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下さん (47歳女性 :神奈川県横浜市在住) ～ リロ巣癌 ～

私と卵巣癌との出会いは、ある日突然やってきました。

2013年 11月末に、生理が終わっても下腹部に鈍い痛みがあり、

不安を感じ過ごしていた 2日後、今まで体験 した事のない激痛に襲わ

れました。翌日には痛みはかなり軽くなっていたものの、念のために…

と思い、受診 した病院で 「両方の卵巣に大きな腫瘍がある。病院を紹

介するから受診するよう」と言われました。

急いで翌日紹介された病院に行くと、医師から出た言葉は 「手術を

して病理検査をしないと正確な判断はできないが、悪性の可能性が高

い。早急に手術をします」。私は、エコー画像に映った二つの真黒な

卵巣を見ながら 「がん ?私 死ぬの ?子 供たちはどうなる?う そやろ?

こんなに突然に」、突然目の当たりにする現実と、信 じられない気持ちがごっちゃになり、そ

の時はどうやって診察室を出たのかも思い出せません。

その後、翌年 2014年 1月初めに緊急手術を受けました。激痛に襲われた 1週間後位から

腹水が溜まり始め、手術当日は妊婦さんのようなお腹になっていました。

卵巣摘出後の病理検査の結果は予想通り悪1生で、原発の卵巣、密接 している子宮、転移が認

められた右鼠瞑部 リンパ節、大網を摘出し、溜まっていた腹水を 3リ ットル抜さました。

しかし、他に牌臓、腹腔ダグラス高、膀脱子宮高、肝臓に転移があり、卵巣癌IV期で、漿液性

腺癌という診断結果が出ました。

進行が早いタイプでもあり、残つた癌を叩くためにと、医師から早急に抗癌剤治療を始める

よう強く勧められたのですが、免疫力が下がるという恐怖ばかりが先に立ち、再び腹水が溜ま

り始めたお腹を抱えながらも治療に踏み出す決心ができずにいました。

医師からは早く決断するようにせかされ、代替医療も見つからず困っていたところ、自然食品

店に勤める友人が病院に見舞いに来てくれ、開ロー番、 「抗癌剤と併用できるすごい商品があ

るそう 12月 にフィリピンに現地視察に行つて見て来る」という話をしてくれました。

抗癌剤との併用がOKな どと、そんな素晴らしい商品があるのか ?信 じられない気持ちもあ

りました。 しかし、45年前に開発、販売されている商品で、たくさんの臨床データがあり、チェ

ルノブイリ原発事故の時も高い治療成績があり、その効果にゴルバチ∃フ元大統領から感謝状

を贈られた事もあるという話を聞き、私は、友人がフィリピン現地に視察に行く前ではありま

したが、 「この出会いにかけてみよう」と決心し、バイオ ・ノーマライザーを食べて抗癌剤治

療を受けることにしました。

実はその時点で、別の産婦人科医から 「抗癌剤治療をしないと余命は 1年もない」と言われて

おり、それを知った家族も私に治療を強く勧めていました。抗癌剤との併用ができるのならば、

家族も私も納得 して治療を行うことができる、というのも抗癌剤とバイオ ・ノーマライザーと

の併用治療に踏み切る強い後押 しでした。

初めにバイオパシー協会でカウンセリングを受け、抗癌剤の投与開始 1週間前となる 1月末

から、就寝前に12g食 べ始めました。

抗癌剤はタキソールとカルボプラチンで、 3週 間に 1回の投与です。投与されてから10日間は

バイオ ・ノーマライザーを食べるのは中断し、11日目から次の抗癌剤投与の前日まで食べるの

を再開するというスイッチ法を行いました。

2回 目からはアバスチン (血管新生阻害薬)も 追加投与されました。

1回 目の投与で髪の毛が抜け落ちました。 2回 目の投与からは腹水が引いてきたのは嬉しい事

でしたが、血圧が上昇 し、鼻血や手足のしびれ等の副作用が出ました。



投与の度に強い吐き気があり、 2～ 3日 間は断食生活を強いられましたが、フィリピンに視

察に行った友人から現地で見聞きしたバイオ ・ノーマライザーが起こした奇跡のような事例を

沢山写真で見せてもらっていた私は、これは本物だと確信 していました。そして 「これを乗り

越えればバイオ ・ノーマライザーが食べられる。そしたら抗癌剤で傷ついた細胞を修復 してく

れる」と信 じ、ひたすら布団の中で耐えていました。

医師からは他の患者と同様、吐き気止めを勧められましたが、カウンセリング時にバイオ 0ノー

マライザーと化学物質は相性が良くないと聞いていたので、断って飲みませんでした。

抗癌剤治療を始める前は、投与は 2回 までと決めていましたが、血液検査の度に下がつてい

く腫瘍マーカー (C A125)の 値を見ると、あと 1回、次でもう止める、もう 1回 くらい良い

だろう…と、ずるずる回数を重ね、最後は 1クール 6回 という、標準治療を終えていました。

さすがに最後の 6回 目には全身に薬疹が出ました。きっと、これ以上は勘弁 して、という身体

のSOSだ ったのだと思います。

腫瘍マーカー検査結果 (赤字は基準値より高い数値)

そして、抗癌剤治療終了後の 7月 の初め、C丁 検査ではあれだけ腹腔内に散らばり、転移 し

ていた全ての癌が消えていました。

9月 の初めには腫瘍マーカー (C A125)の 値が正常値になりました。

医師は 「抗癌剤が奏功 した=と ても治療効果があつた」と言いました。 しかし私は抗癌剤だけ

でなく、バイオ ・ノーマライザーをはじめ、日頃の不健康を引き起こす生活習慣 (食生活 ・睡

眠不足 ・経皮毒等)を 見直し、今までの癌になるような生き方を改めてきた全てが今の私を作っ

ていると思っています。

私の身体の中には、他の腫瘍マーカー (C A19-9)の 値が示すように、癌細胞があります。

病との共生はこれからも続きますが、それでも私は、病になる前より今の方がずっと健康にな

りました。

癌をきっかけにして、もう一度新 しい人生を築くことができました。

今の私はとても幸せです。これからは家族 ・友人 0支えてくれた人に感謝 し、笑うと増えるN

K細 胞を増や し、もっともっと自分のQOLを 高めていきたいと思っています。

これからもバイオ ・ノーマライザーと共に、実りある第二の人生を生きて行きます。
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Yさ ん (52歳女性 :神奈川県横浜市在住) ～ 茅L癌との14年間 ～

私が最初に乳癌の告知を受け手術 したのは 2000年 2月 のことで

した。実はその 2年前に胸の痛みとしこりに不安を感 じて病院へ行っ

たのですが、診察 した医師の 「良性のものだから心配いらない」とい

う言葉に安心 していました。

しかし、その後も相変わらず胸のしこりは消えず痛みはますます強

くなって行き、別の病院で検査を受けた結果、ステージ |の乳癌であ

ることがわかりました。主治医に胸の痛みを訴えると肋間神経痛だと

のことで整形外科に回され、その検査結果を見た主治医は 「あなたは

痛みに弱いのよ」と言い、結局痛みの原因がわからないまま、左乳房

温存療法 (部分切除、腋高廓清、放射線照射48G y/24F r)を 受けました。

退院後は放射線治療のため毎日通院しましたが、何度目かの治療のとさに激痛のため放射線

を受ける台に上がることができなくなってしまいました。別の病院から非常勤で来ていた放射

線科の医師が 「こんなに痛いなんて尋常じゃない |も しかしたら骨転移を起こしているのでは

ないか ?l」 と、すく
Ⅲ
に手術後に撮った骨シンチの画像を確認 してt胸 骨の一番太い骨にがん

が転移 して ドーナッツ状に溶けていることが分かったのです。数日後に胸骨に太い針を刺す細

胞診で、 class5の 骨転移という診断が下されました。

その後は胸骨転移に対 しての電子線照射に毎日通いました。あれほど
'辛

かった激痛が治まっ

たのです。痛みから解放され しばらくの間、病気のことを忘れて生活していたのですが、手術

から 1年半ほど過ぎた頃、乳房内に再発 し、転院先の病院で、 2003年 1月 に局所再発手術

を受け、その後 しばらくはホルモン治療を続けました。 2004年 6月 に再び乳房内再々発の

診断が下されましたが、 しばらくは手術をせずに経過観察という日々が続きました。

その年の夏頃から以前と同じような痛みに襲われるようになり、 2005年 2月末から医療用

麻薬であるMSコ ンチン等の服用が始まりました。

胸の腫瘍は増大し続け、皮膚が赤く腫れて熱を帯び痛みも強くなっていさました。その当時、

医師からは、 しこりを作らない炎症性のたちの悪いがんの疑いが強く、メスを入れたらあっと

いう間に全身に散らばり、余命を短くするだけだと言われていました。皮膚の状態はどんど
'ん

酷くなり、痛みも強くなって、医師からは抗癌剤治療を勧められるようになりましたが、私は

とにかく免疫力を下げたくないとの思いから、抗癌剤治療を受け入れることができませんでし

た。

しかし抗癌剤治療を勧める医師は、抗癌剤を拒否する私に怒りを露わにして、 「抗癌剤治療

を受けないなら私が診る必要はないだろう」と言い、最終的に決別となったのです。

一時は途方に暮れましたが、間もなく患者会の会長さんに紹介されて出会えた医療コーディネー

ターの方が私の大きな支えとなって、都内のあるクリニックの先生を紹介してくださいました。

そのクリニックはチーム医療がきちんと確立されていて、新 しく主治医になった先生は緩和

ケアの専門医でもありました。診察の時には必ずがん性疼痛専門の看護師さんが同席 し、痛み

のことはもちろん患者の心のケアまでしてくれました。ホルモン治療に加えて骨転移の治療薬

である点滴や、医療用麻薬を処方してもらいながら、月に 1～ 2回通院していましたが、日が

たつにつれて胸の腫れは酷くなり、針を刺 して中に溜まった浸出液を抜いてもらっても、何時



1磯

間もしないうちにまたすく
Ⅲ
に溜まり、水風船のように腫れた皮膚は薄くなって、そのうち薄く

なった皮膚が破けて開いた穴から出血するようになりました。

胸の腫瘍はますます増大 し、主治医からの提案で、副作用の少ない経口抗癌剤ゼローダの服

用や、カテーテルを使い患部に直接少量の抗癌剤を入れる治療も受けました。抗癌剤治療を拒

否 し続けていた私にとっては、藁にもすがる思いで試 した治療でしたが、相変わらず痛みと出

血の手当てに追われる日々が続いていました。

2009年 4月 には出血を抑えるために放射線をかけましたが、がんが壊死 したように見え

ていた皮膚の黒くなったところにまた穴が開き、出血が続きました。

痛みや出血や浸出液の手当てに追われ、先の見えない状況に、心も体も疲弊していきました。

そのような中、主治医から 「そろそろ今後のためにも、自宅からなるべく近い所で、入院もで

きて、うちと連携がとれる病院を探 した方が良いと思う」という話がありました。その日のう

ちに条件に合った病院が見つかり、乳腺外科に紹介され、 2009年 9月 28日に主治医からの

紹介状を手に新 しい病院で診察を受けたのです。もう手術はできないと諦めていたところ、

「手術が可能かもしれない」と医師から告げられ、驚きと共に何か視界が開けたような気がし

ました。手術にも高いリスクが伴うと言われましたが、年明けの 1月 に手術を受けることにし

ました。

手術当日は幸いなことに覚悟 していた肋骨切除も皮膚移植もせずに済み、 6時 間の予定が 2

時間で終わりました。術後の説明では、メスを入れたらがんは肋骨からするっとされいに剥が

れたそうです。病気になってから様々な経験をしてきましたが、この時の喜びは例えようがあ

りませんでした。背中の皮膚を引っ張り縫い合わせたために、術後 しばらくは引き攣れがひど

く痛みもあ・りましたが、気持ちは晴れやかでした。

その後、背中の痛みが続いていたため、 2011年 11月にCT骨 シンチ検査を受けた結果、

脊椎転移が判明。集積があった骨が崩れていることがわかりました。左側の背中と胸に広範囲

に痛みがあるのは、崩れた骨が神経を圧迫 しているさいだとのことで、以来、皮下注射を受け

ています。

2012年 4月、手術 した胸壁に再々々再発 (15cm)と右腋高リンパ節転移が判明し、大き

くなり神経を圧迫 していたリンパ節の―部を局所麻酔で切除しました。

半年近くの経過観察を経て 2013年 11月に 5時 間半におよぶ胸腹壁腫瘍切除及び欠損部に

お腹の筋肉を移植する腹直筋皮弁手術を受けました。幸い筋肉への浸

潤だけで、当初予定 していた肋骨の切除をせずに済んだことは本当に

幸運だったと思います。

しかし、術後すく
"に

移植 した皮膚が皮弁壊死を起こしてしまったの

です。壊死組織を取り除いた後も傷がら、さがる様子はなく、毎日落ち

込んだ気持ちのまま過ごしていましたが、 4ヶ 月後の 2月 25日に普段

からお世話になっている自然食品のお店に買い物に出かけたところ、

バイオ ・ノーマライザーに出会 ったのです。店長さんがスタッフと一緒に

フィリピンに出向き、バイオ ・ノーマライザーの奇跡ともいうべき事象を目

の当たりにしたことや、現地で子供たちのために活動されている冨田江里子

さんのクリニックでの様子を熱心に話 してくださいました。 「そんなにすご

いものが本当にあるの ?」 と正直半信半疑でしたが、自分と同じように壊死

した人が、バイオ ・ノーマライザーを 1000倍 に薄めた液体を患部にスプ

レーして症状が緩和 し治ったという話を聞き、試 してみようと思いました。

2014.1 21



1箱購入 し、教えてもらった通りに寝る前に3gを 食べ、 1000倍 溶液

を作って壊死 した患部にスプレーしてから就寝しました。

その夜は退院してから初めて夜中に一度も起きることなく朝までく
Ⅲ
っすり

と熟睡することができました。翌朝は何年も経験 したことがないほどの目覚

めの良さを実感 したのです。何よりも体が軽くばっと起さられました。それ

からは不思議なくらいやる気が出て、自然にポジティブな気持ちになってい

きました。 1000倍 溶液をスプレーした患部は、27日には目に見えるほど

肉芽が盛 り上がってきました。

半信半疑で食べ始めたバイオ 0ノーマライザーでしたが、 2日 目にしてその即効性に驚かさ

れました。

2014年 3月 26日

♂
F

楚嫁瓢 観景寵賢選場ρ勢賃
さは`親指よりも

2014 9 11

現在は傷口もされいにバ、さがり、辛かった日々が嘘のようです。

がんという病気を抱えてはいますが、QOLを 高めることができるなら、がんと共生 しながら

笑顔で自分らしい生活を送ることも可能だと思います。

あの日、自然食品店でバイオ ・ノーマライザーに出会えたことに心から感謝 しています。

創傷 (切り傷)に 関するバイオ 。ノーマライザーの研究結果

実験創傷治癒に及ぼすバイオ・ノーマライザーの効果
0バイオ ・ノーマライザーの傷に対する局所投与は、治癒過程を促進 した。

・切開により誘発された酸化ス トレスを抑制 した。

バイオ ・ノーマライザーは、切開などによる傷の治療に有効な局所薬と考えられる。

実験ラ ッ トにおける創傷治癒 に及ぼすバイオ ・ノーマライザーの効果

・バイオ ・ノーマライザー処理ラットの創傷に、優位なコラーゲン沈着が認め

られた。

バイオ ・ノーマライザーは、フリーラジカル産生に及ぼす調整 0抑制効果と正常な創傷

治癒過程に関与する細胞成分の増殖効果により、実験ラットの正常な創傷治癒プロセス

においてコラーゲンの合成と沈着を促進した。



下さんとYさ んの対面
Tさ んとYさ んは、横浜市戸塚駅近くの

自然食品を販売するお店でバイオ ・ノーマ

ライザーを買っていました。

そしてお二人とも、自分の病状と治療内容、

バイオ ・ノーマライザーを食べてからの変

化を写真や検査資料を添えて、お店に報告

していたのです。

自然食品店に集まっていただき、最初に

Yさ ん、次にTさ んのお話を伺う間に、お

二人の初めての出会いがありました。

お二人はそれぞれの資料をお店で見て、とても参考になっていた、元気付けられていたとの

事です。

お互いの報告を見て感 じた事を次のように話 してくれました。

Yさ ん ・… 自分は抗癌剤を拒否 した。傷国がみるみる回復 していくのを見ていても、身体の

中の癌細胞にはどうなんだろう、という心配がありました。そんな時にTさ んの

腫瘍マーカーの変化を見て、こういう事が自分にも起こっているに違いない、と

勇気づけられたんです。

Tさ ん 。…私の場合は患部の変化を直接見る事はできないので、バイオ ・ノーマライザーは

精神安定剤のようなものでもありました。目で見えるYさ んの写真がすごく参考

になりました。

ス トレス に 関 す る バ イ オ ・ノ ー マ ラ イ ザ ー の 研 究 結 果

パイロ ッ トの免疫状態 と生化学的恒常性 に及ぼすバイオ ・ノーマライザー

(日本の機能性食品)の 効果

18人の20～35歳の健常者の男性 (軍人 ・パイロット0宇自飛行士)に よる

無作為二重盲検予備検査
(就寝前 6gを 3日 間。身体と心理 ・情動ス トレス負荷をかける 1時間前に 3g)

・高地低酸素症、飛行状況と関連 した心理 0情動ス トレス、身体的負荷が
誘導 したス トレスに対する生体の適応力を増大させた。

・細胞 0代謝 レベルでは、エネルギー代謝、タンパク質合成、身体免疫系の
Tリ ンパ球とマクロファージ/単球網を活1生化 した。

・身体的負荷がかかる状況で、エネルギー代謝の効率と脂質の代謝を高め、
エネルギー代謝において嫌気性のエネルギー源の効果を増大させた。

バイオ ・ノーマライザーが、抗ス トレス剤や免疫調整剤として、宇宙飛行状況下での

利用が可能であることを示唆した。



QOL(ク オリティ ・オブ ・ライフ :生活の質)向 上とは

ある人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているか、

ということを尺度としてとらえる概念です。

QOLの 「幸福」とは、身心の健康、良好な人間関係、やりがいのある仕事、快適な住環境、

十分な教育、 レクリエーシ∃ン活動、 レジャーなど様々な観点から計られます (参照 :ウ ィキ

ベディア)。

PET検 査用語では、病気を治療することだけでなく、前向きな気持ちで日々を暮らしてい

けるよう、生活の質を高めることを指す、としています。

お話を伺っている時の様子、またお二人が初めてお互いの顔を見た時の様子、手記に書かれ

たこれからも病気と共に生きて行こうとする思い ・00。

Yさ んは、 「バイオ ・ノーマライザーに出会って老後を考えられるようになった」とも話され

ています。これこそがOOLが 向上 した証といえるのではないでしょうか。

手術前後の食べ方

手術時の麻酔や切開、出血などに耐えられる体力を作るために、手術前 1週間は

12gを 食べましょう。

手術後は抗生物質の投与が無くなり、 「水を飲んでよい」という指示が出てから、

創傷の回復のために 2週間は12gを食べ、その後は体調に応じた量を食べましょう。

★

★
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