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講演者情報
統 合 医 療に取り組む５名の医 師や専

門 家が集 結 ︒今二人に一人がかかると

予防法を紹介します︒食や栄養に関す

されている﹁ がん ﹂に対する 治 療 法 や

備えなど︑健康維持に欠かせない情報

る知見や新型コロナウイルスに対する

をリアルタイムで学べます︒

西脇 俊二

「副作用のない抗ガン剤治療
IPTと重曹点滴療法について」

萬 憲彰

「希望のがん治療-標準治療と代
替医療の上手な組み合わせ方」

5.8

（日）

9：50 ｰ 17：15

会場参加のご案内
時間 開場 9：00 ／ 開演 9：50

定員 60名

料金 一般 8,000円（税込）
会員 5,000円（税込）

和田 洋巳

「がんはどのようにしてできるの
か？ どう向き合えばよいのか？
アルカリ化療法の効果」

白川 太郎

「StageⅣ生存率向上を目ざして！」

森山 晃嗣

「がんになる食事、
ならない食事」

※ 会員 … NPOがんコントロール協会会員
※ 会員チケットはお一人様2枚までとなります。

会場 アーバンネット神田カンファレンス

申込 裏面をご覧ください

がん治療に
新たな選択肢を

最新の統合医療や様々な予防法が学べる！

LINE LIVE
YouTube

公式アカウント

お友 達 登 録する
と当日のLIVEが
スムーズ に視 聴
できます！
今すぐ登録！

「NPOがんコント
ロール協会」チャ
ンネル から配 信
を無料で視聴！
今すぐ登録！

LIVE配信のご視聴は、
お申込み不要です。YouTubeの
「NPOがんコントロール協会」
チャンネルより無料でご覧いただけます。

Speaker & Timetable

YouTube LIVE

講演者情報・タイムテーブル

「NPOがんコントロール協会」チャンネル
から配信を無料で視聴！ 今すぐ登録！

日程 2022年5月8日
（日）／ 司会 森山晃嗣・橋谷圭伊子
9：50 - 10：00

開会挨拶

NPO法人がんコントロール協会理事長

副作用のない抗ガン剤治療 - IPTと重曹点滴療法について

にしわき しゅんじ

医師、
弘前大学医学部卒。
ハタイクリニック院長（東京目黒区）、精神科医師、精神保健指定医、
日本アーユルヴェーダ学会上級教
師。卒業後国立国際医療センター精神科に勤務。2009年に東京・目黒のハタイクリニックの院長に就任。漢方医学やアーユル
ヴェーダ医学、超高濃度ビタミンCや糖質制限の食事療法などを用いて、
がんやその他の難病の治療を行なっている。
「僕の生き
る道」
「相棒」
「ATARU」
など、数々のドラマの医事監修も担当している。著書に
「人生は0.2秒で変わる-精神医学的に正しい絶対
的な力の使い方」
「ビタミンC点滴と断糖療法でガンが消える」
「断糖のすすめ〜高血圧、糖尿病が99％治る新・食習慣」
「繊細な
人が快適に暮らすための習慣〜医者が教えるHSP対策」他。

西脇 俊二
10：00 - 11：10

希望のがん治療 - 標準治療と代替医療の上手な組み合わせ方

よろず けんしょう

医師、平成15年産業医科大学医学部卒。医療法人医新会よろずクリニック理事長（鳥取市）。同年鳥取大学医学部付属病院第
二内科入局。平成１６年〜平成２０年済生会江津総合病院消化器内科。平成２０年〜平成２３年十字会野島病院消化器科医
長。平成２３年１０月〜平成３０年８月よろずクリニック院長。平成３０年９月〜医療法人医新会よろずクリニック理事長。
日本先
制臨床医学会理事（統合腫瘍治療研究部会部会長）。国際水素医科学研究会副理事長。
日本老化制御医学会理事。
日本抗腫瘍
ハーブ研究会代表理事。腸内フローラ移植臨床研究会理事。特定非営利活動法人ＭＣＷ経営サポートセンター副理事長。特定
非営利活動法人統合医学健康増進会理事長。著書に
「希望のがん治療 - 大病院が教えてくれない最新治療の効果と受け方」。

萬 憲彰

11：15 - 12：25

12：25 - 13：15

昼休憩

お弁当の販売を致します。
（講師の著書等を販売いたします）

がんはどのようにしてできるのか？ どう向き合えばよいのか？ - アルカリ化療法の効果

わだ ひろみ

医師・医学博士、京都大学名誉教授、京都大学医学部卒。
からすま和田クリニック院長（京都市）。
がん専門医として40年近く京
大病院に勤務、2011年1月に、京都市中京区にからすま和田クリニックを開院。
これまでの自分のがん治療の経験から、大切なこ
とは患者さんとの対話であると実感し、患者さんそれぞれの気持ちを大切にしながら、
どのようにしてQOLを上げていくかを共に
考えていく治療を施し成果をあげている。著書に
「がんとは何か?その本質はNHE1だ! がんの生きる仕組みとそれを用いたがん
治療法」
（共著・監修）
「がんを生き抜く最強ごはん」
「がんに絶対勝ちたい! 和田式食事法」
「がん劇的寛解 アルカリ化食でがんを
抑える」他。

和田 洋巳
13：15 - 14：25

14：25 - 14：50

休憩

講師の著書等を販売いたします。

StageⅣ 生存率向上を目ざして！

しらかわ たろう

医師・医学博士、京都大学医学部卒。京都大学胸部疾患研究所付属病院第一内科入局などを経て、呼吸専門の内科医として経
験を積み、英国オックスフォード大学医学部呼吸器科講師も務める。遺伝子学、免疫学の研究者として世界的な学術誌「ネイ
チャー」
「サイエンス」
に多数の論文を発表。2000年京都大学大学院医学研究科教授に就任。2001年理化学研究所遺伝子多
型研究センター、
アレルギー体質関連遺伝子研究チームリーダー（非常勤）兼務などを経て、2008年長崎県に統合医療をメイン
としたクリニックを開設し、院長に就任した経験を持つなど、精力的に活動中。著書に
「改訂版私は末期がん腫瘍治します」
「末期
がんバイブル… ステージ4からのサバイバル・ガイド」
「がんの非常識」
「糖尿病の非常識」他。

白川 太郎
14：50〜16：00

がんになる食事、
ならない食事

もりやま あきつぐ

NPO法人がんコントロール協会理事長、米国がんコントロール協会（CCS）
日本支部代表。食事療法によって脳膜炎や喘息、皮
膚炎などの病気を克服した体験をきっかけに、米国医大通信講座で
「正常分子栄養学」
の基礎を学ぶ。
その後40年以上にわたり
ロジャー・J・ウィリアムズ博士、
アブラハム・ホッファー博士、
ライナス・ポーリング博士らの生物学的医療の基本となる栄養素に
ついて研究・実践を重ね、現在は講演活動やがん患者さんの栄養サポートやアドバイスを行っている。著書に
「アメリカはなぜガン
が減少したか」
「がん難民119番-救済･治療先進国アメリカに学ぶ」
「脳身快適」他。

森山 晃嗣
16：05 - 17：15

17：15

森山 晃嗣

閉会挨拶

森山 晃嗣

NPO法人がんコントロール協会理事長

会場参加のお申込みについて
お電話でのお申込み

お申込み方法

0120-099-727（平日9:30〜17:30）

インターネットでのお申込み
統合療法コンベンション

お支払い方法

申込期間

お申込みを受付次第「チケット」
と
「振込み
用紙」
を郵送いたします。到着後5日以内に
料金をお振り込みください。
2022年4月1日
（金）
〜5月7日
（土）

［会場］アーバンネット神田カンファレンス

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル2階

ACCESS （JR神田駅西口徒歩1分）

