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伊藤武文さん (70歳男性 :広島県廿日市市在住)
「抗癌剤でへこたれる血小板の数値をボンビングで回復」

～ 大腸癌 ～

私は 2010年 1月に直腸に 4～ 5 cmの癌が見つかりました。まだス

テージⅡという診断だったので、すく
Ⅲ
に手術を行いました。直腸を癌の

前後何cmか切 り取つたのだから、癌は無くなったと安心 していました。

ホッとしたのもつかの間、 1年 後の 2011年 1月、大腸内視鏡検査に

より摘出部位付近で癌の再発が確認されました。直腸を再度切除したた

め、やむなく人工肛門にする処置もされました。

しかし、癌再発のシ∃ックはまたもやってきます。手術から5ヶ月後の 2011年 7月の検査

で、腹膜 リンパ節に3箇所転移 しているという結果を突き付けられたのです。

2度 にわたる手術で癌は確実に切除されたと思っていたので、転移という診断は本当にシ∃ッ

クでした。

すく
°
に、 7月 26日から抗癌剤治療が始まりました。

抗癌剤を 1回点滴し、経口抗癌剤を14日間服用、その後 1週間は休憩、の繰り返 しです。

バイオ ・ノーマライザーは 2007年 に妻が食べ始めた時から、調子が悪い時に3g食 べて

いました。

最初に癌が見つかった 2010年 1月の時点では、切れば治る、と、あまり深刻に考えていな

かったので、バイオ ・ノーマライザーは 1日 に3～ 6gし か摂っていませんでした。

しかし抗癌剤治療が始まってからは、休憩 している 1週間に朝 9g、 昼 6g、 夜 9g摂 るよう

にしました。

抗癌剤治療は思いのほか身体に応えました。

8月 22日から始まった 2回 目の治療中、意識を失う程の高熱と下痢のために2週 間近く入院し

なければなりませんでした。そして回を重ねた11月には血小板の数値が下がつてしまい、治療

は一時中止せざるを得なくなったのです。

身体が副作用に耐えられず、抗癌剤治療が休み休みになるのは不本意でしたので、バイオパシー

協会に相談 して、大量にバイオ ・ノーマライザーを摂取する方法を試みることにしました。

抗癌剤 1週間の休憩期間に
｀
ボンビング

′(12gを40分間隔で 4回 食べる方法)を 3回行いま

した。ボンビングをしない日は、朝 9g、 夜12g摂 りました。

すると、手足の痺れやムクミ、指の皮がむけるといった副作用には苦 しめられましたが、食事

は普通に食べられ、さほど痩せることはありませんでした。そして抗癌剤投与後に―桁に下がつ

た血小板の数値が、また二桁に戻るということを繰り返 し、治療は継続されました。
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抗癌剤治療は 1年以上もの長い期間続きました。 2012年 10月のC丁 検査で他臓器への転

移や腹膜に影は見られなかったため、その後は様子を見るということになり、現在は3ヶ 月に

一度検診を受けています。

正直言うと、私にとってボンビングは楽ではありませんでした。

しかし、今は
｀
本当にバイオ ・ノーマライザーを食べ続けて良かった !″と思います。

バイオ ・ノーマライザーのおかljで、普通に食事ができた、栄養がきちんと摂れた、体力が維

持できていた。

だから抗癌剤のダメージが軽くすんだ、素早く回復もできた、と実感 しています。

最近は少 しずつですが自分の好きな物づくりを楽 しんだり、足が衰えないように散歩をしたり

して日常生活を送ることができています。これからも、量を減らしたボンビングを続けて再発

防止に努めながら、まだまだ生活を楽 しみたいと思います。

高橋きみ子さん (66歳女性 :宮城県黒川郡在住) ～ 卵巣癌 ～

「癌が無くなった」

変な咳が何年も続いていましたが、他に症状が無かったのでたいして気にしていませんでし

た。

お姑さんが 「風邪引きの咳ではないぞ、調べたらどうだ。」と言うので 2011年 5月 に町の

検診を受けました。

するとレン トゲンで癌が見つかりました。精密検査の結果、左卵巣癌が肺、頸部 リンパ節、肝

臓に転移 していて癌性腹膜炎もあり、ステージⅣだ、抗癌剤治療 しても予後は不良です、など

と医師に説明されました。

咳以外の症状はほとんど感 じていなかったので、この結果には自分は勿論、家族もびっくり、

皆がお先真っ暗という状態でした。

7月 20日に入院して翌日から抗癌剤治療が始まりました。抗癌剤を 1日 投与 したら次は 3週

間後、というベースで行う事になりました。

癌の状態が非常に悪かったので、きっとすごく強い薬だつたと思います。 1回 目の点滴の後に

髪の毛が抜け、脚が浮腫み、味覚が無くなり食事が美味しくないなど、一番ひどい副作用に苦

しみました。

バイオ ・ノーマライザーには8月 に出会いました。それまで知人が紹介 してくれた、富士山

から湧さ出るミネラルを含んだ水を飲んでいましたが、バイオ ・ノーマライザーも病院へ持っ

て行つて隠れて食べていました。

バイオパシー協会に電話 して食べ方を教わり、抗癌剤治療前には 9～ 12gを 朝 ・昼 ・晩に食べ

たり、ボンビングをしたり、治療後は薬の効果がなくなるのを見計らって12g食 べたり、ボン

ビングをしたりしました。

バイオ ・ノーマライザーを食べてから副作用は前より軽くなりました。調子が悪かつたのがボ

ンビングをすると元気になったという実感がありました。

12月まで計 6回 の抗癌剤治療を受け、12月には卵巣と子宮を全摘する手術も受けました。

退院後は月 1回 の検査を受けていました。画像検査で膵臓に腫瘍があることが分かり、今年 1

月に抗癌剤治療を 3回 受けました。

その後の検査画像を見るたびに、医師から 「だいぶ良くなったねぇ」などと誉められていまし

たが、 6月 の C丁 画像で、「腫瘍が無くなった。これからは経過を観察 しましょう」と言われた

時には本当にうれしく、お姑さんも 「治ってもらって良かった、良かった」と大喜びでした。



医者は抗癌剤が良く効いたと言っていますが、自然の良い水とバイオ ・ノーマライザーに助

けられたから、長いことはないと言われた命が、今も元気にしていられると思っています。

今は毎日、就寝前に6g食 べています。朝の目覚めがばっちりです。

90才のお姑さんは畑の草取 りをしたり、ゲー トボー

ルにも精を出すほど元気です。ゲー トボールが 9時 か

ら始まる時は、 8時 にバイオ ・ノーマライザーを食べ

て出かけます。

「バイオ ・ノーマライザーを食べて行くと調子が良い

んだよ」と言つています。 高橋さんご―家 (左端がきみ子さん)

癌治療とバイオ ・ノーマライザー

学術研究 … 腫瘍患者、自血病患者、化学療法と放射線療法を受けている患者の

臨床研究結果

・ 腫瘍患者循環白血球内のMnSODと 力タラーゼが誘導され、白血球中の還元

型グルタチオン (GSH)レ ベルが正常値に回復 した。同時に、白血球による

酸素ラジカルの過剰な産生は正常値まで低下 した。

・ 化学療法と放射線療法がもたらす、神経毒と肝毒性効果から患者を防御 した。

・ 放射線に暴露された患者の血漿と赤血球膜の双方で、脂質過酸化を有意に抑制

した。

・ 白金を含む薬剤 (シスプラチン)の 毒性 レベルがゼロにまで低下 した。
(in ∨ itrOの 実験)

バイオ ・ノーマライザーは、化学療法と放射線療法の集中治療を受けている患者の支持

療法として有望な物質であり、QOLを 高く維持できる可能性を示唆している。

癌治療とバイオ ・ノーマライザーの使用法 ― スイッチ法 ―

バイオ ・ノーマライザーが持つ抗酸化作用は、抗癌剤 ・放射線の働きを打ち消します。

抗癌剤 ・放射線治療を受けている間はバイオ 0ノーマライザーを食べることは中止し

てください。 (ただし、 1000倍 溶液をこまめに飲むことは問題ありません。)

バイオ ・ノーマライザーは化学療法 ・放射線照射が始まる前と、治療が終了した後に

食べましょう。

ただし、抗癌剤治療の場合は、薬の効果が無くなるまで待って食べてください。

癌のステージや体調、副作用の状態に応 じて、適量を見極めてください。

ボンビング法 (12gを40分間隔で 4回 食べる方法)が 必要な場合もあります。

バイオパシー協会ではカウンセリングをして、その人の状態に合つた食べ方をア ドバイ

スいたします。その時々にご相談ください。
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たします。
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