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学会設立趣旨

我が国は、戦後の国民皆保険制度の恩恵により、世界最高レベルの医療を全ての国民が享受で
きるという理想的な医療を実現しました。

一方で、皆保険制度に伴う標準治療の固定化や混合診療禁止のルールなどにより、標準治療と
先端医療・補完代替医療などを組み合わせる先制医療・先端医療・統合医療の分野で、特にがん、
糖尿病・自己免疫疾患等の生活習慣病や、原因不明で治療法の確立されていない多くの難病に
関する医療分野では、諸外国に比べて極めて立ち遅れています。

医学教育においても、世界最先端の医療分野である先制医療・先端医療・統合医療の分野で
基礎となる、食事・栄養分野、運動分野および精神分野の知識は軽視され、医師の栄養療法・
運動療法・精神療法に関する知識は極めて低いものとなっています。
また、看護師・薬剤師・管理栄養士，その他の医療従事者は臨床現場で非常に重要な役割を

担うものの、種々病態に関しての知識や臨床現場での実習が比較的少ないため、時々刻々と
変動推移する患者の病態（動態）に対応できる能力が十分とは言えません。

医学・医療は新しい技術の導入により日々進歩を遂げつつありますが、治療の基本として栄養
管理や食事療法、運動療法、精神療法の重要性が再認識されるに至り、医師、看護師、薬剤師、
管理栄養士、その他の医療従事者にとって、先制医療・先端医療・統合医療を学ぶことは必須に
なりつつあります。

以上の実情を踏まえ、患者を対象とした先制医療・先端医療・統合医療の学術交流・情報交換
のため、臨床医、栄養学研究者、運動療法研究者、精神療法研究者、看護師、薬剤師、管理栄養
士、その他の医療従事者、並びに治療法・治療機器の開発者などが一堂に参加して、最新の治療
法に関する研究、及び食事療法・栄養療法・運動療法・精神療法に関する研究，さらにこれらを
基礎とした疾患の病態研究を行い、がん難民と難病難民を救済できる、より効果的で効率の良い
治療法の実践と新たな治療法の開発を目指した学術団体として「日本先制臨床医学会」を設立
することとしました。
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設立時理事
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1992年 神戸大学大学院医学研究科修了、神戸大学医学部非常勤講師
1994年 米国テキサス大学ＭＤアンダーソン癌センター泌尿器科研究員
1995年 米国ヴァージニア大学ヘルスサイエンスセンター泌尿器科研究員
1996年 神戸大学医学部泌尿器科助手
2000年 神戸大学医学部附属病院泌尿器科外来医長
2001 年 神戸大学医学部国際交流センター助教授
2002年 神戸大学医学部附属病院遺伝診療部副部長、韓国高麗大学医学部臨床教授
2006年より現職
現在 関西学院大学、神戸薬科大学、同志社大学の客員教授、昭和大学医学部、
金沢大学医学部の非常勤講師ならびに公益財団法人神戸国際医療交流財団代表理事を兼任

理事 赤木 純児
玉名地域保健医療センター 院長

1983年 宮崎医科大学医学部卒業
1989年 国立宮崎病院
1991年 熊本大学医学部付属病院第二外科
1992年 米国 ; 国立癌研究所リサーチフェロー
2000年 国立病院機構熊本南病院
2010年より現職

理事 萬 憲彰
よろずクリニック 院長

2003年 産業医科大学医学部卒業
鳥取大学医学部付属病院 第二内科入局

2004年 済生会江津総合病院 消化器内科
2008年 十字会野島病院 消化器科医長
特定非営利法人ＭＣＷ経営サポートセンター 理事
一般社団法人日本先進医療臨床研究会 理事長
一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会 専務理事

理事長 福沢 嘉孝
愛知医科大学大学院医学研究科

（戦略的先制統合医療・健康強化推進学）
愛知医科大学病院 先制・統合医療包括センター(AMPIMEC) 教授・部長

1984年 愛知医科大学医学部卒業
1999年 内科学第１講座；助教授
2001年 内科学講座臓器別診療科；消化器内科・助教授
2003年 愛知医科大学大学院担当助教授
2009年 愛知医科大学大学院医学研究科（医学・医療教育学）教授

医学教育センター教授・センター長
2010年 米国；南イリノイ大学医学部にて研修
2014年 独逸；ミュンヘン大学医学部・客員教授，中国；中医薬大学医学部・客員教授 （2016年）
2015年より現職
その他；臨床ゲノム医療学会(SOCGM):副理事長，健康促進・未病改善医学会(JSHPM):副理事長，

世界中医薬学会連合会(WFCMS):理事，日本医学英語教育学会(JASMEE):理事
日本健康医学会(JHMA):理事，日本アロマセラピー学会(JSA):理事などを兼任

理事 田中 善
医療法人 仁善会 田中クリニック 理事長・院長

1980年 鳥取大学医学部卒業
大阪大学第一内科（現 大阪大学腎臓内科）入局

1986年 八尾市立病院内科副医長
1987年 大阪厚生年金病院腎臓内科医長
2001年より現職

点滴療法研究会ボードメンバー
IAOMT-Asia（International Academy of Oral Medicine and Toxicology）副代表
一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会 評議員
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主な研究対象分野

◆がんおよび難病の遺伝子治療、遺伝子検査 ◆がん免疫療法 ・がんワクチン療法
◆複合ハーブ療法 ◆がん温熱療法（ハイパーサーミア・マイクロウエーブなど）
◆重炭酸温浴NO療法 ◆コロイドヨード療法 ◆Metabogenic治療
◆リキッドバイオプシー（超早期がんプロテオ検査・尿によるがんリスク判定等）
◆ＡＩ・ＩｏＴ臨床応用 ◆腸内フローラ研究・移植 ◆Ｂ型肝炎治療 ◆水素療法
◆アガリクス・姫松茸 ◆ＳＭＡシスプラチン ◆ケーリッシュメソッド
◆ホリスティック医学 ◆分子栄養学 ◆酸化度・抗酸化力検査 など

特別顧問 坂口 力
東京医科大学統合医療研究講座 特任教授

1960年 三重大学医学部卒業
1965年 同大学大学院医学研究科修了
1969年 三重県赤十字血液センター所長
1972年 衆議院議員初当選
2001年 初代厚生労働大臣就任
2016年より現職
その他
免疫の力でがんを治す患者の会 会長
一般財団法人 難病治療研究振興財団 専務理事

活動内容の概要

学術大会 年1回開催 学術講演会 年1回開催
定期刊行物発行 「先制臨床専門医・指導医」認定
コメディカル認定制度 倫理審査委員会（ＩＲＢ）開催 その他

監事 西谷 雅史
医療法人 響きの杜 響きの杜クリニック 理事長・院長

1981年 北海道大学医学部卒業
1989年 北海道大学医学部産婦人科助手
1998年 札幌厚生病院産婦人科主任部長
2005年より現職
日本胎盤臨床医学会理事
日本ホリスティック医学協会理事
日本統合医療学会北海道支部長



入会のご案内

【会員資格と年会費】
正会員（医師・歯科医師） 10,000円/年
準会員（医療従事者） 10,000円/年

※正会員、準会員には会員証を発行いたします
学生会員 3,000円/年

賛助会員 一口100,000円/年
※賛助会員について
当学会の趣旨にご賛同いただき、賛助会員としてご入会いただいた
企業様・団体様には、学術大会でのブース出展費用や、大会プロ
グラムへの広告掲載費用に関する特別割引、学術大会でのプレゼン
テーション時間枠の用意等の特典をご提供します。

学術特別会員（患者とそのご家族等、一般の方）
3,000円/年

※学術特別会員について
正会員（医師・歯科医師）からの紹介を必要とします。
登録した学術特別会員の方は、当学会が開催する大会やセミナー
などの学術イベントに、特別枠でご参加いただけます。

ご寄付のお願い

一般社団法人日本先制臨床医学会 事務局

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-6-4 IMPビル
TEL：078-806-0261 / FAX：078-806-0262 info@jspcm.org

※平成30年4月 一般社団法人設立準備中

「がん難民・難病難民救済」の理念を掲げ、先制医療・先端医療・統合医療
の正しい理解と国際的な普及、高度な専門的知識技術を有する医師・看護師・
コメディカルの養成を目指す当学会に、ぜひご支援賜りたく、お願いを申し
上げます。

何卒ご支援のほど、よろしくお願い致します。

※なお、ご寄付の受付につきましては、当学会の理事会にて審査を行います。

提携学術団体

公益財団法人 神戸国際医療交流財団
一般社団法人 日本先進医療臨床研究会
一般社団法人 日本先進医療推進機構 ほか


