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この本は、
ＮＰＯ法人ガンの患者学研究所が、全国百二十八万人
のガン患者さん全員の手に渡るよう、無料で配布するものです。
最後までお読みになって、
この本が少しでも役立つと思われたな
ら、どうかあなたも 、
一人でも多くの患者さんやご家族にこれを手
渡し、力になって差しあげてください。

本誌の設置先を募集しています！
本誌の設置先を募集しています
！
お店
・病院などで
『すべては、
あなたが治るため』
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抗ガン剤など、副作用の多い治療に疑問を持ちながらも、他に方
法がないと思い込んでおられる方。
今までの治療でうまくいかず、不安や諦めを抱いておられる方。
ガンになったばかりの方。再発転移の不安がある方。
いきなり末期
と言われた方。
ぜひともお読みください。
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この本には、手術 、放射線 、抗ガン剤への批判や、それに代わる治
療法の提案もあります。
だから、
これまでの常識に囚われている方には、受け入れ難い面も
あるかもしれません。
鵜呑みにするのではなく、ご自身でよく考えられた上、あくまで
も自己責任で取捨選択されることをお勧めします。
治療法を選ぶことは、生き方を選ぶことだからです。

すべては、あなたが治るため

ガンをはねのけ生き抜く力

本誌をご希望の方へ
本誌をご希望の方へ

はじめに

あなたに
治ってほしいから

「ガンは治る。再発転移はもちろん、末期ガンもやはり、治る」
テ レ ビ 番 組、 著 書、 セ ミ ナ ー や 講 演 会 を 通 じ て、 私 は、 何
十万人もの患者さんに、こう訴え、治す戦略を伝え続けてきま
した。
嬉しいことに、私たち『ガンの患者学研究所』の周囲には、
この言葉の正しさを身をもって証明してくれる〈生還者〉が、
着実に増え続けています。
けれど一方、日本全国の一年間のガンによる死者は、三十六万

治す知恵と戦略を伝えたい
——

人をゆうに超えている……。
●

ガンは、本当はとても治しやすい病気なのに、治す方法を知
らない人が、何と多いことか。そして、ただ苦しい治療に耐え、
命を落とす人が、何と多いことか。
何とかしたい、今すぐにでも！
ただその思い一つで、私は、この本を配る決心をしたのです。
どんな政治・宗教団体とのつながりも持たず、いかなる企業
のスポンサーもとらない……そんな何の後ろ楯もない小さなボ
ランティア団体が、百二十八万部も無料で配るのは、気の遠く
なるようなこと。
「無謀だ」
「つぶれるよ」多くの人たちから、こんな忠告を受
けました。
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けれど、私自身の体験が、この無謀を実行させずにはおかな
いのです。
一九九〇年、私は腎臓ガンになりました。三年以内に九十九
パーセント、肺と脳に転移する……医者の言葉が胸に刺さり、
その上、小さな子供三人と住宅ローンを抱えて、幾度、眠れぬ
夜を過ごしたことでしょう。
しかし今、私は、ガンになる以前よりはるかに、心身共に健
康で幸せな毎日を送っています。
苦しみ、悩み、怒り、泣き、喜び、感謝しながら……命がけ
でつかんだ、治すための知恵と戦略を一人でも多くの患者さん
に伝えたい、何としても……。
その強い思いが、この無謀に挑戦させずにおかないのです。
多くの方のおかげで、私は治りました。けれど、私一人が治っ

あなたは 一 人ではありません
——

ても、
私は素直に喜べない。私はあなたにも治ってほしいのです。
●

私は元患者です。だから、あなたが、人生をどんなに真面目
に一生懸命に生きてこられたか、どれほど大変なご苦労をされ
たか、手に取るように分かる気がします。
思いがけずガンになった、その驚き、無念の思い、将来への
不安……きっと、かつての私と同じでしょう。
けれど、この本を手に取ってくださったあなたはもう、一人
ではありません。
あなたは、もうこれ以上苦しんではいけない。今度こそ、治
らなければいけない。
そして、あなたには、健康と幸せを手に入れる資格があるの
です。
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あなたは今、思いがけないガン宣
不安を抱いているのかもしれませ

ころか、徐々に悪化の一途。大きな

大丈夫！
希望を持てば、あなたは治る

告 で、 パ ニ ッ ク に な っ て い ま せ ん
ん。

治った百二十四人が大集合

ある、治るチャンスは充分ある、と。

大丈夫！ どんなときにも希望は

けれど、私は断言します。

だと言われ、深い絶望の中……。

もしかすると、いきなり、
〈末期〉

か？
再発や転移が判明し、大きな落胆
を味わっているのでしょうか？
すべて医者の指示どおりに治療を
受けたにもかかわらず、良くなるど

1

二○○三年四月、私たちガンの患
者学研究所は、東京調布市で、第一
回『千百人集会』を成功させました。
これは、今まさに闘病中のガン患
者さん千人と、ガンがすっかり治っ
た元患者さん百人が集まり、二日間
にわたって徹底的に体験の交流をす
るという、勇気と感動に満ちた世界
初の大イベントでした。
治った人は、実際には、百二十四
人も参加してくれたのですが、素晴
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1

らしいのは、このうち、およそ三十

肺、腎臓、大腸、骨にまで転移し

現代ガン医療の常識から見て、治る
転移したガンを消失させたＩさん。

前立腺ガンから肝臓と全身の骨に

た子宮ガンを完治させたＯさん。

はずのない人たち、医師たちが〈奇
卵巣ガンの末期で、ついに心臓停

パーセント、つまり四十人以上は、

跡〉と呼ぶような人たちだったので
を取り戻して十六年という、Ｋさん

止にまでなりながら、すっかり健康

例えば……。
のような人さえいたのです。

す。
大腸ガン、肝臓ガン、肺ガンをす
そ し て も ち ろ ん、
『千百人集会』
後も、生還者は増え続けています。

べて消滅させたＭさん。
末期の大腸ガンと膀胱ガンを、一
けれど私は、この本で〈奇跡の物
や、 こ の 人 た ち も 決 し て 奇 跡 的 に

語〉を書くつもりはありません。い

切の西洋医学的な治療をせずに消失
させたＩさん。
Ⅳ期の悪性リンパ腫を治したＫさ

これから紹介する、誰にでも実践

に言うつもりはありません。けれど、

もちろん私には、何でも治るよう

治ったのではありません。

できる小さな努力を積み重ね、その

今はたとえどんなに絶望的に見えよ

ん。

〈当然の結果〉として治ったのです。

なら、治るチャンスはぐっと広がっ

うと、諦めず、必要な努力を続ける

現実に治った仲間も、たくさんいま

てくる。それだけは言いたいのです。

治す方法はいくらでもあります。
す。だからこそ、私は言うのです。

大丈夫！ どんなときにも希望はある。
『ガンの患者学研究所』の下部組織『いのちの田圃（たんぼ）の会』に
は、ガンを治した先輩が、三百人以上。その人たちのことを私たち
は、憧れを込めて、〈 治ったさん 〉
と呼んでいます。一緒に学べば、
今
度はあなたが治る番です！
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大丈夫！ あなたも、きっと治る！

治す
ワンポイント

責任を取れば、あなたは治る

談を受けてきた私は、あるとき、治

これまでに数千人の患者さんの相
治らないなどと言うつもりは、決し

の人が治り、取らなければ、絶対に

もちろん、責任を取れば、すべて

い人は治らない〉というもの。

るかどうかを左右する重要な法則が
てありません。

治る法則

あ る こ と に 気 づ き ま し た。 そ れ
〈責任を取った人は治り、取らな

と、投げやりになりがちです。そこ

闘病の結果は大きく違う。その証拠

けれど、取るか取らないかでは、

に、 『千百人集会』 の治った百二十四

で、今では、
〈生活習慣病〉と呼ぶ

は……。

人は、みんな責任を取っていたので

ように変わっています。
ハッキリとなりました。

そのおかげで、次の二つのことが、

す。

ガンは生活習慣病

ういうことか？

二 病気を治すために最も重要なこ

の間違った生活習慣にある。

一 病気を作った原因は、患者自身

〈生活習慣病〉という言葉があり

とは、間違った生活習慣を改める、

では、責任を取るとは、一体、ど

ます。糖尿病、痛風、リウマチ、高

患者自身の努力である。
そして私は、ガンが、この生活習

脂血症、心筋梗塞、脳梗塞など、以
前は、
〈成人病〉と呼ばれていた病

けてきたのです（国立がん研究セン

慣病の典型であることを、主張し続

しかし成人病と呼んでいては、患

ターもこのことを認めています）
。

気のことです。

者さんは「歳のせいだから仕方ない」
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2

ただ医者任せにして、手術や放射

ガンは、何かの悪い偶然でできた
に行くなとか、医者にかかるななど

は駄目。と言っても、もちろん病院

線や、抗ガン剤だけで治そうとして

ものではありません。他ならぬ、あ
と無茶を言うつもりはありません。

ガンは、 自分で治せる

なた自身の間違った生活習慣が作っ
生活習慣を改めない限り、どんな最
たたない…そう言いたいのです。

新の治療法も新薬も、本当の役には

たのです。
だから、自分が作ったガンは、自
分で治す……これが、
〈責任を取る〉

り ま せ ん。
〈 責 任 を 取 る 〉 こ と で、

あなたを責めるのでは、決してあ

る努力を惜しむな……そうすれば、

取ろう。治すためには、自分ででき

た一つの自分の命に対して、責任を

かけがえのない自分の身体、たっ

あなたの治るチャンスがぐっと広が
た と え ど ん な に 末 期 で も 大 丈 夫、

ということなのです。

る……理論から経験から、そう確信
きっと、自分で治せるのです。

大丈夫！ あなたもきっと、
自分で治せます。
たった一度の人生。決して二度とはない人生。一刻も早く、生活習
慣改善の本格的な指導を受けましょう！ そうすれば、今度は、あ
なたが〈 治ったさん 〉になる番です！
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するからこそ、言うのです。

治す
ワンポイント

です。

顔を出した黒い部分は、
ガン。
〈結果〉

原因を取り除けば、あなたは治る

原因は、 必ずある
ものごと何でも、ある特定の結果
が引き起こされるには、必ず、それ

図を見てください。
氷山一つが一人の患者さんを示
に見合っただけの原因があります。
らず、何かの偶然にしか思えなくと

一見すると原因などさっぱり分か

し、同時に〈ガンの原因と結果〉を
表しています。
波線は海面。その上にちょこんと

も、良く考えれば、やはり

心の持ち方の乱れ
不足。運動不足など。

昼夜の逆転した不規則な毎日。睡眠

ライフスタイルの乱れ

原因はあるのです。

食事の乱れ

原因

©川竹

ガンの原因と結果

ガンも例外ではありませ
ん。

三つの原因
では、ガンの原因は何か？
ラ イ フ ス タ イ ル の 乱 れ、
食事の乱れ、心の持ち方の
乱れ……私はこの三つを代
表的なものとして考えてい
ます。
ライフスタイルの乱れと
は……年中無休のような仕事ぶり。

ガン（結果）
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えっ？ 「私は普通の食事をして

人は、恐らくいないはず。

牛乳などの常食で、動物性タンパク、
いた。それがガンの原因になるなん

食事の乱れとは……肉、魚、卵、
脂肪、カロリーをとり過ぎる一方、
て納得できない」ですか？

あなたも、ガンという結果を招いて

さて、三つの原因によって、私も

原因を変えれば、結果は変わる

え続けているとも言えるのです。

だからこそ、ガンはこんなにも増

しくは後で）
。

その〈普通〉が危ないのです（詳

野菜不足で、ビタミン・ミネラルが
とれていない。つまり現代日本の一
般のご家庭で、ごく普通に行われて
いる食事。
心の持ち方の乱れとは……職場や
家庭での人間関係のもつれ、仕事の
プレッシャー、金銭問題など人生に
起こってくるさまざまなトラブルか
らくる、あらゆるストレス。
しまった。
治すためには、つまり、今度は〈ガ

こ う し て み る と、 程 度 の 違 い は
あっても、まったく心当たりのない

原 因 が 変 わ れ ば、 当 然 結 果 は 変
わってくる訳ですからね。

ン〉ではなく、
〈健康〉というまっ
たく違う結果を得るためには、どう

言で表したのが、
〈生活習慣〉とい

ちなみに、この三つの原因を、一

答えは簡単。原因を変えればいい。

う言葉。やはり、ガンを治す根本は、

すればいいか……。

ガンになった原因を一つ一つ取り除

生活習慣の改善なのです。

大丈夫！ 原因を取り除けば、ガンは治りま
す！
原因を探り、一つ一つ、徹底的に改める・・・こうして三百人以上の
先輩たちが治りました。今度はあなたが治る番です。
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けばいいのです。

治す
ワンポイント

三大療法は、どんなことをしてく

三大療法は再発・転移が防げない

本質について、考えてみましょう。

そこで、この章では、三大療法の

違いありません。

に感じている方も、きっと、いるに

三大療法の限界を知れば、
あなたは治る

生活習慣の改善？ そんな当たり
前の地味なことで本当に、ガンが治
るだろうか？ やっぱり手術や抗ガ
ン剤じゃないと頼りない……。
私のセミナーでも、こんな疑問を
持つ方が、珍しくありません。
読者の皆さんの中にも、同じよう

いささかきつい言い方になります
が、原因を取り除かない三大療法は、

れるのか？
海面からわずかに頭を出した氷山

ニキビを潰すようなものなのです。
「手術で、ガンはきれいに取れたか

の一部、ガンの固まりを……手術で
切って取る、放射線で焼き殺す、抗

らもう大丈夫」
「再発予防に抗ガン
剤もしっかりやった、だから大丈夫」

ガン剤で毒殺する……だけ。
つまり、
目に見えるガンという〈結

こう言われてすっかり安心してい

見つかった人が、いかに多いか。

果〉を、取り除いただけ。肝心の原

と、どうなるか。同じ原因からは、

もしかすると、あなたも……。

たのに、一年後、三年後、五年後、

同じ結果が引き起こされる。つまり、

三大療法は、再発や転移を予防で

因には、まったく手を付けず、その

せっかく辛い治療に耐えても、いず

きない。ニキビ潰しなら何百回やっ

十年後、二十年後……再発や転移が

れまた、ガンは出てくる。これが、

ても命に別状はない。けれど、手術

ままです。

再発や転移です。
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や 抗 ガ ン 剤 は …… も う お 分 か り で
しょう。

元の生活にもどってはいけない
日本では、治療後五年を経過すれ
ば、そのガンは治ったと見なす。
だから、早期発見・早期治療のお
かげで五年生存率は向上していま
す。

「元の生活にもどっていいですよ」
医者からこう言われても、決して
安心してはいけません。

本当の治療は退院後
どんなに地味で頼りなさげに見え
ようと、日々毎日、こつこつと、生
活習慣の改善に励むこと。
病院で医者がやる治療は、言わば

原因を取り除かないままなので、結
身が、原因を徹底的に取り除くこと。

本当の治療は、退院後、あなた自

応急処置。時間稼ぎです。

局は……。だからこそ、こんなにも
再発や転移の怖れのない、本当の

けれど、どんなに早期発見しても、

物凄い勢いで、ガン死者は増え続け
治癒は、その先にこそ、あるのです。

大丈夫！ 再発・転移の不安を解消し、あなた
らしく生き抜きましょう！
三大療法のすべては否定しない。けれど、その限界はしっかり知っ
て依存しない。こうして先輩たちは、着々と治る道筋を歩んでいま
す。
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ているのです。

治す
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効率〉二十パーセント。

準があります。それはなんと、
〈有

抗ガン剤を国が認可するときの基

について書いてみましょう。

〈 効く 〉の実態を知れば、
あなたは治る

八割に効かなくてもいい
えっ？「川竹は三大療法を批判す
るが、抗ガン剤が効く例もあると医
つまり、八十パーセントの人には、
効かなくてもいい……仮にある抗ガ

者は言っている」ですか？
当然の疑問だと思います。
ン剤を十人の患者に処方するとし

②ガンの大きさが半分になった状態が
４週間続くこと

分に縮んだ状態が、四週間続けば、

国の基準では、ガンの大きさが半

のか、ご存じでしょうか？

具体的に、どんな状態を表している

でも、その〈効く〉という言葉は

パーセントに入ったとします。

ではこの章では、抗ガン剤の効果

て、八人には効かなくてもいい、そ
れでも認可する。これが国の基準で
す。

これでも〈効く〉と言えるのか？

20％

いいというのです。

半分

さらに問題なのは、〈有効〉の中身。

80％は無効

幸いにしてあなたが、効く方の二十

①有効率が20％を超えていること
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抗ガン剤認可基準の図

ン剤治療を受けている患者さんは、

か？ いやそれより、今現在、抗ガ
薬に対する耐性を付けるため、やが

定の効果をあげたとしても、ガンが

しかも、幸いにして、ある薬が一

かもしれない。あまりにも話が違う。

このことを知っているのでしょう
て、まったく効かなくなるのです。

こんな馬鹿なことがあるでしょう

すでに治療を終えた人たち

か？
で治ることを期待している。他に助か

しかし多くの患者さんは、抗ガン剤

副作用の大変な苦しみに、ひたす
る方法はないと思い込まされている。

は、知っていたのでしょうか？
ら 耐 え る の は、 何 の た め で す か？
このことを初めて知った時、私は、

もちろん、それでも抗ガン剤を使

ガンになった医者は、
抗ガン剤を使わない

悔し涙がでました。

ガンの大きさを半分に縮めるためで
すか？
この苦しみを耐え抜けば、すっか
り元気になって、三十年も四十年も
ると思うから、ではないでしょうか。
い続ける仲間もいます。それはあく

健康で幸せな人生を送ることができ
けれど、効き目は、わずか四週間

ピラ」という人が珍しくありません。
知っています。

私は現に何人も、そういう医者を

までも、ご本人の自由。自己責任で
決めることです。
でも、次のことだけでも覚えてお

のちの田圃（たんぼ）の会』の会員

そして、ガンの患者学研究所『い

患者さんには毎日抗ガン剤を使っ

になって謙虚に学ぶ医者たちも、少

いてください。
ている医者も、いざ自分や家族がガ

しずつ増えてきました。

大丈夫！ あなたなら、やり遂げられる！
治療法を選ぶことは、生き方を選ぶこと。
医者任せにせず、常識を
うのみにせず、自分で考え、自分で判断できる力を養いましょう。
始めから完璧にできる人などいません。ガンの患者学研究所で学
ぶうち、〈 できる人・自分で治せる人 〉に変わってゆくのです。
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ンになると、
「抗ガン剤なんかマッ

治す
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池見酉次郎氏が次のように……。

ある本の中、元九州大学名誉教授

した。

自然退縮に学べば、あなたは治る

ガンは自然に治る
少し明るい話をしましょう。ガン

一九九〇年、腎臓ガンを発病した
になって医者から完全に匙を投げら

退縮の研究を始めました。末期ガン

〈私どもは十数年前、ガンの自然

私は、退院後のある日、ガンの自然
れ た 患 者 さ ん が、 時 と し て 自 然 に

が自然に治るという話です。

退縮（たいしゅく）の存在を知りま

さまざまな生活習慣病の中でも、ガ

シャル『人間はなぜ治るのか』三本

て 取 材 し、 Ｎ Ｈ Ｋ 教 育 テ レ ビ ス ペ

た人たちの証言を海外にまで出かけ

一九九三年。私は、自然退縮をし

てきたからです。

人を、実際にこの目で、たくさん見

なぜなら、ガンを自然退縮させた

ら言えます。

ンは〈治りやすい〉病気だと、今な

治ってしまうんですね〉
ガンが自然に治る・・・。転移の
恐怖に苦しんでいた私には、にわか
には信じられませんでした。
けれどこのことを妻に話すと、微
笑んで言うのです。
「自然に治るくらいなら、ガンも
大したことないのね」
このとき、私の心に一筋の希望の
光がさしました。

シリーズとして放送。大反響を巻き

「末期ガンも治るなんて初めて知

起こしました。

妻の言葉どおり、ガンなんてまっ

りました。もう一度頑張ってみます」

増え続ける自然退縮

たく大したことはない。どころか、
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ん。手術、放射線、抗ガン剤をさん

学を拒否していたわけではありませ

職してガンの患者学研究所を立ち上
ざん受け……にもかかわらず、ます

こんな喜びの声が忘れられず、退
げ、挑戦したのが『千百人集会』の
法に見切りをつけ、日々営々、ガン

ます悪化の一途。仕方なく、三大療

す る と …… 余 命 半 年、 余 命 一 カ
の原因を取り除こうと、生活習慣の

開催です。
月 …… 治 っ た 百 二 十 四 人 の 中 に、
改善に取り組み、ついに末期ガンも
ではなぜ、こんなことが起こるの

三十人近くもの自然退縮経験者が集
そして実に嬉しいことに、『千百人
でしょうか？ 理由は簡単。ガンの

自然退縮させたのです。

集会』
で自信を得て、
新たに自然退縮
原因を自らの努力によって、徹底的

まってくれたのです。

をする人も、着実に出てきています。
に取り除いたから。

いた……けれど、その生活習慣が改

彼等の多くも、最初から、西洋医

ん。自然退縮を目指せばいいのです。

も、けっして諦める必要はありませ

もと備わっていた免疫力が低下して

間違った生活習慣がもとで、もと

められると、免疫力はムクムクと頭

※二〇一五年現在、ガンの患者学

自然退縮は、あなたにもできる

をもたげ、ガンは消失する……これ

研究所『いのちの田圃（たんぼ）の会』
の自然退縮者はついに五十人を超え

も、当然のことなのです。
だから、もしあなたが、医師から

ました。これは、世界一の実績です。

大丈夫！ あなたの身体は治りたがっている。
一人の身の上に起こった良いことは、誰の上にも起こります。
だか
ら、あなたにもきっと、自然退縮は、実現できるでしょう。
あとは、
努力あるのみ！
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もう治療法はないと言われたとして
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〈生命の鎖〉という言葉

覚えておいてください。
一 第一回『千百人集会』に参加し
た〈治ったさん〉百二十四人のうち、
約八割は、玄米菜食をしていました。
もちろん、末期ガンを自然退縮させ

そんなもの。大目に見ましょう。
でも、以下の二つのことだけは、

りますね。でもまあ、最初はみんな

こんな食事が、あなたを治す

治った人の八割が玄米菜食
私はガンになって以来、玄米菜食
を続けています。
おいしくて、健康になれて、本当
に、こんな幸せはありません。
今、 心 の 中 で ゲ ッ と 叫 ん だ あ な
た……玄米に対して相当な偏見があ

た人もいます。
二 アメリカの対ガン協
会は、
『ガンになってから
の食事療法』というレポー
トの中で、ベジタリアン
の食事、つまり日本で言
えば玄米菜食の効果を大
きく取り上げています。

があります。人間が健康
を保つのに、どうしても
欠けてはいけない四十七
の栄養素のことで、玄米
の一粒は、そのほとんど
を含んでいる。だから後
は、少量の野菜で補えば
完璧なのです。

カスを食べ続けますか？

ではなぜ、玄米菜食がいいのか？
玄米は、米のモミ殻を取り去った
一方、白米つまり胚乳の部分には
だけで、糠と胚芽を残しています。 まったくと言っていいほど栄養素は
そして、米の栄養素のほとんどは、 ありません。ちなみに、白米という
この糠と胚芽の部分に含まれている
字を横に並べて書くと……なんと粕
のです。
（カス）
。

玄米の底力

胚芽
糠
（表皮）
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胚乳
（白米）

7

で肝臓も腎臓も疲れ果て、脂肪のと
り過ぎで血液はドロドロ、カロリー

品目。肉も卵も牛乳もと手当たり次
第に食べねばならない。
すると、動物タンパクのとり過ぎ

です。
一方、我が日本では、どうか。ガ

年間で、ガン死者が二十二パーセン
トも減少したという統計もあるほど

率は減り始め・・・今ではガンにな
る人も、ガンで亡くなる人も右肩下
がりに減り続けています。この二十

一九九〇年、アメリカのガン死亡

のとり過ぎはガンに餌をやっている
ようなもの。

粕を主食にするから、副食を三十

おまけにこんな食事では舌が馬鹿
になり、次第に野菜を食べなくなる。
おかげでガンと闘う黄金トリオの
ビタミンＣ、Ｅ、βカロテンは決定
的に不足……実にとんでもない結果
を招くのです。
なレポートを発表しました。

ン死者は、今も毎年、右肩上がりに
増加するばかり。
一体、この違いは、どこから来る
のでしょうか？ 大きな理由の一つ
は、食生活です。
一九七七年、アメリカ上院議員マ
クガバンは、五千ページに及ぶ膨大

減るアメリカ、 増える日本

イブ・ア・デイ運動」が始まるなど、
国家的規模での食習慣の徹底的な改
善が進められて来ました。
以来、アメリカのみならず、世界
各国で食習慣の改善が提言され、研
究が進められています。
玄米菜食は、そんな世界の潮流の
最先端をいく食事なのです。

大丈夫！ 玄米菜食で、毎年、治る人が続出し
ています。
おいしく食べて、楽に治す。そして豊かな人生を！ あなたも、是
非、すぐに！
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全世界の栄養状態と病気の関係を
調査した結果、未精白の穀物（日本
では玄米に当たります）を食事の中
心に据え、肉、卵、牛乳など動物性
食品を極力減らし、野菜をできるだ
け多くとることを提唱したのです。
さらに一九九一年には、一日五皿
以上の野菜を食べようという「ファ

治す
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〈 手当て 〉で危機脱出！
あなたは治る

大丈夫！〈手当て〉が、
危機を救っ
てくれるでしょう。
〈手当て〉とは、身近にある自然

胸水 ・ 腹水もとれる
「玄米菜食より、もっと早く効果
の素材を使ってする民間療法の一
つ。

が出る方法を教えてください」
骨転移などの痛みがある、胸水や

ものです（ガンの患者学研究所では、

古来、連綿として伝えられてきた

ら、しばしば受ける質問です。

ものしい現代ガン医療が苦手なこと

腹水で苦しい……こんな患者さんか

ガン患者さん向けに特別に開発され

も、
〈手当て〉には、簡単にできた

際にビワ葉温灸を試してみるまで

をとっても、いかにも頼りない。実

いはぐっすり寝てしまうほど気持ち

罨法もどれもみな、ウトウト、ある

一 ビワ葉温灸もビワ葉コンニャク

知られざる 〈手当て〉 の力

りするのです。

た〈手当て〉を普及しています）
。
ビワの葉の温灸、ビワ葉コンニャ
ク罨法（あんぽう）
、里芋のパスタ、

は、
「あんなもの」と、馬鹿にする

がいい。それだけで免疫が上がりま

塩温石（しおおんじゃく）……どれ

人 が ほ と ん ど（ 実 は、 私 も 最 初

す。
二 副作用が、まったくない。だか

は……）
。
ところが、これが実に実に、素晴

三 若干の道具以外に、あまりお金

ら安心して続けられる。

もちろん、これで何でも治るなど

がかからない。何しろ、ビワの葉や

らしい効果を発揮するのです。
と言うつもりはありませんが、もの
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でも六割でも軽減されれば、患者さ
んは、モルヒネや抗ガン剤に手を出

コンニャクですから。
四 なのに、身体を温めるものが多
さずにすみます。

手当ては、患者さん自身が、自分で自分の身体を手入れする技術。
いわゆる治療ではありません。しかし、成功体験を積み重ねること
で、無力感から解放され、大きな希望と勇気を生んでくれるので
す。まずは、試してみませんか？

大丈夫！ 命を救うために、あなたができる
ことは、たくさんあります！

も大好きです。

ンニャク罨法もビワ葉温灸も、どれ

ちなみに私は、半身浴もビワ葉コ

ワ葉温灸で治しました。

Ｎさんは、肺転移した骨肉腫をビ

で、胸水を取りました。

そして明日に希望をつなぐことが

いので、免疫を高める効果がとても
大きい。リンパ球は、身体を温める
ほど、よく働いてくれますからね。

モルヒネよ、 サヨウナラ
五 痛みを取ってくれる。少なくと
も、やわらげてくれます。
骨転移などの痛みが強くなると、
現代医学はモルヒネの量を増やすだ
け。けれど、
手当てはこの痛みを取っ
てくれるのです。
仮にすべては取れなくとも、五割

できるのです。
六 免疫を上げてくれるので、再発
予防に役立ちます。
Ｏさんは、骨転移した子宮ガンを
半身浴で消失させました。

絵／山根あきひこ
『治る力 - 市川式手当て（本編）
』より
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Ｙさんは、ビワ葉コンニャク罨法
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う ー ん、 宗 教 み た
精神神経免疫学は、心の状態が免

ん。

心と免疫の関係を知れば、
あなたは治る

心 と 免 疫？
い……実はこれ、ガンになったばか

ろん、さまざまな病気の発病と治癒

疫力を左右すると言う。ガンはもち

けれど、最新の医学、精神神経免
に決定的な影響力を持っているの

りの頃の私の戸惑いです。
疫学に出会って以来、すっかり納得。
は、心だと主張しているのです。

となれば、何はさておき、心を変

が早い。

恐怖、不安、孤独、怒り、悲しみ、

今では、治すためには、心を変える
ことが最も大切だと信じて疑いませ

焦り、恨み、生きがいの喪失……マ
イナスの感情やストレスは、免疫を

では一体どうやって？ 雲をつか

えねばなりません。

だから、マイナスの感情の多い人

むような話です。頭を剃って、滝に

下げる。

は、病気にかかりやすく、いったん

でも打たれるしかないか……？

多く持っている人は、あらゆる病気

だから、普段からプラスの感情を

玄米を食べ始めた動機は、もちろ

解決の糸口を与えてくれたのです。

しかし、意外や意外。玄米菜食が

玄米を食べると心が変わる？

した。

私自身、そう思ったときもありま

なると、治りにくい。
安心、喜び、笑い、感謝、感動、ファ
イ テ ィ ン グ ス ピ リ ッ ト、 生 き が
い……プラスの感情は、免疫を上げ

になりにくい。たとえ一時の間違い

ん体質改善のため。ところが二週間

てくれる。

でガンなどになったとしても、治り
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早寝早起きを実行し、一年後には、
まず再発・転移はしないだろう、仮

もしたある朝、出勤途上にもかかわ
らず、鼻歌でも出そうな明るい気分
に一時のつまずきでそうなったとし

を下げるのに……。

かった無力な患者。無力感は、免疫

以前の私は、心にこう呟くしかな

「先生だけが頼りです」

た。

治せるぞという確信をつかみまし

ても、今度は、自分で治してみせる、

の自分に気づきました。
気分……つまり、心が変化し始め
ていたのです、わずか二週間で。
最初は、快便になり、やがて快食、
快眠になり……その結果、いつの間
にか、心が変化していたのです。
わずか二週間、玄米を食べるとい
うこんなわずかなことで、身体にも
けれど、玄米で始まった心の変化

う の で す。 そ し て、 ガ ン を 治 し た

心にも、はっきりといい変化が現れ

やがて、定期的にスポーツを始め、

さっている今この瞬間にも、ガンの

は、私の運命を変えました。私はこ

三百人以上の先輩たちも、みんな、

患者学研究所の仲間の誰かの心に、

た。これは大きな自信です。そして

日々の実践の積み重ねから、自分に

力強い確信が芽生えていることで

のときから、本当に治り始めたと思

はガンを治す力があると確信、やが

しょう。そして・・・次は、あなた

自信もまた、心。

て本当に治してしまったのです。

の番です。

大丈夫！ 心を変えれば、ガンは治る。心は身
体の設計図。
私たちの会報誌『いのちの田圃（たんぼ）』
には、毎号、心理学や哲学
の知見を取り込んだ、心を変えるヒントが満載。一緒に学んで、治
す力を、グングン育てましょう。
みんな、
あなたを待っています。
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あなたが、この文章を読んでくだ

治す
ワンポイント

とき、もっとも弱い職業の人は誰？

さて、ここで質問。ガンになった

す。

精神神経免疫学が主張することで

イメージを変えれば、
あなたは治る

イメージは、 身体の設計図
イメージとは、心の働き。そして、
身体の設計図です。

体は、
〈治る〉というイメージどお

建ち上がっていくように、健康な身
続け、その結果、ガンは治せないと

治せなかった患者さんをたくさん見

なぜなら……彼等は自分の治療で

正解は、ガン専門医です。

りに、でき上がってゆく。これも、

ことしか言ってくれない。再発しな

立派な建築物が、設計図どおりに

いう悲観的なイメージを強く持って

いと、
「おかしい、おかしい」と首

治らないかもしれない」と思い始め

患者さんは次第に「もしかすると、

をひねる医者さえいる始末です。

いる。
だ か ら、 そ の イ メ ー ジ ど お り に
なってしまうのです。
国立がん研究センター（東京）の

と、どうなるか。治せないと思っ

ます。

いう有名な話も、その原因の一つは

ている医者と、治らないと思ってい

総長が、複数、ガンで亡くなったと
お そ ら く、 イ メ ー ジ に よ る も の で

る患者さんが、コンビを組んでガン

と呼んでいます。

だから私はこれを〈絶望のコンビ〉

メージのとおりに、ガンは治らない。

当然、免疫は下がり、その暗いイ

と闘うことになるのです。

しょう。

絶望のコンビ
ところが困ったことに、患者は、
こういう医者のもとに駆け付けま
す。すると、医者のイメージに影響
される。感染します。
検査に行くたび、医者は悲観的な
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治った人の話を読もう
逆に心から治ると思うことができ
るなら、その希望に満ちたイメージ

ところがその数カ月後、私の前に、
まったく別人のような元気な姿を現
してくれました。もちろん胸水など
どこにもありません。

初めて参加したのですが、胸水もた

彼は数年前の私の合宿セミナーに

パ腫のＹさんをご紹介しましょう。

その典型的な例として、悪性リン

ンも治るんだと思った途端、そのイ

ら生還した人と話が出来て、末期ガ

に出会って、特に卵巣ガンの末期か

まな機会に、何人もの〈治ったさん〉

「ガンの患者学研究所で、さまざ

喜ぶ私に彼は言います。

まり呼吸も苦しげな、かなり厳しい
メージどおりに、どんどん良くなっ

どおりにガンは治るのです。

状態でした。
から、何度も〈治らない〉という悪
こと。それは、Ｙさんのイメージが

ここでぜひとも確認しておきたい

てきたんです」と。

い予想を聞かされたＹさんは、その
変わったのは、複数の〈治ったさん〉

聞けば、弟は現役の医者。その弟

イメージどおりに、悪化の一途をた

セミナーに出たり、
『いのちの田

から、繰り返し、話を聞くことがで

この本を読んだだけで「もう私は

圃（たんぼ）の会』の支部例会に参

どってきたと言うのです。

大丈夫」と早合点してしまうのは、

加して、いつも明るいイメージに接

ぐに元にもどるからです。

とても危険。暗いイメージは潜在意

し続けることが欠かせません。

きたからだということです。

識に焼き付いてしまっているので、

大丈夫！ 治す方法がこんなにある。治った人
がこんなにもいる。
あなたの心は、医者の悲観的な言葉に傷つき、いつも血を流してい
ませんか？ 治す方法を学び、できるだけ多くの〈 治ったさん 〉
の
体験に触れ、希望のシャワーで、きれいさっぱり洗い流しましょ
う。そして必ず、治しましょう！
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一時的に変わったように見えてもす

治す
ワンポイント

ンになる前よりも、ずっと幸せにな

ガンになる前よりも、健康？ ガ

言葉の意味。

〈ウェラー・ザン・ウェル〉を
目指せば、あなたは治る

ガンは、 呼びかけ
生活習慣の改善によってガンを治

初めてこの言葉を知ったとき、私

れる？

ずっと、心身ともに健康で幸せな人
は、にわかには信じられない気持ち

し た 人 は、 ガ ン に な る 以 前 よ り も

生 を 送 る こ と が で き る …… そ れ が
でした。そんなことが、ありえるの

た」と言われるのは、とても嬉しい

五年たって、医者から「治りまし

〈ウェラー・ザン・ウェル〉という

だろうかと・・・。
けれど、海外まで取材を重ね、た

ち、ウェラー・ザン・ウェルは、努

のの生還者たちの笑顔に触れるう

目指してほしいと強く思うのです。

はるかに上、ウェラー・ザン・ウェルを

けれど私たちは、
是が非でも、
その

こと。

力次第で、きっと、誰にでも、実現

なぜなら、ガンはあなたが幸せに

くさんの健康そのもの、幸せそのも

できるものなのだと確信することが

ガンをきっかけに、今まで経験した

なるためのメッセージ、呼びかけ。

ウェラー・ザン・ウェル。今では、

こともない素晴らしい人生を作りな

できました。
私たち『ガンの患者学研究所・いの

さいというメッセージだからです。

たった一度の人生、決して二度と

すべては幸せの前ぶれ

ちの田圃（たんぼ）の会』の仲間の
み ん な が 理 想 と し、
〈治ったさん〉
たちが、身をもって体現している言
葉となりました。
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はない人生。この呼びかけを最大限
に生かして、新しい人生を、もう一
つ手に入れる。それが私たち『いの
ちの田圃（たんぼ）の会』が目指す
生き方です。たとえ今のあなたがど
んなに辛く苦しくとも、泣くだけ泣
いたら、膝の泥を振り払い、半歩で
い い、 半 分 の 半 分 で も い い。 ウ ェ
ラー・ザン・ウェルを目指して前進
してほしいのです。
実に幸いなことに、私たち『いの
ちの田圃（たんぼ）の会』には、見
事にウェラー・ザン・ウェルを実現

あなたは、これまでの人生を本当

す。みんなあなたを待っています。

ている仲間が、およそ三百人もいま

の会』の仲間となって、こんな喜び

あなたが『いのちの田圃（たんぼ）

「すべては幸せの前ぶれだった！」

幸せになってほしいのです。

し、毎日、心の底から幸せを満喫し

に真面目に、真剣に生きてきました。

の声を上げるのはいつですか？

大丈夫！ すべては幸せの前ぶれです。だから
あなたの治す計画、一緒に立てましょう。
私たちの仲間は、〈 ウェラー・ザン・ウェル 〉実現までの具体的なス
ケジュールを立てて頑張っています。あなたさえその気なら、今日
からあなたは、一人ではありません！
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だから、そんなあなたには是非とも、

治す
ワンポイント

『いのちの田圃（たんぼ）』
合本（がっぽん）

「いのちの田圃の会」入会
会報誌・月刊
『いのちの田圃（たんぼ）』
☆毎月コツコツ学びと実践の積み重ね。

支部例会参加
☆ガン治し最大の敵は孤独感。例会で
の心の交流が大きな励みに。

☆創刊号からのすべての記事が読め、
新しい発見続出の必読書。

あなたも
ウェラー・ザン・ウェル

日めくりカレンダー
☆川竹の手書きの言葉を毎日読んで
眺めて免疫アップ。

実践セミナー
川竹文夫・
〈心〉
特別セミナー
☆大人気の川竹カウンセリングの究極版。

治すテキスト3 種の神器
DVD3 巻セット
『ガン・完全治癒の法則』

ジャンプ

治るサロン交流セミナー
☆同期の治す仲間が一緒に治っていく喜
びの輪に、あなたも。

確実に治すため、
心と身体の
ラストスパート！

☆治す総合戦略を網羅。病院にも設置さ
れています。

書籍＆DVD2 巻セット
『治る食事』

ステップ

☆川竹自身がガンを治した食事法。玄米
菜食のバイブル。

書籍＆DVD4 巻セット
『治る力』
☆我が国唯一の〈ガン患者さんに特化〉し
て開発された手当て法。

実践セミナー

☆生活習慣改善に必要な知識と実践の方法
を学ぶ。

今日から
すぐに始める、
基本のキ

治るスイッチを
入れて大飛躍

『治る力手当て』
実習会
基礎コース・問題別徹底解決コース
☆〈自分で自分を治す〉徹底的な実技指導
で、治す自信がメキメキ。

治るサロン交流セミナー
☆年３回開催。詳細なドリルとカウンセリン
グで着実に前進。

実践セミナー
徹底対策・心の免疫セミナー
☆免疫向上の最大の鍵は、
〈心の持ち方
の乱れ〉を正すこと。一つ一つ、川竹
とともに解決。

治るサロン交流セミナー

☆継続は力。定期的な実践報告と代表・
副代表のカウンセリングで、治る道を
一歩一歩。
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治すテキスト
書籍『幸せはガンがくれた』
☆川竹の原点となるロングセラー。

書籍『「ガン・治る法則」12カ条』
☆分かりやすいＱ＆Ａ方式。

書籍『いのちの太陽たち』
（1 巻〜 5 巻）
☆〈治ったさん〉感動のレポート。

ここまで読んで く ださった あ な
たは︑きっと 勇 気 と 希 望 を 持って
くださったことでしょう︒
しかし︑感 動の賞 味 期 限は短い
もの︒す ぐさま行動に移されるこ
とをお勧めします︒

完全治癒プログラム
入門合宿セミナー

ホップ

あなたを治す３段跳び

治すテキスト
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治る確信がここに！
いて学ぶことができ、大勢の〈 治ったさん 〉に出
会い、
「治るシャワー」をいっぱい浴びることで、
ガンに対するイメージが「ガンは治る」という確
信に置き換わったのです。
さっそく『いのちの田圃
（たんぼ）
の会』に入会。

ルド海老名大会」に参加したことが、私の人生

研究所主催「世界一元気！ ガンの患者学ワー

いきれず不安な気持ちが募る中、ガンの患者学

望の淵に・・・。
「ガン＝死」というイメージを拭

末期、一切治療はできません」と宣告をうけ絶

と実践。一年後に受けた検査で、すべてのガン

そうして、
「生き方を変える」作業をしっかり

一人だった私に、
治す新しい仲間ができたのです。

を学ぶことができましたし、何よりも、今まで

例会では、治った先輩たちからたくさんのこと

に読み、さらに確信を深めていきました。支部

毎月届く会報誌『いのちの田圃』をむさぼるよう

の転機になりました。
「ガンの原因と結果」につ

せん。
心と身体が、ガンになる以前より健康で幸せ
な人生をめざすウェラー・ザン・ウェル患者学を
腑に落としきるまで徹底的に学び、こころのス

みなさんは、すでに治るチャンスを手に入れ

ザン・ウェルの頂をめざして共に頑張ろうではあ

そして、太陽の光に向かう花のようにウェラー・

クリーンに「完全治癒」の想いを描きましょう。

ています。どうかこのチャンスを無駄にせず、

りませんか。

四つの壁
◆ 一 つ目の壁・・・自己流
この本は、
あくまでもイロハのイ。
心の問題、
玄
米菜食、
手当て、
・・・どれをとっても、
この本を読

流でやるとどうなるか。

己流がとても多い。たとえば、玄米菜食。自己

ところが困ったことに、分かったつもりの自

んだだけでは実践するのにまったく不十分です。

すぐに次の行動に移されることを願ってやみま

今度は、あなたが治る番です！

この本をここまで読んでこられたみなさん！

最上、望外のよろこびでした。

寄せることができたのです。私の人生のなかで、

が消えていることが分かり、自然退縮を手繰り

私は、二〇〇七年四月「前立腺ガン、恥骨転移、

佐々木英雄
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いのちの田圃の会
会長

まずい。献立が単調で嫌になる。やせて心配
する・・・で、挫折するのです。
でも本当は・・・びっくりするくらい美味しい
献立がいくらでもあります。肉食なんか問題に
ならない。スリムになって若返ります。
手当てにしても事情は同じ、誰かからの聞き
かじりでやってみても、効果は半減です。

◆二つ目の壁・・・続かない
最初は誰でもやる気満々。けれど人間とは弱
いもの。一年、いや早い人では三カ月。あるい
は危機的な状態が少しやわらいだだけで、早く
そして「頑張りすぎはいけない」などと勝手な

も油断する。手抜きが始まります。

生活習慣を改める。生き方を変えていく。い
ずれもとても根気のいること。続ける覚悟をしっ
そのためには、常に励ましとアドバイスを与

かりと持ってください。
「継続は力なり」
。
え、気の緩みを指摘してくれる仲間や先輩が欠
かせないでしょう。
例会でチェック。セミナーで専門的な指導と
チェック。そして気持ちを新たにまた頑張るの
です。

◆三つ目の壁・・・孤独
玄米菜食や手当てなど、この本を実践すると、
三大療法をかたくなに信奉している周囲から攻
撃される可能性があります。

私は、こんなもったいない人たちをたくさん

ことは言わない。受けた方がいい」
。愛する夫が

む怖れのない人が無責任に言うでしょう。
「悪い

抗ガン剤で苦しむのは、あなたですが、苦し

見てきました。あなたには、決してそうなって

言うかもしれません。
「俺のために抗ガン剤を受

理屈をつけて、さぼる・・・となりがちです。

ほしくありません。

かして）
大感動！ となっているとして、けれど、
（あなたを疑うつもりはありませんが・・・）
。

すぐに行動に移し、実践するかどうかは別問題

けてくれ」
。
孤独です。揺らぎます。そんなとき、勇気と
励ましと確信を得るために、仲間を作ることを

極めて残念なことに、人は、すぐに先送りする。
明日でいいか、来週にでも、仕事が一段落した
ら・
・こうしてすぐに一カ月、二カ月、そして一年。

あるいは逆に・・・この本で抗ガン剤の怖さを

お勧めします。
知ったものの、まだやめる勇気はない。会員に

気がつくと、再発し・
・
・実に、惜しい。悔しい・
・
・。
大切な大切な、あなたの命がかかっているの

なるとやめることを無理強いされるのではない
かと心配・・・。

です。言い訳無用。すぐに始めましょう。感動
の賞味期限は、実

そんなあなたこそ、入会されることをお勧め
します。ガンの患者学研究所はそして『いのち

に、短いのです。

先送り

独

続かない

自己流

壁
目の
一つ

の田圃の会』は、抗ガン剤をやめさせるために
活動している団体ではありません。あなたに、
治ってもらうために活動しているのです。
なんでも、相談してください。一緒に、解決
していきましょう。一つ一つ。

壁
目の
二つ

孤

壁
目の
三つ
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◆四つ目の壁・・・先送り
この本で、なるほどその通り、あるいは
（もし

壁
目の
四つ

佐々木英雄

支部例会は、毎月手元に届く『いのちの
田圃』を基本テキストとして学び、完全治
癒を目指して互いに励まし合う、とても大
切な場です。
ひとりではないことを実感できるだけで
なく、定期的に参加することで、その都度、
新たな勇気と気づきを得ることができ、４
つの壁
（自己流、続かない、孤独、先送り）
を乗り越えてゆく絶好の学びの機会となり
ます。

全国各地で支部例会が
開かれています。ただ、
すべて会員さんのボランティアで
運営されているので、
新しく誕生したり、
お休みしたり、
変動があります。
最新情報は、
ガンの患者学研究所まで
お問い合わせください。
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メッセージ………

世界一明るい患者の会
ガンの患者学研究所
副代表

鎌田

進

多くの患者さんは、適切な精神的サポートを受
けられないまま、病との孤独な戦いを強いられて
います。
特に地方では、未だに、自分がガンであることを、
家族にすら隠している人も珍しくありません。
アメリカ・カリフォルニア州に住む、30 歳から
69 歳の男女 4725 名を対象にした 9 年間に及ぶ
調査によると、家族や友人からのサポートが多い人
の死亡率は、少ない人の半分だったといいます。
また、これとは別に、サポートが多い人ほど、
免疫の低下が少ないという医学データもあるのです
（「反常識の対人心理学」 NHK 出版）。
そこで、ガン患研とボランティアが運営する「い
のちの田圃の会」では、全国各地の支部で定期的
に集まり、 〈 例会 〉 を開催しています。
会報誌『いのちの田圃』の読み合わせや、全員
が時間を決めて体験を語り合う〈分かち合い〉の実
習などを通じて、お互いの実践を披露し、学び合
い励まし合いながら、心のひだにまで触れる深い
交流が得られ、生涯の友人に出会うことも珍しくあ
りません。
治った先輩達の笑顔に会えるのも何よりの励み。
ここは、 あなたが治る場所なのです。

ＮＰＯ法人 ガンの患者学研究所

いのちの田圃の会
会長

「いのちの田圃（たんぼ）
の会」
へのお誘い

各地に「いのちの田圃（たんぼ）の会」支部があります

ガンは治る。 再発、 転移はもちろん、
手遅れと言われた末期ガンも、やはり治る。
なぜならば、 治す力はすでに
あなた自身の中にあるのだから。
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会報誌『いのちの田圃（たんぼ）
』紹介
何万人もの患者さんの苦痛を見てきた、元患
者である私の使命。
それは、百パーセント患者さんの立場にたっ
た、身体に優しい治し方をお教えし、生活習慣
を変えていくお手伝いをすること。
そのため『いのちの田圃』は一切の広告を取っ
ていません。製薬会社や病院の広告を載せて、
どうして本当のことが書けるでしょう。
何万人もの患者さんの苦痛を見てきた、元患
者である私の使命。
それは、不安や恐怖への対処、治すうえで妨

かくガンになったのです。これをきっかけに新

げになる心の癖や行動のパターン、あるいは仕

事や人間関係、ご夫婦の不和、これからの人生

しい人生をスタートして、生きる喜びを満喫し

転移が見つかりましたが、手術後は一切の治療

大潟さんは、二〇〇〇年、乳ガンのリンパ節

紹介しましょう。

では、ここで１０５号から大潟広子さんをご

続きたくなるでしょう。

もきっと、この人たちの後に

読んでいるだけで、あなた

への的確なアドバイスが評判。

ふれる近況報告と、後輩たち

〈 治ったさん 〉たちの幸せあ

治ったさん笑顔の虹

そして、何が何でもウェラー ザ
･ン ウ
･ ェル
を実現しましょう。みんなで一緒に！

とを何でも吸収してください。

ましょう。そのために、この記事から必要なこ

設計など、あらゆる問題に明るく前向きな解決
法を示すこと。
そのため『いのちの田圃』は、精神神経免疫学
や心理学の最新の成果をできるかぎり優しくひ
もとき、実際に治った先輩たちの成功体験を応
用し、あなたと一緒に新しい人生を築いていき
ます。
では、毎月どんな内容が掲載されているのか、
ほんの少しだけ紹介したいと思います。

特別企画
毎号、川竹が創始した『ウェラー ザ
･ン ウ
･ェ
ル患者学』のエッセンスを、分かりやすくユー
モアたっぷりに語っています。
治す知恵、心の持ち方を変え、生き方を変え
る具体的なヒントが満載。
闘病だけの人生なんて、実につまらない。せっ
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「いのちの田圃の会」で学ぶための基本テキ
スト。ただガンを治すためだけでなく、ガン
になる前よりも健康で幸せな人生を築く上で
の、かけがえのない指針となります。

を断り、玄米菜食と心

「菜食カフェ」を札幌市

その経験を生かし、
メンタリーです。何が原因でガンになったのか、

考になる人たちを厳選した、世界一明るいドキュ

〈 治ったさん 〉の中から、その体験が特に、参

いのちの太陽たち

に開店。
「八十歳どころ
どうやって治したのか、そしてどんな努力の結

の勉強で完治。

か、百歳までやりそうねと友人に言われて、そ
果新しい人生の幸せを手に入れたのか・・・一つ

の文化遺産として世界中のガン患者さんのバイ

これまですでに、およそ四十人を紹介。
「人類

ます。

一つが体験者ならではの感動と知恵に満ちてい

うかもしれないねって
（笑）
」
まさにウェラー・ザン・ウェルです。

ウェラー ザ
･ン ウ
･ ェル患者学入門
ガン患研には、特別な教育と訓練を受けたウェ
ラー ザ
･ン ウ
･ ェル患者学研究員がいます。

その研究員たちが、
『ウェラー ザ
･ン ウ
･ ェル
患者学』の基本中の基本をあますところなく解
説します。入会したばかりの人にも理解できる
ように、患者学の重要なキーワードを中心に、
研究員自らの体験なども織り交ぜながら、一つ
一つ丁寧にひもといてゆきます。

ブルとして知られるまで連載を続けていくつも
り」と担当記者は、毎号、大張りきりです。

笑って前へ
全国にある支部の仲間からの、
例会の報告。毎号のように、新し
い
〈治ったさん〉
誕生のニュースや、
めざましい回復ぶりを示している
人たちの喜びの声が載っているほ
か、同じ悩みを持った全国の仲間
が、今まさに、一生懸命に問題解
決に取り組む姿が紹介されていま
す。いつも、このページから読み
始めるという人がいるほど、勇気
と希望がもらえる記事です。
みんな、あなたが仲間に加わる
ことを待っています。

その他、すぐに役立つ玄米菜食のページや代
替療法の治療家を紹介した記事などが、ぎっし
りとつまっています。
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連載記事は単行本にま
とめられています。素
晴 ら し い 笑 顔 は、 イ
メージ療法としても役
立つでしょう。

大好きな仕事に打ち込むことが、そのまま食事療法や
自然に沿った生き方の実践でした。
大島 貴美子さん
発病／昭和 62 年

部位／乳ガンⅢ期

自然療法の可能性は無限大。自分に合う療法は必ず見
つかるはずです。
増喜 彰久さん
発病／平成 9 年

部位／肺ガンⅢ期 A

ここに治った人がいる。こんなにも治す方法は、
たくさんある。
ガンが真の幸せをもたらすものだという、こんなにも多くの
証拠がある。だから…今度はあなたが治る番なのです。
（ガンの患者学研究所では完全治癒を果たした方を〈治ったさん〉と呼び、
これから治癒を目指している人を〈これからさん〉と呼んでいます）
ガンの患者学研究所のホームページで
詳しい体験談を読むことができます。

膀胱腫瘍とⅤ期の大腸ガンを玄米菜食とウォーキング
で治しました。
泉 建治さん

己を信じて、日々ひたすら勉強と実践を重ね、大変化
した自分が分かった時には治った道を歩いていました。
竹内 省伍さん

発病／平成 14 年

発病／平成 21 年

部位／膀胱ガン・大腸ガンⅤ期

部位／前立腺ガンⅡ期

手術後は一切の治療を断り、玄米菜食、ウォーキング、
心の勉強をコツコツ続け、ガンを克服しました。
大潟 広子さん

背負うものが多過ぎて末期ガンに。郭林新気功、玄米
菜食などに取り組んで「自分が主治医」を貫きました。
春名 伸司さん

発病／平成 12 年

発病／平成 13 年

部位／乳ガン、リンパ節転移

玄米雑穀ご飯一口 200 回を３年７カ月毎食徹底して
実行し、ホノルルマラソンも完走。凡事徹底一歩一歩
の着実な歩みで完全治癒を実現。
佐藤 舜哉さん
発病／平成 7 年

部位／大腸ガン・直腸ガンⅣ期

辛い治療に耐えてきたのにまさかの再発転移。絶対死
にたくないと、玄米菜食、半身浴などを徹底し２年後
に自然退縮。
池田 郁子さん
発病／平成 17 年   部位／乳ガン、２年後骨に再発転移
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〈治ったさん〉おめでとう ！

部位／中咽頭ガンⅣ期

起きている間はすべて手当てに費やし、再発肺ガン生
存率ゼロパーセントを跳ね返しました。
山田 秀子さん
発病／平成 17 年    部位／肺ガン、手術１年後に再発

早朝ウォーキングと大声の笑いを続け、瞑想の中で両
親との調和的な関係を回復して、ガンが消失。
山本 修さん
発病／平成 13 年

部位／肺ガン
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「安保理論」に出会い、目からウロコ。地方に転居し
て生活を大きく変え、健康と幸せな家庭をとりもどし
ました。
田中 伸明さん
発病／平成 14 年

部位／大腸ガン

自分は絶対治ると想念し続け、治る日を決めて食事や
手当てなどの基本に徹しました。すべて妻のお陰です。
和田 隆彦さん
発病／平成 18 年

部位／前立腺ガン

自分の人生を切り開くために与えられたガンだと気づ
き、即行動。ガンが治り、ライフワークも手に入れま
した。
上川 美智子さん
発病／平成 19 年

部位／乳ガンⅠ期

私がガンになって一番変わったのは主人でした。玄米
菜食と手当てに取り組み、見事自然退縮。
村田 悦代さん
発病／平成 18 年

部位／乳ガン

最初のガンを自然退縮させた後、同じ会社の人間関係
に戻り１年後に再発。自分で作ったガンは自分で治す
しかないと決意し、再度自然退縮。
山本 八千代さん
発病／平成 6 年

部位／甲状腺ガンⅢ期

｢ どうせ死ぬなら ｣ と、家内の勧める玄米菜食とビワ
葉温灸にかけ、生活習慣を改善。少しずつ心も身体も
プラスの方向に。
中島 康夫さん
発病／平成 17 年
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部位／前立腺ガンⅣ期

20 年前に子宮ガンを自然退縮させたが、再度発ガン。
不安になって手術。リンパに転移し、今度は自助療法
を徹底して２度目の自然退縮を果たしました。
村松 葉子さん
発病／平成 23 年

部位／乳ガン、リンパ節に転移

「おにぎりが食べたーい！」泣き叫ぶほどの厳しい食
事療法で肺ガンが消失。
森垣 奈津子さん
発病／昭和 40 年、昭和 60 年
肺ガン

部位／甲状腺ガン、

すべてに感謝。どう生きたいか強い願望を持つこと。
命の終わりを告げられてから 17 年、元気で社会貢献
しています。
鮫島 京子さん
発病／平成 9 年、
10 年（再発） 部位／子宮ガン（偏
平上皮ガン・体ガン）Ⅲ期、再発時は骨盤内
手術をしないと決め、懸命に食事と生活習慣を改める
努力を続けて、１年目の検査で異状なし。
佐藤 賢太郎さん
発病／平成 22 年

部位／前立腺ガン

手術後、気功、玄米菜食などの自助努力とともに、積
極的に心の転換をはかり、ガンを契機に生き方を変え
ました。
村上 清子さん
発病／平成 7 年

部位／乳ガンⅡ期

二度とガンになるものかと、玄米菜食と前向きな心で
治しました。周りの人に感謝し、プラス思考を心がけ
ています。
居波 久子さん
発病／平成 11 年

部位／肺ガン
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悪性リンパ腫余命８カ月と診断。セミナーで聞いた
「ガ
ンは生活習慣病」に納得、自助療法に専念して完治し
ました。
児玉 清さん

ウェラー・ザン・ウェル患者学を信じ、自分を信じ自
助努力の結果 1 年で自然退縮。3.5 ㎝のガンは消えて
いました。
小林 季代子さん

発病／平成 14 年

発病／平成 24 年

部位／悪性リンパ腫

愛されていた自分に気づきガンが治りました。完璧で
なくていい、あるがままの自分が好きになりました。
安倍 幹子さん
発病／平成 5 年

部位／卵巣ガン

「自分で治すと決めたら命がけ。死ぬわけにはいかな
い」と思って、いろんなことを工夫してやりました。
山崎 日さん
発病／平成 12 年

部位／肺ガン

ガンになって当たり前の生活を命がけで改め、ガンが
治って、おかげで心もすっかり変わりました。
佐藤 之俊さん
発病／平成 17 年

部位／肺ガンⅡ期、１年後に再発

自分で治す！と決め、早朝ウォーキング、手当て、般
若心経の写経などを納得するまでやり続けました。
小林 紘一さん
発病／平成 20 年

部位／胆管ガン

生き抜くために懸命にさまざまな自助努力を重ねまし
た。今でもいいものはすぐに実行しています。
日高 麿悠子さん
発病／平成 14 年
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部位／乳ガンⅡ期、リンパ節転移

部位／卵巣ガンⅢ期 B

現在、介護施設へ食事の手伝いに通っています。くよ
くよせず常々目標を持って前向きに考えることが元気
の秘訣です。
金子 修代さん
発病／平成 6 年

部位／胃ガンⅣ期

手術の後遺症、肋間神経痛に苦しむが、ガン患研に出
会って生活習慣を 180 度転換し、持病まで全て改善
しました。
加藤 美恵子さん
発病／平成 19 年

部位／肺腺ガンⅠ期

「治りますよ」と医者が言ってくれたから、
「僕も治る
んだ」と素直に信じました。
水津 征洋さん
発病／平成 10 年

部位／小細胞肺ガンⅠ期

臨月のようなお腹と鋭い痛みで緊急入院。生姜湯の半
身浴や玄米菜食を必死で続けて腹水もガンもなくなり
ました。
栗本 眞紀子さん
発病／平成 21 年

部位／腹膜ガンⅢ期 C

ガンの患者学研究所の千百人集会に参加し、玄米菜食
をはじめ、良いと思うものはすべてやりました。原因
を掘り下げ、納得できるものを探しました。
高橋 典子さん
発病／平成 13 年

部位／乳ガンⅡ期、悪性黒色腫
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あとがき

新しい出発

いつだって、誰だって、気づいた人に、手遅れはありません。
今までの間違いに気づく。新しい方法に気づく。やるべきこ
とに気づく。
あくまでも、気づいたその日が最初の日。その人にとって、
新しい出発の日です。
何度目かの再発・転移であろうと、たとえ医者から余命一週間
と言われようと…どうして遅すぎることなどあるでしょうか。
大丈夫！ この本を最後まで熱心に読んでくださった、あな
たです。

そして、きっとすぐにも実践に移し、仲間と励まし合いなが
ら勉強を深め、粘り強く歩み続けることのできる、あなたです。
私は、あなたが治ることを信じています。
そしてやがて、今度はあなたが、輝く笑顔とともに、この本
を後輩の患者たちに差し出す日のくることを信じています。
初期の人が一人治って微笑めば、その笑顔を見た三十人が救
われる。
末期の人が治って微笑めば、三百人が救われる。
私はどこまでも人間の治癒力を信じています。そしてあなた
の可能性をどこまでも信じています。
あなたは、いつ、何人に微笑みかけてくれますか？
この本を閉じ、必要な行動のすべてを、すぐに始めた、その
瞬間が新しいあなたの、新しい出発です。
一緒に頑張りましょう！
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いのちの田圃（たんぼ）の会〈ご案内〉
会の名称 : NPO 法人ガンの患者学研究所「いのちの田圃の会」

会員種別
以下の三つのコースから、ご自由にお選びいただけます。

1. 購読会員

毎月お届けの会報誌『いのちの田圃』で学ぶことがで
きます。
（医師・治療家など、患者さん以外の方もご
入会いただけます）

2. 自立会員

学びと実践を進め、すでに治る確信をお持ちの方、堅
実に学ぶ方にお勧めです。
（患者さんとご家族のみ、
ご入会いただけます）

徹底
3.
実践会員

必ず治すという目標を持って、すぐに実践されたい方、
より深く学びたい方にお勧めです。新しく入会される
方の多くが、このコースをお選びです。
（患者さんと
ご家族のみ）

会員特典
〈購読会員〉
①会報誌『いのちの田圃』を毎月無料でお届けします。
②ガンの患者学研究所主催の講演会・イベント（セミナー、リレー講演会
を除く）の参加費 5% 割引（会員の同居ご家族も 5% 割引になります）
。
③ガ ンの患者学研究所の〈治すテキスト〉やその他の商品（一部を除く）
のお買い上げ額 3 万円以上、5% 割引。

〈自立会員〉
〈購読会員〉の特典に加え、さらに以下の特典が加わります。
①ガンの患者学研究所主催各種セミナーへの参加資格が得られます。
②支部例会への参加資格が得られます。
③月１回、無料電話相談（予約制）が受けられます。

〈徹底実践会員〉
〈自立会員〉の特典に加えて、
〈徹底実践会員〉ならではの充実した特典 !
①週１回の無料電話相談（予約制）が、あなたが治るまで、何度でも受け
られます。
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②ホームページの徹底実践会員専用ページが利用できます。
【主な内容】
「実践勉強室」
… 副代表の鎌田が、どんな質問や悩みにも丁寧にお答
えします。
「実践例会」
… 毎月、代表の川竹から、一人ひとり個別のアドバイス
が受けられます。

③
「特別ドリル」の指導（通信 + 電話）が受けられます。
（年 3 回）
④交流セミナー ( 徹底実践会員・限定 ) が、年 3 回受講できます
（参加費別途）
。
⑤
『入門合宿セミナー』
、
『心の免疫セミナー』の受講料が、1 万円割引。
⑥ガ ンの患者学研究所の〈治すテキスト〉やその他の商品（一部を除く）
のお買い上げ額 1 万円以上、5% 割引。

入会金・会費
購読会員

入会金 1,000 円

年会費 1 万 2,000 円（お振込）

自立会員

入会金 1 万円

年会費 1 万 2,000 円（お振込）

徹底
実践会員

入会金 1 万円

月会費 5,000 円
（ご指定の銀行口座から自動引き落し）

※ガンの患者学研究所の活動に賛同し、ご支援いただける個人、団体、企
業の方には、
〈賛助会員〉制度もあります。お電話にて、お問い合わせく
ださい。

無料体験セミナー＆入会説明会
全国主要都市で開催 !
何をして、どういうふうに治していくのですか ?
病院の治療との、かね合いはどうするのですか ?
自分にもできるのでしょうか ?

〈 治ったさんバッヂ 〉
治った人にプレゼント

これが、無料説明会で、もっとも多い質問です。
そして、
〈治ったさん〉たちも、初めはみんな、同じでした。
まずは、あなたの不安や疑問を、お聞かせください。一つ一つ丁寧に
お答えします。

一緒に
頑張りましょう
!

まずはお電話（045-962-7466）にて、
お気軽にお問い合わせください。
または、ホームページ（www.naotta.net）へ !
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〈加入者名〉
ガンの患者学研究所 がんばれ128万部

川竹文夫プロフィール

NPO法人ガンの患者学研究所代表
日本ウェラー・ザン・ウェル学会理事長

NPO法人

腎臓ガンの発病をきっかけにガンの自然治癒の研究を始める。NHKスペシャル『人間は

TEL. 045̶962̶7466

FAX.
045̶962̶2116
-1-17
-105
〒227-0033 横浜市青葉区鴨志田町569
〈メールア
ドレス〉
info@naotta.net
TEL.045 962 7466 FAX.045 962 2116

〈ホームページ〉
http://www.naotta.net
〈メールアドレス〉info@naotta.net
〈ホームページ〉http://www.naotta.net

なぜ治るのか』制作。2001年に月刊誌『いのちの田圃』
を発刊。以後、精力的に執筆と

日

NPO法人

著者

月

〈口座番号〉00200－0－80431
●お問い合せは下記まで

年間60回の講演活動を行う。2003年、世界初の『千百人集会』
を成功させる。主な著

作にビデオ
『ガン・完全治癒の法則』、DVD＋書籍『治る食事』
『 治る力-市川式手当て』

〒 227-0033 横浜市青葉区鴨志田町 569-1-17-105
TEL：045-962-7466

○ご寄付はこちらへ◯
日本中全国 128 万人のすべてのガン患者さんにお届けしたいと
頑張っています。膨大な印刷費用がかかりますが、
この活動をもっ
日本中全国128万人のすべてのガン患者さんにお届けしたいと
ともっと広げていきます。
みなさまの温かいご支援をお願いします。
頑張っています。膨大な印刷費用がかかりますが、
この活動をもっ
郵便振替口座
ともっ
と広げていきます。みなさまの温かいご支援をお願いします。
〈加入者名〉
ガンの患者学研究所 がんばれ128万部
郵便振替口座
〈口座番号〉
00200－0－80431

1

著者〈FAX番号〉
からのお願い

○ご寄付はこちらへ◯

2

NPO法人 ガンの患者学研究所

を置いていただけませんか。
お店・病院などで
『すべては、
あなたが治るため』
お問い合わせいただけるとたいへんうれしいです。
を置いていただけませんか。
お問い合わせいただけるとたいへんうれしいです。

この本には、手術 、放射線 、抗ガン剤への批判や、それに代わる治
療法の提案もあります。
だから、
これまでの常識に囚われている方には、受け入れ難い面も
あるかもしれません。
鵜呑みにするのではなく、ご自身でよく考えられた上、あくまで
も自己責任で取捨選択されることをお勧めします。
治療法を選ぶことは、生き方を選ぶことだからです。

本誌の設置先を募集しています！
本誌の設置先を募集しています
！
お店
・病院などで
『すべては、
あなたが治るため』

〈切り取り線〉

NPO法人ガンの患者学研究所
無料配布誌 係まで

3

045・962・2116

お申し込み方法
お申し込み方法
お名前／ご住所／電話
・FAX番号／ご希望冊数／この冊子の
FAX番号／ご希望冊数／この冊子の
お名前／ご住所／電話・
こ
とをどこで知ったか…を書いたメ
モと送料分の切手を同封し、郵
ことをどこで知ったか…を書いたメモと送料分の切手を同封
便でお申し込みく
ださい。
送料のみご負担いただき、
無料にてお送
し、
郵便でお申し込みください。
送料のみご負担いただき、
無料
り
しています。
にてお送りしています。
【ご負担いただく送料
（切手代）
】
【ご負担いただく送料
（切手代）
】 1冊につき送料140円
（切手）
（切手）
140円
※お一人様1冊までとさせていただきます。
お申し込み先… 〒227-0033
お申込み先…
横浜市青葉区鴨志田町 569-1-17-105
〒227-0033
NPO 法人ガンの患者学研究所
横浜市青葉区鴨志田町569-1-17-105
無料配布誌 係まで

この本は、
ＮＰＯ法人ガンの患者学研究所が、全国百二十八万人
のガン患者さん全員の手に渡るよう、無料で配布するものです。
最後までお読みになって、
この本が少しでも役立つと思われたな
（たんぼ）
ら、どうかあなたも 、
一人でも多くの患者さんやご家族にこれを手
渡し、力になって差しあげてください。
ご記入日 20
年
会員種別（ご希望の会員コースに○を付けてください）
抗ガン剤など、副作用の多い治療に疑問を持ち生年月日
ながらも、他に方
□徹底実践会員
□自立会員
□購読会員
西暦
法がないと思
い込んでおられる
方。
今までの治療でうまくいかず、不安や諦めを抱いておられる方。
ガンになったばかりの方。再発転移の不安がある方。
いきなり末期
と言われた方。
ぜひともお読みください。

本誌をご希望の方へ
本誌をご希望の方へ

『ガン
治る法則12カ条』
などがある。
※必・
要事項をご記入の上、FAX
または郵便でお送りください。お電話でもお申し込
※必要事項をご記入の上、FAX
または郵便でお送りください。お電話でもお申込み
みできます。お申し込み確認後、振り込み用紙など、詳しいご案内をお送りします。
できます。お申込み確認後、振込み用紙など、詳しいご案内をお送りします。
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本誌は、現在ガンで苦しんでおられる患者さん
お一人おひとりに、
「治ってください」の願いを
込めて手渡ししております。

改訂2版3平成27年12月1日
平成24年1月30日
平成26年9月25日
改訂２版４刷
平成２７年７月２０日
改訂2版2刷
平成25年1月15日
改訂3版
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この本についてのお問い合わせは上記まで、お気軽に!

NPO法人
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