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小松芳子さん (61歳女性 :広島県在住) ～ 茅L癌 ～

私は7年前、乳癌と脊髄への転移のため余命 1年 を宣告されました。

しかし、なんと7年経った今も笑顔で家族と暮らしています。

癌と戦う全ての方の励みになればと思い、その経緯をお話させて頂

きます。

まさかの余命宣告

私は体調がすく
"れ

なかったので、 2007年 の秋ごろからバイオ

ノーマライザーを毎日6gず つ食べていました。

12月のことです。腕が痛くて上げ下ろしが背中に響く程になりま

て、歩きにくく、誰かに支えてもらわなければいけない程になり、

に行きました。

総合病院の整形外科を受診 したところ、背骨に異常が発見されMRI検 査を受けました。

12月12日にその結果を聞いて驚きました。乳癌が脊髄に転移 して背骨が潰れて神経を圧迫 し

ている、というのです。

直ちに緊急手術することになり、 6時 間半に及ぶ大手術を受けました。

腫瘍の大きさが深刻なものだったため全部は取れなかったそうです。でも手術中の出血は少

なく、沢山用意されていた輸血は使わずにすんだのは不幸中の幸いでした。きっとバイオ ・ノー

マライザーを既に食べていたからだと思っています。

この時に背骨に金属を入れる処置もなされました。この金属から来る痛みだけは今も残って

います。

手術後の説明で、7L癌は胸膜に癒着 しており手術不能、そして 「抗癌剤治療をしても余命 1

年」と言われました。

ついこの間まで普通に仕事をして元気に暮らしていたのに、もう自分には 1年 しか残されて

いないなんて、全く信 じられないような話でした。

バイオ ・ノーマライザーに賭けました

抗癌剤を使っても余命 1年なのであれば…と考えた末、抗癌剤治療はお断りすることにしま

した。背中側の取 り切れなかった癌に放射線を当てる治療を 5日 間行いましたが、あとは乳癌

の進行を抑えるためのホルモン療法のみ続けることになりました。

とはいえ、何もせずにあきらめるつもりはありませんでした。早速バイオパシー協会にバイ

オ ・ノーマライザーの食べ方を相談 して、 しっかり取り組み始めました。

まだ入院中でしたが、朝 6g、 夜12gを 食べ続けた後、 1月 3日 に初めてのボンビングに ト

ライしました。 しかも 4日 続けて行いました。この 4日連続のボンビングは、正直かなり大変

でしたが、お陰で食欲もあり、手術や放射線で消耗 した体力を取り戻すことができました。

ボンビングとは身体機能を最大に活性化する手段として大量摂取する方法

体重50kg以上の方で、12gを 40分間隔で 4回 摂取します。

水を 1 5 0 0ml以上飲み、翌日も安静にして身体の養生に専念します。

1月 7日 からは毎日朝 6g、 午前 6g、 午後 6g、 夜12gの合計30gを 3日 間食べ、

ごとにボンビングを行いました。

入院から lヶ月後の 1月 17日には退院。

した。次に足がつったりし

ようやく検査のために病院

3日 目



その後、 4日 おさや 5日 、 1週 間おきのボンビングを行ってみました。最終的には3日 間は

12g、 4日 目にポンピング、というやり方が、一番調子の良いことをつかんで続けてきました。

腫瘍マーカーが基準値以下に !

1年 しか生さられないと言われていたのに、 1年 後の検査ではMRI、 C丁 、血液検査でも

転移なしでした。その後 3ヶ 月ごとの7L癌検診で少 しずつ癌が小さくなっているとわかり、医

師も驚いていました。

2012年 の時点で乳癌の腫瘍マーカーは基準値以下になっていました。

医師はホルモン療法 しかしていませんので、それが功を奏 しているとの考えから、更に強い

ホルモン剤の投与を勧めました。 しかし私はバイオ ・ノーマライザーに助けられたと確信 して

いたので、バイオパシー協会や家族と相談 した結果、逆にホルモン療法を終了し、バイオ ・ノー

マライザーだけに絞ることにしました。

ホルモン療法を止めてからは家族と相談 して、水曜と日曜にボンビングをしています。

その結果は…非常に良好です !

ホルモン剤によるむくみが解消され顔もスッキリしたと言われますし、元気な声が出るよう

になりました。

余命 1年 と言われた私が、 7年 が経過 した今も自宅にいて、笑顔で過ごしているというのは、

現代医療ではありえないことです。これは家族の理解と支えなしでは不可能でした。

夫は私が生きるために全面的に協力 し支えてくれました。 3人 の娘たちの存在は私の生きる

力になりました。更に、バイオパシー協会の親身なア ドバイス、そして継続 して本当に献身的

なサポー トをしてくださった販売店さん。全ての方々の支えがあって私は今生きているのです。

バイオ ・ノーマライザーと支えてくださった全ての方への感謝と喜びでいっぱいです。

藤田幸雄さん (76歳男性 :広島県在住) ～ 顔面神経麻痺 ～

鏡に写る自分に 『よかったなぁ !』

2011年 の 7月 後半。夏らしい暑さがやつてきたころのことです。その頃は色々なス トレ

スが重なり疲れが溜まっていました。そんな時、出先で自分の顔に異変を感 じました。

そうめんが噛めない ! お茶が回の端からこばれてしまう l…突然のことで驚きました。

顔面神経麻痺でした。左顔半分が麻痺 し動かせなくなっていたのです。麻痺のために眉、目

尻、国元が 2 cm下がり、顔がゆがみました。

ゆがんだ顔を鏡で見た時のシ∃ックはご想像いただけることと思います。

人にゆがんだ顔を見せるのが辛いので、外出時は勿論のこと、家に居るときも帽子を目深に

かぶり、大きなマスクをつけていました。暑い時期でしたし、それだけでも大きなス トレスに

なりました。

それまでもバイオ ・ノーマライザーは健康維持のために 1日 3gを 2年 ほど食べていました

が、麻痺が出てからは、夜寝る前に6g食 べるようにしました。

そしてリハビリ前に摂ると改善が早いことをお聞さしたので、早速リハビリ30分前にも 3g

食べるようにしました。

すると硬かつた筋肉が柔らかくなって、整体師に治療の進行が早くなったと驚かれました。

お陰で順調に改善 し12月 にはすっかり元通りの顔になりました !



ある日突然何が起こるかわからないものです。しかし、バイオ ・

ノーマライザーを摂る事で早く完全に回復できた経験から、何事

もない普段からしっかり食べ続けようと思いを新たにしました。

通常のス トレスに暑さス トレスが加わって神経にきてしまった

のかもしれないと思うので、また 7月 8月 は用心が必要です。セ

ミボンビングをして備えをしています。

セミボンビング =12gを 15～20分間隔で 2～ 3回 食べる。

匿名希望  (60歳 男性 :大阪府在住) ～ 胃潰瘍 糖尿病 ～

半年間の週末ボンビングで数十個の胃潰瘍が劇的完治

胃痛が続き検査 したところ、医師に 「よく我慢 していましたね」と言われるほど沢山の胃潰

瘍ができていることがわかりました。

事業を営み忙 しい毎日を送ってきたので、長年の疲れがたまっていたのかもしれません。

それまでもバイオ ・ノーマライザーを食べていたので、食欲も落ちることなく、激務をこな

すことができていたようです。

従業員の事を考えると、私が倒れる訳にはいきません。これは何としても治さなければと思

い、すく
"にバイオパシー協会に電話 してバイオ ・ノーマライザーの食べ方を相談 しました。

それから半年間、寝る前に12g食 べて、週末はボンビングを続けました。

こうして、半年間でボンビングを27回行ってから検査を受けたところ、大変嬉 しいことに医

師から 「劇的完治 !」 との言葉を聞くことができました。本当に一安心 しました。

振り返ってみると3～ 4ヶ 月間は、週末のボンビングの後はグッタリしていました。それも

あって身体をしっかり休める機会を持つことができました。

4ヶ 月ほどすると、階段を駆け上がれる程元気になって、活力を取り戻していました。

最終的には、血圧、血糖値も正常に。持病の糖尿病も心配ない数値に改善 していたのです。

これまでもバイオ ・ノーマライザーは食べていましたし、日中も調子が悪い時は、 6～ 12g

食べたりしていたのですが、激務とス トレス過多の状況では普通の量を食べていたのでは追い

つかなかったようです。今回のことで、 「ボンビングは本当にイイ !」 と実感 しました。

ボンビングをして、休まざるを得ない状況を作つて、 しつかり治療に専念することで、長年

酷使 した身体のメンテナンスが出来たようです。

お陰様で胃潰瘍はすっかり治ったのですが、実はボンビング後の爽快感がすっかり気に入っ

てしまい、今も少 し量を減らして週末のボンビングを続けています。

生涯現役でいたいですからね。

この会報は、会員の皆様にバイオパシー協会の活動目的

である、医療情報の提供を目的として制作しています。

商品の購入は自己責任でご決定くださるよう、お願いい

たします。

この会報の著作権は、パイオパシー協会に帰属していま

す。いかなる目的であれ、無断で使用することを固く禁じ

ます。
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