55

9：00～ 9：55
10：15～ 11：15
11：45～ 12：00

受付開始 （大ホール） 
合同開会式・開校の祈り・大会長あいさつ （大ホール）

名刺交換会 （ビル棟１F　第１展示場）　※お茶とお菓子の用意有り

昼食・休憩　大ホール （弁当引き渡しは大ホール サイド）

一般研究発表1
御影雅幸 「アーユルヴェーダと中国医学」

大会長講演　長山雅彦　「心臓リハビリテーションにおけるヨーガ療法の可能性」
一般研究発表　ポスターセッション （ビル棟 B1F 第１展示場）/ オーラル発表（大ホール）
学会賞受賞式

インド大使あいさつ
ビーマ・バット  「プラクリティ（体質・気質）その健康と病気に於ける役割、特に関節リウマ チに対する感受性との関連において」
ＢＫ・テルマ  「アーユルヴェーダの遺伝学 ー関節 リウマチ感受性遺伝子 / 遺伝子座を特定する ための研究と関連したプラクリティに基づいたサブ・グループ化とゲノムを 組み合わせた新たな試み」
百村伸一 「睡眠の質と心臓病」　　　　　　　　　　　　　　　

8：00～
8：45～ 9：00

12：00～ 13：00

合同会議
ケント・Ｍ・キース 「逆説の掟  生きる意味と意欲」
対談 ケント・Ｍ・キース ×木村慧心

13：30～ 15：30
15：40～ 16：30

13：00～ 13：30
13：30～ 14：50
15：00～ 16：20
16：30～ 17：30

17：45～ 19：00

合同閉会式・次期大会長あいさつ16：30～ 17：00

ビル棟4F　市民ホール第 1・2 集会室

22日
（金）

24日
（日）

9：00～ 10：00
10：05～ 11：00
11：05～ 12：00
12：00～ 12：40

9：00～ 12：00 分科会（ビル棟６Ｆ）

受付開始 （大ホール） 
朝ヨーガ （大ホール）

アーユルヴェーダ学会総会  （市民ホール第 1・第 2）　　昼食・休憩 （弁当引き渡しは大ホール サイド )

一般研究発表2
渡邉郁子 「チャラカ・サンヒターのサンスクリット」
クシャーラ・スートラ研究会
アーユルヴェーダ学会総会 （ビル棟４F 市民ホール第 1・2）

9：00～ 12：00
基調講演
和合治久 
「健康促進につながるサウンドワールド」

一般研究発表

［テーマ］
精神／統合失調症関連
高齢者／認知症関連
がんとヨーガ療法
アルコール／薬物関連

9：00～ 12：00 （大ホール）
教育講演
「循環器系疾患講座」
テーマ：心臓病、最新の心臓手術、狭心症、
          不整脈、心不全、リハビリテーション
講師：長山雅俊、高梨秀一郎、礒良崇、
        木庭新治、角田史敬、笠田 舞

［会議室］
601
602
603
604

［講師］
糸川昌成
工藤千秋
森 一郎
加藤武士

7：45～
8：00～ 8：４５

12：00～ 12：45

23日
（土）

12：45～ 13：30 日本ヨーガ療法学会総会 13：00～ 13：30

ランチョンセミナー※3

日本健康促進医学会総会

12：00～ 13：00

9：00～ 16：00

１day セミナー（有料・申込制・２００席） ※1

（参加費：会員8,000円／一般10,000円） 
ビーマ・バット 講座
ＢＫ・テルマ 講座
アーユルヴェーダ初級基礎講座

9：30～ 11：30

市民公開講座 ( 無料・申込制・５００席）

木村慧心 「ストレスマネージメントとしてのヨーガ療法」 

一般公開セミナー・資格認定試験・実習（有料） ※2
（ホール棟２F 小ホール）

（ホール棟 7F 702 会議室）

（敬称略）

（ホール棟４F 国際会議室）

13：20～14：00　日本健康促進医学会認定の「健康普及専門員・指導士」資格認定試験
14：20～15：30　健康維持・健康促進、病気の発症予防実習

11：50～13：00　一般公開セミナー（参加費：600円・申込制・60席） 講師：亀井勉、神保太樹
　　　　　　　　　「インド伝承医学、特にヨーガとアロマセラピーのアンチエイジング（老化防止）効果」


