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表紙

　掛り付けのドクターから５０歳を迎えた頃、本態性高血圧症である事を告げられ、爾来現在迄血圧抑制剤を
服用しております。
　私が糖尿病患者である事を決定づけられた事件は、ゴルフコンペで発症した腓 (こむら ) 返りでありました。
脹脛 ( ふくらはぎ ) の硬直によるまさに七転八倒の苦痛は今でも忘れる事ができません。パートナー２人に両
足の上に跨ってもらって、暫くすると回復しましたが、当日のスコアは惨憺 (さんたん )たるものでした。
　糖尿病による合併症について懇々と説諭され、糖尿病手帳の交付を受けたその日から、私のグータラ闘病
生活が始まりました。

　平成１４年１１月、６５歳を以って職場を定年退職し、かねてから第２の人生の理想としていた、都会の喧騒か
らは程遠い辺境の海辺の地でのスローライフを始める事でした。
　先ずは知人から住居を取得し、晴耕雨読を目指して野菜畑を借り受け、雨読はさて置くとして釣り三昧に没
頭できるよう海技免許を取得しようと教習所に通う手続きをしている矢先の平成１５年３月、第１回目の脳梗塞
を発症し、地元の町立病院で入院治療を受ける事となりました。
　幸い病状は軽く、左手指の不具合だけで３週間の加療で治癒、退院となりました。糖尿病状は進行し、ヘモグ
ロビンＡ１ｃの値は８.５に達しており、インスリン注射を始める事となりました。
　退院後間もなくボート免許を取得、同時に念願のレジャーボートを取得し、早速小豆島方面への釣行に有頂
天な数年を過ごし、その間の４年間、一人住まいの身勝手さから糖尿病の目安となるヘモグロビンＡ１ｃの数値
は決して改善される事は無く、インスリン注射の単位数（３０）はだんだんと増加する状態でありました。
　平成１９年５月、第２回目の脳梗塞を発症し、岡山旭東病院へ入院加療中、自身が時たま狭心症を疑わせる自
覚症状がある事を訴え、検査の結果、心筋梗塞の一歩手前の状況である事を告げられ、２週間の加療の後、国
立岡山医療センターへの転院後、即日冠状動脈狭窄によるステント手術を受け、２週間の加療後退院する事が
出来ましたが、術後服用する薬剤は倍増し、８種類を超える状況となりました。

　新聞テレビ等あらゆる広告媒体を通じメタボに糖尿病に有効として喧伝される健康食品等にどれだけ目を
奪われ、その都度失望を重ねてきたことでしょう。平成２２年年３月に妻にすすめられてバイオ・ノーマライザー
を初めて口にした時の何とも甘たるい固形のシロップに似た錠剤の効果に大いに疑問を抱かざるを得ません
でした。
　然しついに奇蹟が起きたのです。
　服用を続けて３ヶ月経過後ヘモグロビンＡ１ｃの数値が５.８まで急激に低下したのです。以後漸次数値は安定
して、ついにインスリン注射から解放されたのです。
　其の後の血液検査の結果はあらゆる項目が正常値に達したのです。正に青天のへきれきです。これは妻の日
頃からの何くれとない気配りと誠意の賜物と感謝しております。
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槇本 康志さん
　　からのお手紙

La Joconde　LEONARDO DA VINCI

バイオパシー協会インフォメーション 活動報告　１月～３月

 [セミナーの開催 ]　
１月２９日　　栃木県さくら市
１月３１日　　大阪市難波
２月５～６日　愛知県名古屋市
２月２７日　　大阪府堺市
２月２８日　　大阪市難波
３月　１日　　香川県高松市
３月　２日　　高知県高知市
３月１２日　　大阪市中の島
３月２８日　　大阪府堺市

３月２９日　　大阪市難波
３月３０日　　徳島県徳島市
３月３１日　　岡山県岡山市

３月１１日の東北関東大震災の被害に会われた皆様に心より深くお見舞い申し上げます。

この被害は一過性のものではなく、なかでも原子力発電所の事故による放射線の影響は、

人体のみならず飲料水や農作物にまで及び、いつ終息できるのか先が見えない状況となっています。

ＮＰＯ法人バイオパシー協会では、放射線に関する情報をホームページでも公開していますが、

その内容をかいつまんで紹介します。

確実な情報を基づいて対処しましょう。

1.   放射能に対するバイオ・ノーマライザーの食べ方
放射線を浴びると体内で活性酸素が大量に発生し、癌をはじめ様々な病気の原因となります。
バイオ・ノーマライザーを食べると活性酸素を消去することができます。
また癌で放射線療法を受けている患者の臨床観察実験では、神経障害が抑制されること、脂質過酸化
を有意に抑制すること、還元型グルタチオンのレベルが正常値に回復したことなどが分かっています。
通常より多く放射線を浴びている時は、夜寝る前だけでなく、時々バイオ・ノーマライザーを食べるよ
うにしましょう。

2.   汚染土壌に対する水溶液の作り方
バイオ・ノーマライザーは、放射線その物の力を打ち消す事が出来るという証明はありません。放射
線が生物の中で発生させる活性酸素を消去する力があるのです。
溶液を土壌に散布したときに、生命の無い土に対して何らかの働きがあるかというと、それは分からな
い、難しいのではないかと言わざるを得ません。
ただ、土中には放射線を出す物質を分解するバクテリアがいるかもしれません。そのバクテリアの生命
力を強くすれば、放射能を早く処理できるかもしれません。
チェルノブイリの周辺では、ヒマワリや菜の花に放射性物質を吸収させて浄化する取り組みが効果を
あげているようです。これら植物に水溶液を散布することで、放射性物質を吸収する力が強くできるの
ではないかと思われます。
土壌や植物に使用するバイオ・ノーマライザーの濃度は、10,000倍が基本です。
1グラムを10リットルの水で溶かしてください。

3.   乳幼児には、ミルクに溶かして与えても良いか。
一番効果的なのは、空腹時に唾液で溶かして食べることです。
そのまま赤ちゃんの口に入れられない場合は、少量の牛乳でペースト状にするとか、溶液を作るなどの
工夫をしてください。

4.   放射能との結合図式はあるか。
バイオ・ノーマライザーが放射線を出す物質と何らかの形で結合するかどうか、という実験はありま
せん。従って結合図式はありません。

5.   原子炉の冷却水に溶かせば、水素発生を抑えられるのではないか。
このような実験は無いので分かりません。

会員から寄せられた放射線に関する質問と答え

原子力関連施設で大事故が起こると、放射性物質であるヨウ素131が大気中に拡散する危険があり
ます。空気中に放出された放射性ヨウ素 ( ヨウ素 131) が体内に取り込まれると、通常のヨウ素 ( 非
放射性ヨウ素 )のかわりに、甲状腺 (のどの辺り)に蓄積します。
ヨウ素131は放射線を出し続け、体内にフリーラジカル（活性酸素）を大量に発生させ、甲状腺機能
低下症、甲状腺腫、甲状腺ガンなど様々な障害を身体に引き起こします。

放射線被曝（ひばく）について

「がんの代替医療における有効症例の調査研究」へのご協力願い。
　厚生労働省がん研究開発費「がんの代替医療の科学的検証に関する研究」班では、健康食品などをはじめと
した民間療法の安全性と有効性を検証する研究に取り組んでいます。
　代替医療が有効であったとされる「経験談・体験談」は、数多く広まっていますが、科学的に検証された正確
な情報は少ないのが現状です。この研究は、診療録等診療情報を収集・集計して行う観察研究（臨床の場にお
ける疫学研究）となります。

◇医師に、臨床情報を提供していただく。
これまでに受けた治療やその効果に関する医療情報です。
（個人が特定できるような情報は削除します）
◇医師の同意を得て、バイオ・ノーマライザーを単独で使用する。
医師に経過報告書を作成していただく。
医師に同意を求める際に、患者や家族では難しいと思う場合は、バイオパシー協会が医師にご説明します。

医師の管理の下で、この研究に参加いただける方には、バイオ・ノーマライザーを無償提供いたします。

この研究への参加は自由意思によるものであり、参加を拒否してもなんら不利益を受けることはありません。
また、参加された後でも、理由を問わず、いつでも同意を撤回することができます。

詳しい説明が聞きたい方や、研究に参加する意思がある方は、バイオパシー協会にご連絡ください。

研究の対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
◇がんと診断され、且つその病名を告知されていること
年齢、性別、がんの種類は問いません。
医師の治療を受けていてもかまいません。
◇第三者からこの研究への参加を強要されていないこと

第２の人生への試練

第高血圧と糖尿病宣告

インスリン注射の呪縛からの解放

あなたにご協力いただくこと

 [ アカデミーの開催 ]　

３月１１日　　大阪市中の島

(岡山県備前市在住）
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せん。従って結合図式はありません。

5.   原子炉の冷却水に溶かせば、水素発生を抑えられるのではないか。
このような実験は無いので分かりません。

会員から寄せられた放射線に関する質問と答え

原子力関連施設で大事故が起こると、放射性物質であるヨウ素131が大気中に拡散する危険があり
ます。空気中に放出された放射性ヨウ素 ( ヨウ素 131) が体内に取り込まれると、通常のヨウ素 ( 非
放射性ヨウ素 )のかわりに、甲状腺 (のどの辺り)に蓄積します。
ヨウ素131は放射線を出し続け、体内にフリーラジカル（活性酸素）を大量に発生させ、甲状腺機能
低下症、甲状腺腫、甲状腺ガンなど様々な障害を身体に引き起こします。

放射線被曝（ひばく）について

「がんの代替医療における有効症例の調査研究」へのご協力願い。
　厚生労働省がん研究開発費「がんの代替医療の科学的検証に関する研究」班では、健康食品などをはじめと
した民間療法の安全性と有効性を検証する研究に取り組んでいます。
　代替医療が有効であったとされる「経験談・体験談」は、数多く広まっていますが、科学的に検証された正確
な情報は少ないのが現状です。この研究は、診療録等診療情報を収集・集計して行う観察研究（臨床の場にお
ける疫学研究）となります。

◇医師に、臨床情報を提供していただく。
これまでに受けた治療やその効果に関する医療情報です。
（個人が特定できるような情報は削除します）
◇医師の同意を得て、バイオ・ノーマライザーを単独で使用する。
医師に経過報告書を作成していただく。
医師に同意を求める際に、患者や家族では難しいと思う場合は、バイオパシー協会が医師にご説明します。

医師の管理の下で、この研究に参加いただける方には、バイオ・ノーマライザーを無償提供いたします。

この研究への参加は自由意思によるものであり、参加を拒否してもなんら不利益を受けることはありません。
また、参加された後でも、理由を問わず、いつでも同意を撤回することができます。

詳しい説明が聞きたい方や、研究に参加する意思がある方は、バイオパシー協会にご連絡ください。

研究の対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
◇がんと診断され、且つその病名を告知されていること
年齢、性別、がんの種類は問いません。
医師の治療を受けていてもかまいません。
◇第三者からこの研究への参加を強要されていないこと

第２の人生への試練

第高血圧と糖尿病宣告

インスリン注射の呪縛からの解放

あなたにご協力いただくこと

 [ アカデミーの開催 ]　

３月１１日　　大阪市中の島

(岡山県備前市在住）
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表紙

　掛り付けのドクターから５０歳を迎えた頃、本態性高血圧症である事を告げられ、爾来現在迄血圧抑制剤を
服用しております。
　私が糖尿病患者である事を決定づけられた事件は、ゴルフコンペで発症した腓 (こむら ) 返りでありました。
脹脛 ( ふくらはぎ ) の硬直によるまさに七転八倒の苦痛は今でも忘れる事ができません。パートナー２人に両
足の上に跨ってもらって、暫くすると回復しましたが、当日のスコアは惨憺 (さんたん )たるものでした。
　糖尿病による合併症について懇々と説諭され、糖尿病手帳の交付を受けたその日から、私のグータラ闘病
生活が始まりました。

　平成１４年１１月、６５歳を以って職場を定年退職し、かねてから第２の人生の理想としていた、都会の喧騒か
らは程遠い辺境の海辺の地でのスローライフを始める事でした。
　先ずは知人から住居を取得し、晴耕雨読を目指して野菜畑を借り受け、雨読はさて置くとして釣り三昧に没
頭できるよう海技免許を取得しようと教習所に通う手続きをしている矢先の平成１５年３月、第１回目の脳梗塞
を発症し、地元の町立病院で入院治療を受ける事となりました。
　幸い病状は軽く、左手指の不具合だけで３週間の加療で治癒、退院となりました。糖尿病状は進行し、ヘモグ
ロビンＡ１ｃの値は８.５に達しており、インスリン注射を始める事となりました。
　退院後間もなくボート免許を取得、同時に念願のレジャーボートを取得し、早速小豆島方面への釣行に有頂
天な数年を過ごし、その間の４年間、一人住まいの身勝手さから糖尿病の目安となるヘモグロビンＡ１ｃの数値
は決して改善される事は無く、インスリン注射の単位数（３０）はだんだんと増加する状態でありました。
　平成１９年５月、第２回目の脳梗塞を発症し、岡山旭東病院へ入院加療中、自身が時たま狭心症を疑わせる自
覚症状がある事を訴え、検査の結果、心筋梗塞の一歩手前の状況である事を告げられ、２週間の加療の後、国
立岡山医療センターへの転院後、即日冠状動脈狭窄によるステント手術を受け、２週間の加療後退院する事が
出来ましたが、術後服用する薬剤は倍増し、８種類を超える状況となりました。

　新聞テレビ等あらゆる広告媒体を通じメタボに糖尿病に有効として喧伝される健康食品等にどれだけ目を
奪われ、その都度失望を重ねてきたことでしょう。平成２２年年３月に妻にすすめられてバイオ・ノーマライザー
を初めて口にした時の何とも甘たるい固形のシロップに似た錠剤の効果に大いに疑問を抱かざるを得ません
でした。
　然しついに奇蹟が起きたのです。
　服用を続けて３ヶ月経過後ヘモグロビンＡ１ｃの数値が５.８まで急激に低下したのです。以後漸次数値は安定
して、ついにインスリン注射から解放されたのです。
　其の後の血液検査の結果はあらゆる項目が正常値に達したのです。正に青天のへきれきです。これは妻の日
頃からの何くれとない気配りと誠意の賜物と感謝しております。
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槇本 康志さん
　　からのお手紙

La Joconde　LEONARDO DA VINCI

バイオパシー協会インフォメーション 活動報告　１月～３月

 [セミナーの開催 ]　
１月２９日　　栃木県さくら市
１月３１日　　大阪市難波
２月５～６日　愛知県名古屋市
２月２７日　　大阪府堺市
２月２８日　　大阪市難波
３月　１日　　香川県高松市
３月　２日　　高知県高知市
３月１２日　　大阪市中の島
３月２８日　　大阪府堺市

３月２９日　　大阪市難波
３月３０日　　徳島県徳島市
３月３１日　　岡山県岡山市

３月１１日の東北関東大震災の被害に会われた皆様に心より深くお見舞い申し上げます。

この被害は一過性のものではなく、なかでも原子力発電所の事故による放射線の影響は、

人体のみならず飲料水や農作物にまで及び、いつ終息できるのか先が見えない状況となっています。

ＮＰＯ法人バイオパシー協会では、放射線に関する情報をホームページでも公開していますが、

その内容をかいつまんで紹介します。

確実な情報を基づいて対処しましょう。

1.   放射能に対するバイオ・ノーマライザーの食べ方
放射線を浴びると体内で活性酸素が大量に発生し、癌をはじめ様々な病気の原因となります。
バイオ・ノーマライザーを食べると活性酸素を消去することができます。
また癌で放射線療法を受けている患者の臨床観察実験では、神経障害が抑制されること、脂質過酸化
を有意に抑制すること、還元型グルタチオンのレベルが正常値に回復したことなどが分かっています。
通常より多く放射線を浴びている時は、夜寝る前だけでなく、時々バイオ・ノーマライザーを食べるよ
うにしましょう。

2.   汚染土壌に対する水溶液の作り方
バイオ・ノーマライザーは、放射線その物の力を打ち消す事が出来るという証明はありません。放射
線が生物の中で発生させる活性酸素を消去する力があるのです。
溶液を土壌に散布したときに、生命の無い土に対して何らかの働きがあるかというと、それは分からな
い、難しいのではないかと言わざるを得ません。
ただ、土中には放射線を出す物質を分解するバクテリアがいるかもしれません。そのバクテリアの生命
力を強くすれば、放射能を早く処理できるかもしれません。
チェルノブイリの周辺では、ヒマワリや菜の花に放射性物質を吸収させて浄化する取り組みが効果を
あげているようです。これら植物に水溶液を散布することで、放射性物質を吸収する力が強くできるの
ではないかと思われます。
土壌や植物に使用するバイオ・ノーマライザーの濃度は、10,000倍が基本です。
1グラムを10リットルの水で溶かしてください。

3.   乳幼児には、ミルクに溶かして与えても良いか。
一番効果的なのは、空腹時に唾液で溶かして食べることです。
そのまま赤ちゃんの口に入れられない場合は、少量の牛乳でペースト状にするとか、溶液を作るなどの
工夫をしてください。

4.   放射能との結合図式はあるか。
バイオ・ノーマライザーが放射線を出す物質と何らかの形で結合するかどうか、という実験はありま
せん。従って結合図式はありません。

5.   原子炉の冷却水に溶かせば、水素発生を抑えられるのではないか。
このような実験は無いので分かりません。

会員から寄せられた放射線に関する質問と答え

原子力関連施設で大事故が起こると、放射性物質であるヨウ素131が大気中に拡散する危険があり
ます。空気中に放出された放射性ヨウ素 ( ヨウ素 131) が体内に取り込まれると、通常のヨウ素 ( 非
放射性ヨウ素 )のかわりに、甲状腺 (のどの辺り)に蓄積します。
ヨウ素131は放射線を出し続け、体内にフリーラジカル（活性酸素）を大量に発生させ、甲状腺機能
低下症、甲状腺腫、甲状腺ガンなど様々な障害を身体に引き起こします。

放射線被曝（ひばく）について

「がんの代替医療における有効症例の調査研究」へのご協力願い。
　厚生労働省がん研究開発費「がんの代替医療の科学的検証に関する研究」班では、健康食品などをはじめと
した民間療法の安全性と有効性を検証する研究に取り組んでいます。
　代替医療が有効であったとされる「経験談・体験談」は、数多く広まっていますが、科学的に検証された正確
な情報は少ないのが現状です。この研究は、診療録等診療情報を収集・集計して行う観察研究（臨床の場にお
ける疫学研究）となります。

◇医師に、臨床情報を提供していただく。
これまでに受けた治療やその効果に関する医療情報です。
（個人が特定できるような情報は削除します）
◇医師の同意を得て、バイオ・ノーマライザーを単独で使用する。
医師に経過報告書を作成していただく。
医師に同意を求める際に、患者や家族では難しいと思う場合は、バイオパシー協会が医師にご説明します。

医師の管理の下で、この研究に参加いただける方には、バイオ・ノーマライザーを無償提供いたします。

この研究への参加は自由意思によるものであり、参加を拒否してもなんら不利益を受けることはありません。
また、参加された後でも、理由を問わず、いつでも同意を撤回することができます。

詳しい説明が聞きたい方や、研究に参加する意思がある方は、バイオパシー協会にご連絡ください。

研究の対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
◇がんと診断され、且つその病名を告知されていること
年齢、性別、がんの種類は問いません。
医師の治療を受けていてもかまいません。
◇第三者からこの研究への参加を強要されていないこと

第２の人生への試練

第高血圧と糖尿病宣告

インスリン注射の呪縛からの解放

あなたにご協力いただくこと
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バイオパシー協会インフォメーション 活動報告　１月～３月

 [セミナーの開催 ]　
１月２９日　　栃木県さくら市
１月３１日　　大阪市難波
２月５～６日　愛知県名古屋市
２月２７日　　大阪府堺市
２月２８日　　大阪市難波
３月　１日　　香川県高松市
３月　２日　　高知県高知市
３月１２日　　大阪市中の島
３月２８日　　大阪府堺市

３月２９日　　大阪市難波
３月３０日　　徳島県徳島市
３月３１日　　岡山県岡山市

３月１１日の東北関東大震災の被害に会われた皆様に心より深くお見舞い申し上げます。

この被害は一過性のものではなく、なかでも原子力発電所の事故による放射線の影響は、

人体のみならず飲料水や農作物にまで及び、いつ終息できるのか先が見えない状況となっています。

ＮＰＯ法人バイオパシー協会では、放射線に関する情報をホームページでも公開していますが、

その内容をかいつまんで紹介します。

確実な情報を基づいて対処しましょう。

1.   放射能に対するバイオ・ノーマライザーの食べ方
放射線を浴びると体内で活性酸素が大量に発生し、癌をはじめ様々な病気の原因となります。
バイオ・ノーマライザーを食べると活性酸素を消去することができます。
また癌で放射線療法を受けている患者の臨床観察実験では、神経障害が抑制されること、脂質過酸化
を有意に抑制すること、還元型グルタチオンのレベルが正常値に回復したことなどが分かっています。
通常より多く放射線を浴びている時は、夜寝る前だけでなく、時々バイオ・ノーマライザーを食べるよ
うにしましょう。

2.   汚染土壌に対する水溶液の作り方
バイオ・ノーマライザーは、放射線その物の力を打ち消す事が出来るという証明はありません。放射
線が生物の中で発生させる活性酸素を消去する力があるのです。
溶液を土壌に散布したときに、生命の無い土に対して何らかの働きがあるかというと、それは分からな
い、難しいのではないかと言わざるを得ません。
ただ、土中には放射線を出す物質を分解するバクテリアがいるかもしれません。そのバクテリアの生命
力を強くすれば、放射能を早く処理できるかもしれません。
チェルノブイリの周辺では、ヒマワリや菜の花に放射性物質を吸収させて浄化する取り組みが効果を
あげているようです。これら植物に水溶液を散布することで、放射性物質を吸収する力が強くできるの
ではないかと思われます。
土壌や植物に使用するバイオ・ノーマライザーの濃度は、10,000倍が基本です。
1グラムを10リットルの水で溶かしてください。

3.   乳幼児には、ミルクに溶かして与えても良いか。
一番効果的なのは、空腹時に唾液で溶かして食べることです。
そのまま赤ちゃんの口に入れられない場合は、少量の牛乳でペースト状にするとか、溶液を作るなどの
工夫をしてください。

4.   放射能との結合図式はあるか。
バイオ・ノーマライザーが放射線を出す物質と何らかの形で結合するかどうか、という実験はありま
せん。従って結合図式はありません。

5.   原子炉の冷却水に溶かせば、水素発生を抑えられるのではないか。
このような実験は無いので分かりません。

会員から寄せられた放射線に関する質問と答え

原子力関連施設で大事故が起こると、放射性物質であるヨウ素131が大気中に拡散する危険があり
ます。空気中に放出された放射性ヨウ素 ( ヨウ素 131) が体内に取り込まれると、通常のヨウ素 ( 非
放射性ヨウ素 )のかわりに、甲状腺 (のどの辺り)に蓄積します。
ヨウ素131は放射線を出し続け、体内にフリーラジカル（活性酸素）を大量に発生させ、甲状腺機能
低下症、甲状腺腫、甲状腺ガンなど様々な障害を身体に引き起こします。

放射線被曝（ひばく）について

「がんの代替医療における有効症例の調査研究」へのご協力願い。
　厚生労働省がん研究開発費「がんの代替医療の科学的検証に関する研究」班では、健康食品などをはじめと
した民間療法の安全性と有効性を検証する研究に取り組んでいます。
　代替医療が有効であったとされる「経験談・体験談」は、数多く広まっていますが、科学的に検証された正確
な情報は少ないのが現状です。この研究は、診療録等診療情報を収集・集計して行う観察研究（臨床の場にお
ける疫学研究）となります。

◇医師に、臨床情報を提供していただく。
これまでに受けた治療やその効果に関する医療情報です。
（個人が特定できるような情報は削除します）
◇医師の同意を得て、バイオ・ノーマライザーを単独で使用する。
医師に経過報告書を作成していただく。
医師に同意を求める際に、患者や家族では難しいと思う場合は、バイオパシー協会が医師にご説明します。

医師の管理の下で、この研究に参加いただける方には、バイオ・ノーマライザーを無償提供いたします。

この研究への参加は自由意思によるものであり、参加を拒否してもなんら不利益を受けることはありません。
また、参加された後でも、理由を問わず、いつでも同意を撤回することができます。

詳しい説明が聞きたい方や、研究に参加する意思がある方は、バイオパシー協会にご連絡ください。

研究の対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
◇がんと診断され、且つその病名を告知されていること
年齢、性別、がんの種類は問いません。
医師の治療を受けていてもかまいません。
◇第三者からこの研究への参加を強要されていないこと

第２の人生への試練

第高血圧と糖尿病宣告

インスリン注射の呪縛からの解放

あなたにご協力いただくこと

 [ アカデミーの開催 ]　

３月１１日　　大阪市中の島

(岡山県備前市在住）


