
NPO法 人バイオパシー協会は、「バイオパシーJという医療理論と実践方法の普及活動をしています。http:〃www b opathyip/
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今回は、バイオ ・ノーマライザーの食べ方や注意事項に関 してバイオパシー協会に多
く寄 せ られ る質 問 の中か ら、 食べ る タイ ミング と量 につ いて お答 え します。

一質 問―

・病院でレントゲンやMRIを 受けます。バイオ 0ノーマライザーはいつ食べると良いですか?

・携帯電話やパソコンを使うことが多いので、電磁波が気になります。バイオ ・ノーマライザー

をどのタイミングで食べると良いですか?

一 答 一

X線 撮影やMRI、 超音波、内視鏡などの検査を受けた場合は、

検査後に直ちに食べて、身体にかかった負担や副作用などを解消

してください。

携帯電話やパソコンから出る電磁波は、身体の水分と反応して活

性酸素を発生させるので、バイオ ・ノーマライザーをその時々食

べたり、1000倍溶液をこまめに飲んだりして、活性酸素を消去す

ることがよいでしょう。

バイオ ・ノーマライザーの体内への旅

口に入り、咽喉、食道を通 り、胃、十二指腸、小腸、大腸へと進みます。

この間に、唾液、胃液、胆汁、膵液など様々な消化酵素と反応 して、糖分や蛋白質、脂肪など

が小さく分解され、小腸で吸収され血中に入ります。

水で飲み下さずに唾液で溶かす理由は、バイオ ・ノーマライザーが消化の過程をきちん

とたどり、効率よく体内に吸収されるようにするためです。
(ごくわずかな高分子のパイオ ・ノーマライザーは舌下の毛細血管からも体内に入ります)|
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血中に入ってから肝臓を経た後に全身を巡 り、脳細胞をはじめ私達の身体を形作る60兆個すべ

ての細胞や白血球、赤血球、血小板などのおよそ20兆～30兆個の細胞にも届きます。

ここまで、食べてから30分くらいかかります。

バイオ ・ノーマライザーは何をするか

「バイオ ・ノーマライザー (Bio Normalizer)」という商品名には、 『生体を正常化する物質』

という意味があります。

細胞内に届いたバイオ ・ノーマライザーは、素晴らしい速さで細胞を活性化する物質であるこ

とが学術的に立証されています。

個々の細胞が活性化すると、その集積である組織や器官の働きが高まり、神経の働き、免疫の

働き、呼吸や循環、消化 ・吸収、内分泌などの働き、酸化 ・還元反応など、体内に起こるあら

ゆる生命維持反応のバランスが正しく整っていきます。また細胞の新陳代謝も活発になります。

体内の旅に沿って説明しましょう。

バイオ ・ノーマライザーは細胞に触れながら消化器系を進みますが、その時バイオ ・ノーマラ

イザーを取り込んだ細胞は直ちに変化が起こります。

酸素や栄養を取 り込み、エネルギーを生み出す力、老廃物 ・不要物を排出する働きが強くなり

ます。
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細胞の内外に存在する活性酸素を消去 します。

体内をパ トロールしている白血球を活ll生化 して、回、咽喉、食道、胃、小腸、大腸の内壁の傷、

細菌やウイルスに感染 した細胞、潰瘍、癌のような病変部を分解 したり、ばい菌などの異物を

処理します。

また腸内細菌にも届きます。

健康を支えるキーワー ドとして誰もが知るようになった腸内細菌は、少 し前までは100種類

100兆個 くらいと言われていましたが、現在では500～1000種類、500兆～1000兆個もいると

考えられています。

バイオ ・ノーマライザーは、死んだり弱ったりした腸内細菌を分解し、元気なものは活性します。

さらにバイオ ・ノーマライザーの働さに 「静菌作用」が確認されていますが、腸内細菌のうち

悪玉菌の増殖が抑えられ、善玉菌が増えて行きます。

そして全身の細胞に届くと、脳細胞をはじめ内臓や筋肉などが活性されます。

ホルモン分泌もバランスよく調整されます。

食べるタイ ミングによって働 きが違 う

バイオ ・ノーマライザーは身体全ての細胞に届くわけですが、その時に最も活発に働いている

細胞を助けます。逆に言えば、身体のどんな働きを助けたいかによって食べるタイミングを変

えましょう、ということになるのです。

バイオ ・ノーマライザーを食べる目的は人それぞれです。目的に応 じたタイミングを分かりや

すく説明します。

① 健康維持 ・病気予防 ・抗老化のため

転ばぬ先の杖、という食べ方ですね。

この場合は、日中に活動 した身体と心の疲れを取り、新 しい細胞を作る新陳代謝の働きを助け

ることが大切です。

疲労回復は睡眠によって得られますじ、また成長ホルモンも睡眠時に分泌されます。細胞分裂

も夜間が多いので、就寝前食べることが最も良いタイミングなのです。

② 身体機能を高めるため

・消化吸収 (胃腸の調子が悪い時など)

・アルコール分解 (お酒で悪酔いしないため)
0運動能力 (スポーツの試合の時など)

・思考能力 (試験の時など)

「ここ一番、頑張るぞ」という時は、30分くらい前までに食べておけば良いですね。

③ 病気治療のため

免疫、自然治癒力など、病気と闘う力は安静時が最も強くなります。

日中、仕事 したり学校へ行ったりしている人は、空腹時の就寝前に食べるのが最も良いタイミ

ングです。入院していて日中も安静にしている場合は、午前と午後の食間 (つまり空腹時)に

も食べられます。

痛み、発熱など症状が急に出たり、発作の前兆を感 じた時は、直ちに食べましょう。

一



一質 問一

・自分にあった適量が分かりません。見つけるコツを教えてください。

・赤ちゃんにバイオ ・ノーマライザーをあげる時の適量を教えて下さい。(元気な時と、調子

の悪い時、夜泣きなどの摂取の仕方の違い)

一 答 一

食べる量のおおよその目安は、体重10kgに対 して lgで す。

体重が軽い赤ちゃん、大、猫などの動物でもこの比率で計算 してください。

その量で効果が出たか出なかったかを観察 して、次に食べる量を調整 しましょう。

大事なのは、その日の活動量と疲れ具合、体調によって効果の出る量は変化する、ということ

です。

毎日の調子に合わせて、食べる量を調整 しましょう。

蓄積 した疲労が取れ、身体バランスが整い、体調が回復すれば、量を少なくしても効果が感 じ

られます。

実感できる効果 とは

―番早く分かる効果は、起床時に身体と心の疲労回復が出来ていることです。

・良く眠れた (トイレに起きる回数が減った)

・身体が軽い

・やる気が出た

しばらくすると、不調が無くなった、大便やおならの匂いが臭くなくなった、などの変化も出

てきます。

バイオ ・ノーマライザーを食べる目的がどのようなことであれ、このような効果を実感できる

量を食べてください。

上記のような効果を感 じない時は、 1回 に食べる量を12gま で増やしてください。

バイオ ・ノーマライザーは安全な食品ですから、体重10kgの赤ちゃんでも一度に100g、 200g

食べても危険なことは起きません。

細胞一つ一つの働きを高めるのがバイオ ・ノーマライザーですが、正常な細胞の働きは100%

以上になることはありません。体重が100kgまでの人であれば、 1回 に12g食 べれば、細胞の

働きは100%に なっているであろうと考えられる量なのです。

授乳中のお母 さん

バイオ ・ノーマライザーは授乳中の赤ちゃんが食べても安全です。

少量のお水に溶かして飲ませてあげても大丈夫です。

授乳中は、お母さんの栄養状態が赤ちゃんの夜泣きやご機嫌にも大きく関係 します。

食品添加物など化学物質の多い加工食品は控えて、新鮮な野菜 ・豆類 ・果物 ・肉 ・

魚 0卵 など、身体を作る材料、動 くエネルギーなど、栄養のバランスを取つた

食事を摂りましょう。

お母さんもバイオ ・ノーマライザーを食べて、栄養をしっかり消化吸収 して、

良い母乳を赤ちゃんにあげてくださいね。
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