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会場　KFC Hall（東京・両国）
時間　開場 8：50 ／開演 9：20

日本人に増え続けている様々な病。
それらの病に対して命がけで
取り組む医師たちがいます。
“様々な治療法がある”ということを
自分・家族の命に迷う人へお伝えします。

Integrative Therapies Convention in Japan 
28th

Annual
統合療法コンベンション

＃がん＃がん ＃糖尿病＃糖尿病 ＃動脈硬化＃動脈硬化 ＃ケトン体＃ケトン体
＃栄養療法＃栄養療法

＃糖質制限＃糖質制限＃うつ病＃うつ病
＃放射線ホルミシス＃ミトコンドリア＃ミトコンドリア ＃温熱療法＃免疫療法＃免疫療法

会場
�

オンライン
同時開催

会場から離れている方でもご自宅
から講演をご覧頂けます。
※視聴は有料です。
※アーカイブは残りません。

主催：　　NPO法人がんコントロール協会　共催：ボタニック･ラボラトリー株式会社／一般社団法人健康指導師会

懇親会friendly reunion
日時：１１月１９日 ( 土 )１７：５０～
料金：６,０００円　定員：８０名
会場：KFC Hall( 第一ホテル両国内 )
※懇親会のみの参加はできません

会員特典member benefits
NPOがんコントロール協会会員のお得な特典
 特典１　2018 年以降の講演動画が見放題 
 特典２　コンベンションのチケットをお得に購入

お申込みは
こちら

今回より紙チケット
は廃止となりました。
会場でのご参加の方
は受付でQRコード
をお見せください。

参加料金について

チケット購入手順

スマートフォン
はQRコードをご
利用ください。

※ 本会員…NPO法人がんコントロール協会会員

2022年１０月1日（土）申込開始日
teket

会　場
料　金

お申込み方法

インターネットでお申込み

お電話でお申込み（※会場チケットのみ）
0120-099-727 ［ 平日9:30-17:30 ］  

会場案内
KFC Hall 〒130-0015 東京都墨田区横網１-６-1 第一ホテル両国 3F

両国駅からお越しの方
都営地下鉄大江戸線 両国駅（A1出口）徒歩０分
JR総武線 両国駅（東口・西口）徒歩約７分
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会　　場 KFC Hall（定員：300名）
〒130-0015 東京都墨田区横網１-６-1 第一ホテル両国 3F

オンライン
料　　金

¥ 11,000（税込）
¥ 8,000（税込）

一　般

本会員
1日券

¥ 18,000（税込）
¥ 14,000（税込）

一　般

本会員
２日
通し券

¥ 10,000（税込）
¥ 7,000（税込）

一　般

本会員
1日券

¥ 16,000（税込）
¥ 11,000（税込）

一　般

本会員
２日
通し券

※ 本会員…NPO法人がんコントロール協会会員

コンベンションの情報をいち早くお届け！

１ ２ ３チケットを選択 teketで会員登録 認証コード

スマホでQRコードを読み込み、イベ
ントページからチケットを選びます

「ログイン・会員登録をして購入」を
クリックし“名前・メールアドレス・パ
スワードを入力

チケット購入
QRコード

登録したメールアドレスに認証コード
が届いたら、入力して確定を押します

４ 支払方法を選択

クレジットカードもしくはコンビニ払
いを選択→「支払いを確定する」をク
リックし購入完了です

さらに詳しい購入
手順はこちら

検索統合療法コンベンション

https://gancon.jp
ホームページはこちら



講師の著書等の販売いたします。 講師の著書等の販売いたします。

9：50 ▶ 10：50

おびつ りょういち
帯津 良一

がん治療の現場での６１年～感慨とこれから～
医師・医学博士、帯津三敬病院名誉院長（埼玉県川越市）、東京大学医学部卒。西洋医学に中国医学や代替療法を取り
入れ、医療の東西融合という新機軸を基に、がん患者などの治療に当たる。人間をまるごと捉えるホリスティック医学の
第一人者として、日本ホリスティック医学協会名誉会長、日本ホメオパシー医学会理事長なども務め、その実績は高く評
価されている。著書に｢いい場を創ろう｣「｢粋な生き方｣「帯津良一のホリスティック寄り道秘話」「Dr.帯津の老いから学ぶ
〈大逆転〉のヒント」「汝のこころを虚空に繋げ」「波動とエネルギーのレシピ」「帯津三敬病院〈がん治療〉最前線」他多数。

メキシコティファナがん統合療法最前線～がん治療7つの主な原則
Hope4Cancer 研究所（メキシコ・ティファナ）の創設者兼医療ディレクター。ティファナ以外にカンクン、タイ、コロンビ
アの4ヶ所にある。M.D,  N.D。過去30年間で博士は世界中のがん患者に安全、効果的かつ非毒性の治療オプションをも
たらすために自分自身を捧げている。また、多くの制御と自然の癌治療法の先駆者として注目されている。体に害を与えな
い治療、Garden Food Planに基づいた栄養の補給、感情とスピリチュアルの癒し等。他に高圧酸素療法、低温プラズマ
オゾン療法、ソノフォトダイナミックセラピー、温熱等。著書に「HOPE for CANCER」（英語版・日本語版）他。 

免疫でがんに克つ !
医師・医学博士 くまもと免疫統合医療クリニック院長（熊本県合志市）、宮崎医科大学卒。日本統合医療学会理事、国際
水素医科学研究会理事長。熊本大学大学院医学研究科博士課程1989年同修了、1992年米国国立癌研究所リサーチ
フェロー。ハイパーサーミアによる温熱療法、水素吸入、オプジーボを始めとした免疫チェックポイント阻害剤、サプリメ
ント、漢方薬などを使い、これと化学療法（低用量で使用）などの標準治療を組み合わせて標準治療だけではなかなか改
善できない多くの進行癌患者の大きな福音になるべく取り組んでいる。著書に「水素ガスでガンは消える！？」「ステージ4
のがんを治す！」「がん治療の免疫革命-がんと水素と悪玉キラーT細胞」他。

精神科診断・治療の〈イメージ〉と現実
市民の人権擁護の会日本支部（CCHR　Japan） 代表世話役、本部は米国ロスアンゼルス。1978年生まれ。東京大学
工学部卒。在学中より、精神医療現場で起きている人権侵害の問題に取り組み、メンタルヘルスの改善を目指す同会の
活動に参加する。被害者や内部告発者らの声を拾い上げ、報道機関や行政機関、議員、警察、麻薬取締官等と共に、数多
くの精神医療機関の不正の摘発に関わる。著書に「発達障害バブルの真相」「もう一回やり直したい 精神科医に心身を支
配され自死した女性の叫び」(以上萬書房)、「発達障害のウソ」「ブラック精神医療」（以上扶桑社新書）。

理論医学は人類を救う！
医師・あさひ内科クリニック院長（福島県郡山市）　京都大学医学部卒。 昭和56年島根医科大学放射線科助手、 昭和
59年京都大学医学部付属病院核医学科医員、 昭和62年より市立島田市民病院放射線科に勤務し、10年間ガンの診
断と診療に携わる。 平成9年4月 郡山市にてあさひ内科クリニックを開業。糖質制限による糖尿病治療で合併症を防ぎ
（高確率で）、動脈硬化改善、メタボ治療、健康長寿、更には放射線ホルミシスや糖質制限による癌治療で大きな成果をあ
げている。著書に「糖尿病に勝ちたければ、インスリンに頼るのをやめなさい」「スーパードクターズ! いま、糖質制限がすご
い! ケトン体生活のススメ」共著、「宇宙の正体」他。

生きる希望と死ぬ希望～死生学研究を理解し、生も死も楽しもう！
医師、こもれびの診療所院長（東京荒川区）、琉球大学医学部卒。卒業後地元大分に戻り小児科の専門医となる。又、山
元敏勝医師の元で鍼の技術を、久留米大学名誉教授・無敵剛介医師からは漢方など東洋医学についての基礎を学ぶ。
2009年、東京の健康増進クリニックに勤務、最先端の補完治療を学ぶ。その傍ら「統合医療塾」に入塾、認知行動療法や
催眠療法、気功や波動、瞑想などの治療法を積極的に学ぶ。2020年５月、東京都荒川区南千住に、西洋医学・東洋医学・
心理療法・催眠療法・補完代替療法の５つの知識・技術・経験を集大成した「こもれびの診療所」を開院。従来の西洋医学
的治療だけでは解決できない悩み・苦しみを抱える多くの患者たちと日々向き合い続けている。著書に「人は死んだらど
うなのか: 死を学べば生き方が変わる」「幸せ脳をつくる3つの法則」他。

がんに打ち克つ食事と栄養
NPO法人がんコントロール協会理事長。食事療法によって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
分子栄養学を学び、その後30年以上にわたり ロジャー・ウイリアムス博士、アブラハム・ホッフォー博士、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について学ぶ傍ら、「生命の鎖理論」に基づいた正常分子栄養学の講演活
動や健康相談を開始。日本各地はもちろん、アメリカ、カナダ、台湾などで講演を続け、これまでの講演回数は4,000回以
上。その参加者は100万人を越えている。著書に「アメリカはなぜガンが減少したか」「続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!!心と身体の健康は食べ物から」他。

ハイパーサーミアと放射線ホルミシス～ミトコンドリアを元気にする！
医師・医学博士、大阪大学名誉教授、彩都友紘会病院病院長（大阪府茨木市）、大阪大学医学部卒。 
1976年国立大阪病院放射線科、1981年大阪大学微生物病研究所放射線科長、1995 年大阪大学医学部放射線医学教室教授（現：同大
学院医学系研究科放射線統合医学講座）、2007年に大阪府茨木市に開設した医療法人友紘会彩都友紘会病院病院長。がん治療に特化し
た病院として検診から急性期、終末期までを担い、がん患者をきめ細かに支える。ハイパーサーミア（温熱療法）を駆使し、対話を重んじ、放射
線はわずかでも危険という考えは誤りであるという、放射線の真実を伝える使命があるとの信念で治療にあたっている。著書に「医師がすす
める 〈免疫生活の家〉がん、難病、体調不良も吹き飛ばす 最高の免疫力の引き出し方!」共著、「低量放射線は怖くない！」他。

がん臨床栄養療法と重水素減少療法の効果 
医師・医学博士 札幌医科大学卒。マギル大学臨床腫瘍学客員教授（カナダ・モントリオール）。平成8年宇宙開発事業団
宇宙医学研究開発室医長、九段クリニック 総院長兼免疫細胞療法センター所長等へて、令和元年9月NPO法人がんコ
ントロール協会理事に就任。がん免疫療法と植物栄養素を中心とした栄養療法など副作用のない多角的療法で成果を
上げている。2010年中国蘭州医科大学第二病院客員教授。著書に「最新の癌免疫細胞療法―リンパ球療法から樹状細
胞癌ワクチンまで」共著。

究極のがん予防とは？国民的健康長寿の道！
医師　宗田マタニティクリニック院長（千葉県市原市）　1965年北海道大学理学部入学、卒業後国際航業入社。その後
医師を志し1973年帝京大学医学部入学、病院勤務を経て千葉の市原に宗田マタニティクリニック開院。妊娠糖尿病で
苦しんでいる妊婦さんとそのお腹の子を救いたい！との思いから探求を重ね、胎児や赤ちゃんが糖質制限していることを
発見し、日本の産婦人科界のデファクトスタンダードに反する糖質制限の食事法で多くの糖尿病妊婦を救っている。著書
に「ケトン体が人類を救う～糖質制限でなぜ健康になるのか」「最強の油・MCTオイルで病気知らずの体になる!」「産科
医が教える 赤ちゃんのための妊婦食」他。

10：55 ▶ 12：05

13：00 ▶ 14：10

あかぎ じゅんじ
赤木 純児

14：15 ▶ 15：25

よねだ のりやす
米田 倫康

16：00 ▶ 17：10

あらい けいすけ
新井 圭輔

10：00 ▶ 11：10

かとう なおや
加藤 直哉

11：15 ▶ 12：25

もりやま あきつぐ
森山 晃嗣

13：25 ▶ 14：35

なかむら ひろのぶ
中村 仁信

14：40 ▶ 15：50

あきやま しんいちろう
秋山 真一郎

16：20 ▶ 17：30

むねた てつお
宗田 哲男

9：20 ▶ 9：50
開会挨拶

フランク・コウジノウ
Frank Cousineau
米国がんコントロール協会（CCS）会長

もりやま あきつぐ
森山 晃嗣
NPO法人がんコントロール協会理事長

9：40 ▶ 10：00
開会挨拶

もりやま あきつぐ
森山 晃嗣
NPO法人がんコントロール協会理事長

12：05 ▶ 12：55 昼休憩

15：25 ▶ 15：55 休憩

お弁当の販売をいたします

17：10 閉会挨拶 森山 晃嗣　NPO法人がんコントロール協会理事長

12：25 ▶ 13：20 昼休憩 お弁当の販売をいたします

15：50 ▶ 16：20 休憩

17：30
閉会挨拶

※講師及び時間は一部変更することがあります※講師及び時間は一部変更することがあります
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アントニオ・ヒメネス
Antonio Jimenez

懇親会 会場参加者限定、懇親会のみの参加はできません17：50 ▶ 19：50

フランク・コウジノウ
Frank Cousineau
米国がんコントロール協会（CCS）会長

もりやま あきつぐ
森山 晃嗣
NPO法人がんコントロール協会理事長


