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バイオパシー協会は、「バイオパシー」という医療理論と実践方法の普及活動をしています。
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　ウイルス性疾患には、B型肝炎・C型肝炎、インフルエンザやSARS、風疹、おたふく風邪、
ヘルペス、ノロウイルスによる急性胃腸炎、狂犬病などがあります。エイズもまたウイルスが
原因の病気です。
　現在、新型インフルエンザ大流行の危機が高まり、世界各国が警戒態勢を取り、さまざまな
対策を講じています。

　ウイルスは、細菌よりも小さな微生物です。
　細菌の場合は、細胞の中には入り込めず、細胞の外にくっついて増殖します。
　一方ウイルスは、生きた細胞の中に入り込み、その細胞を利用して増殖を繰り返します。そ
してその密度が高くなると爆発して、他の細胞の中に侵入し、同じ増殖メカニズムをたどって
急激に拡散します。

　細胞の中に入り込むという特徴が、抗生物質の効果
がなく、ウイルスを除去することが非常に困難な理由
であり、ウイルス性疾患の問題点なのです。

インフルエンザウイルス
（出典：ウィキペディア）

　2003年6月、中国のSARS流行に対し、天津国立医科大で人道的医
療ミッションを実施し、SARS患者さんに「バイオ・ノーマライザー」を
無償提供し、治療に使用していただきました。
　その治療効果が認められ、大学から感謝状をいただいたほか、中国政
府では「バイオ・ノーマライザーは免疫調節用保険食品」として認定され、
正式登録されました。

バイオ・ノーマライザーが
免疫調節用保険食品として認定！

ウイルス性疾患
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・ 活性酸素は直接ウイルスに作用し、それを除去しようとしますが、体内で過度に産生される
と、正常な細胞にまでダメージを与え、他の疾病を誘発させる恐れがあります。従って、生
体内では必要に応じて産生量を自動調整しなければなりません。

・ 活性酸素の中の一酸化窒素は、ウイルスと闘う最も強力な武器であるインターフェロンの分
泌に必要な物質です。過度な産生は前述のような危険性があるので、必要量を調整しなけれ
ばなりません。

・ ウイルスに直接作用し除去する能力を持つ、リンパ球のNK（ナチュラルキラー）細胞を活性
化する必要があります。

・ 白血球の中の大食細胞と呼ばれるマクロファージは、ウイルスや細菌を自分の細胞に取り込
んで、安全に食い殺す作用を持っているので、この活性化が必要です。
　マクロファージが効率良く働く環境は、40℃前後の体温が最適とされています。ですか
らインフルエンザの患者さんは高熱に苦しまされるのでしょう。

・ 白血球の中の好中球は、強く働くと炎症がひどくなる恐れがあります。好中球に限っては制
御が必要です。

インターフェロンには、α・β・γなどの種類があり、この種類と量が不適切だと危険です。
インターフェロンの分泌を適切に調整することが必要です。
人工的に作られたインターフェロンは、たとえ「ヒトインターフェロン」と名付けられてい
ても、体外から入れられたものは、私たちの体は異物として認識し、免疫機構が働いて体
外へ駆逐する戦いが始まります。これが副作用として生体に悪影響を及ぼすのです。

ウイルスは耐性に優れ、すぐに形を変える性質を持っています。
つまり、良い薬が開発されて使用し始めると、忍者のように形を変えたウイルスが出現し、薬
が効かなくなってしまうのです。
ウイルスの変異と薬開発は、堂々巡りの追いかけっこ、というのが現状です。

ウイルス性疾患の治療に必要な働き
活性酸素の調整1

免疫細胞の活性化と制御2

インターフェロンの分泌3

変異体への素早い対応4

　ウイルスと対抗するために1から4に掲げたような働きを持つ医薬品は、未だに世界に
は存在していません。
　「バイオ・ノーマライザー」は、ウイルス性疾患の治療に必要なすべての作用を網羅して
保持しており、なおかつ生体に安全に働きかける物質です。
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病　歴

バイオ・ノーマライザーの使用

　薬害C型肝炎訴訟などで、苦しい治療を続けてもなかなか治らない状況を見聞きしますが、
ここにバイオ・ノーマライザーだけでＣ型肝炎を克服した方がいらっしゃいます。

C型肝炎の有効例

洲脇達代  様（57歳）

岡山県在住
1951年3月13日生まれ
（昭和26年）

身長：163cm
体重：  80kg

1967年（16歳）に溶血性貧血と診断された。
後に世界で56番目のPNH（発作性夜間血色素尿症※）患
者と認定された。
※赤血球の細胞膜が、補体の作用により破壊されてしまう後天
性疾患。赤血球の破壊は血管内で行われ、これは血管内溶血
と呼ばれる。

2000年12月　C型肝炎
PNHの治療薬が関係したか、出産時の輸血が原因かは、
はっきりしない。
2002年9月から2003年8月までインターフェロンの治
療を受ける。
治療を終了してから3ヶ月後にはウイルスの数値は元に
戻っていた。

●2007年11月25日から、すべての化学薬品の服用、健康食品、サプリメントの摂取を中止して、
バイオ・ノーマライザーを単独で摂取し始めた。タブレットのバイオ・ノーマライザーを朝
24粒、夕方24粒。

●12月の検査で、GOT・GPTの値に改善が見られた。

●1月にはさらに数値は改善し、嬉しさの余りあちこち動き回った。

●2月の検査で数値が悪化したので、養生に努めた結果、3月の最新の検査数値は一層改善した。

●医師は、「洲脇さんの肝臓は動き出していますね」と述べた。

●PNHは、血清補体価が10以上になり3ヶ月間安定したので、医師は「もう赤血球の破壊は起
こらない」と断定した。

●現在は15粒～20粒を朝と夕方に摂取している。

月 日  8/24 9/21  10/25 11/10 12/22 1/26  2/26  3/24

GOT  111 170  223  127 101 46 61  42

  GPT 120 195  208  131   82  36  47 33

肝数値の変化
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血液検査結果の推移

　バイオ・ノーマライザーだけにしてからは、体調が少しずつ快調になって行きました。
そして１月の検査結果で数値が下がっているのを見て、とてもうれしくて、それまで出来
なかったことをしたくなり、あちこち出かけたり、とにかく動きまわりました。そしたら
翌月の数値は悪くなっていました。
　しっかり治るまでは、養生が大切なんだなぁだとしみじみ思いました。（ご本人の談）
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エイズへの取組
　エイズに対する「バイオ・ノーマライザー」の効果が最初に公表されたのは、1994年11月26
日、フィリピンの「PEOPLE’S　JOURNAL　TONIGHT」紙です。
　サラ・ジェーンさんはエイズを発症しており、18ヶ月になる娘のライカちゃんは母子感染
でエイズウイルスのキャリアになっていました。「バイオ・ノーマライザー」を食べ始めると、
治療薬AZTなどの副作用で悪化していたサラさんの体調が改善され、普通の生活に戻れまし
た。ライカちゃんは検査の結果、エイズウイルスは陰性になっていました。
　このことが大きく報道されたのです。
　「バイオ・ノーマライザー」でエイズウイルスが陰性になったという唯一の症例です。

　1996年にカナダ・バンクーバーで開催された「国際エイズ会議」において、アメリカの33歳
の男性エイズ患者アーロン・セッソム氏のインタビュー映像が公開されました。
　アーロン氏は、AZT、ddI、抗生物質などを投与され、この副作用で仕事もままならず、日
常生活にも支障をきたしていました。
　「バイオ・ノーマライザー」を食べ始めた後は、エイズ治療薬をすべて止めてしまいましたが、
それまで苦しんでいた副作用がすぐに無くなり、エイズ発症以前の生活が取り戻せたと述べ、
多くの参加者の関心を集めました。

　2006年5月、「世界最大規模のエイズホスピス」といわれる
タイのバンコク郊外にある施設で、エイズに感染した子供た
ちに対する「バイオ・ノーマライザー」の治療が始まりました。
　「エイズ　チルドレン　ホスピス」という国の施設には、0歳
から20歳までのエイズ発症患者とエイズウイルスキャリアの
子供たちが入所しています。
　5月に大里博士が「バイオ・ノーマライザー」のタブレットを持参して施設を訪問しました。
　下痢がひどくてベッドに横たわっている子供が多かったそうですが、一人一人の状態に合わせて
投与量を指示し、38人の子供たちが食べ始めました。すると、まず下痢が止まるなどの改善が見ら
れました。
　これを見て、子供たちの多くが「バイオ・ノーマライザー」での治療を希望し、8月末には60人、
11月には105人、12月には140人の子供たちが「バイオ・ノーマライザー」だけを使うようになりま
した。
　「バイオ・ノーマライザー」を使った患者のQOL（クオリティー・オブ・ライフ…生活の質）の改善
は目を見張るものがあり、11月に大里博士が再訪問した際は、子供たちが運動場で走り回って遊ん
でいる姿が見られたそうです。
　施設では、以前は毎週2～3人の子供が死亡していたそうですが、「バイオ・ノーマライザー」を食
べてからは、一週間経たないうちに亡くなった子供が1名いただけで、その後死亡者は一人もいなか
ったとのことです。
　また、3ヶ月に一回行われる血液検査の結果を見ると、「バイオ・ノーマライザー」だけを使ってい
る患者は、薬を使っている患者に比べてCD4の値が改善するなど、明らかな違いがあるそうです。

in Thailandエイズ人道ミッション 
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　新型インフルエンザは、鳥の中でしか増殖できなかったウイルスが突然変異したり、豚など
を介して変異して、ヒトの細胞の中で増殖する能力を持ったものです。
　そして現在ではヒトからヒトへ爆発的に感染する、パンデミックがいつ起きてもおかしく
ないという状況にまできているのです。

　SARSでは、重症にはなりますが、障害はほとんど気管や肺など呼吸器系に限定されていま
した。
　ところが新型インフルエンザは、肺だけでなく、肝臓、腎臓など、ほとんどの内臓が障害さ
れるために、死亡率も相当高くなると予測されています。
　日本で流行した場合、政府の被害想定は、人口の25%の3,200万人が感染し、スペイン風邪
の致死率2%を参考に考えると64万人が死亡するのではないかと言われています。
　医療対策では、新型インフルエンザに効果が期待できるワクチンや医薬品は全くありません。
また、爆発的な感染が起こり、肺や肝臓、腎臓に重篤な障害が起きた患者さんが多数出た時に、
それに対応できる入院施設も医療機器もない、医師も不足するという事態が予測されています。
　厚生労働省では、最大の防御策は「籠城」と「マスク」だと言っています。発生が確認されたら、
人ごみに行かない、出かける時はウイルスを通さないようなマスクをしなさい、ということ
です。
　感染したらどうすれば良いかが分からない、何ともお寒い限りの対策です。

　私たちは、新型インフルエンザに感染しても、医者もいない、薬もない、という医療難民に
なるかも知れません。
　バイオパシーを実践して、この危機に対処しましょう。

●セミボンビング～ボンビング法（1回の最大摂取量：顆粒4袋・錠剤24粒）
　1時間ごとに体温の変化を観察して、食べる量・回数を決める。

　バイオ・ノーマライザー服用後、熱が上昇し発汗が高まり、苦痛感を伴うことがあります。
これは、人体の防衛機能（異物を食べる食細胞、好中球やマクロファージ）が、ウイルスと戦い
やすい環境（体温39～40℃）を作るために、体温上昇を起こすと考えられています。
　この時、解熱剤を使用して熱を下げることは、防衛機能の働きを鈍らすことになり、回復を
遅らせることになります。
　ただし体力が著しく低下している場合には、使用することも構いません。

●バイオ・ノーマライザー1,000倍溶液
　・咳や咽喉の痛みに、溶液でうがい、吸入をする。
　・溶液で湿した手ぬぐいやタオルで頭部を冷やす。
　・発熱していると体内の水分が奪われます。溶液で水分補給してください。
　・ウイルスの飛散を抑えるために、部屋の加湿に溶液を使う。

新型インフルエンザ
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アカデミーのお知らせ
●バイオ・ノーマライザーの学術研究について、詳しく学習します。
●受講料（３回分）：非会員60,000円、会員29,000円。(前納)
●事前に受講申込をしてください。（詳細はお問い合わせください。）

回　数 学　習　内　容

1回目
 1 ．基礎研究
 2 ．静菌作用
 3 ．有害金属イオンキレート作用

 臨床編  総論
 1 ．虚血性疾患
 1 ．高血圧

2回目

 4 ．フリーラジカル調整作用
 5 ．体内レドックス反応調整作用
6－1．免疫調整作用
6－2．免疫調整作用（インターフェロン）
 8 ．神経系調整作用

 9 ．がん
10．免疫疾患
　　 ウイルス性疾患
　　 インフルエンザ

3回目

 7 ．抗老化作用
 9 ．抗ストレス作用
10．抗DNA傷害作用
11．代替医療
12．食物と栄養

 5 ．肝臓疾患
 6 ．腎臓疾患
 8 ．糖尿病

入会金：1,000円　　年会費：1,000円
ホームページから手続きができます。

会員の特典
●隔月発行の会報が送られます。
●ホームページの会員専用ページにアク
セスでき、最新情報が閲覧できます。

●書籍等の割引購入ができます。

■入会のご案内■
『自然治癒力で病気を治す！
 ～バイオパシー理論と

その実践法～』
新書版　160ページ（税込価格：800円）

9月下旬発売予定です。
購入ご希望の方はご連絡ください。

■ 大里  章　著■
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