現 代医 学 界は かつ て︑ ﹁ ガン は
世紀の今日︑ガ

世紀中に克服できる課題﹂としてい
ました︒現実は︑
ンの克服は現代医学の化学療法だけ
では不可能︑との見方が一般約とな
り︑﹁代替医学によるガン克服﹂と
いう新しい道が造られました︒
その代表的なものの一つに中国の
漢方薬や︑インドのアーユルベーダ
ーなどがありますが︑私達日本人が
飲んでいる緑茶やドクダミ茶︑そし
て︑肝臓疾患にはシジミエキス︑高
血圧に根昆布などなど︑先人達から
受けつがれている︑つまり世界中の
民族がそれぞれに持っている民間療
ただ︑これらの多くは︑人工的に

法はすべて代替療法に入ります︒
病気にさせた実験勤物を便ったデー
タはいくつかあるものの︑人間の体
の中で︑長期の間に徐々に悪化した
腫瘍や慢性疾患などに対して︑長期
にわたって科学的に得た臨床データ
が少ないという点が︑化学薬品主流

ＸＧ︲３

の現代医学に受け入れられなかった
理由です︒
ここで紹介するＢＩ

さんあるのですが︑臨床医師による
医学的な臨床データ集めは︑現在進
行中というところです︒
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ただ少ないながらも︑集められた
ＢＩＯ

ＸＧ︲３１０の臨床データ

は︑現代医学では治療法が確立して
あるいはその危険性の高い人には︑

はパイオニア的存孜の人ですが︑次

知能指数﹀研究では︑日本人として

いな いＢ型 慢牲 肝炎 で悩 んで いる 人︑ で︑大豆レシチンによるＥＱ︿心の
とくに有効な情報ではないかと考え

に紹介するＢＩＯ

力を持たせた発酵末を主原料にした

酵技術を用いて︑より高い免疫賦活

べてきた椎茸の︑菌系休を高度な発

は民間薬︑そして食品などとして食

人一倍品行方正ですかも︑家庭外で

肝炎で緊急入院したのですが︑私は

﹁３年ほど荊︑私自身が急逝のＢ型

せています︒

として︑次のような談話を本誌に寄

歳 の
)ケースです︒
神津さんは︑さゆりさんの代弁者

体験談は︑神津夫人さゆりさん︵

ＸＧ︲３１０の

られます︒

健康食品で︑したがってこれを食べ

の感染は考えられませんでした︒

結論 か ら言 え ば︑ Ｂ ＩＯ ＸＧ ３
‑
１０は︑これまで漢方薬的︑あるい

ることで低下した自分の免疫カを高

妻は以煎看護婦をしていたので︑

は見当たりません︒

染ですから︑となると妻以外に原因

Ｂ型肝炎は主に性交渉か︑血液感

め︑ガンや肺炎などに打ち克つ体づ
さっそくその実践結果をみてみま

くりに力のある食品です︒
しょう︒

たぶん院内感染していたものと思わ

れます︒急性肝炎と異なり︑慢栓肝

炎のキャリアは︑Ｂ型︑Ｃ型いずれ

もそうとうに病状が悪化しないと自

覚症状が出ないので︑妻も自分が罹
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慢性肝炎と判明しました︒妻の兄が

すぐに検査をさせたところ︑Ｂ型

福島重雄社長からＢＩＯ

私の友人でもある中央サイエンスの

を探しました︒そして昨年６月に︑

高まり︑私も必死で肝炎に効くもの

幼児をかかえた妻の不安は次第に

医者をしているので中国に行かせ︑

１０を薦められ︑妻に飲ませました︒

病し ている とは 思っ てま せん でし た︒

漢方薬を中心に治療したので︑それ
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以上の悪化はないままに推移しまし
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結果は別表の通り︑飲みはじめて

年に入ってからもすべてが正常値で

安定しています︒

いまでは妻の不安もすっかり解消

し︑私もひと安心です﹂

神津さんも一時はは幼い子供を残

して妻に先立たれた自分の姿を想像

して︑背筋が寒くなったこともある

と語っていました︒

紙数の都合で今回は︑体験談は１

名ですが︑神津さんの話にも登場し

た中央サイエンス㈱の福島社長の方

には︑さゆりさんのような成功報告

がたくさん届いています︒

さて︑慢性肝炎の場合︑血液の数
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︑と劇的に下がり︑以後毎
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と ころが ︑２ 年前 に長 男を 出産 し︑ 約
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月の検査で数値は確実に下がり︑今
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産後１年くらい過ぎたとき︑極度の
疲労など体調不良を訴えたので︑
年９月２日に聖路加国際病院で血液
検査をさせました︒数値は別表を見
てください︒
担当医は︑すぐに入院しないと危
険だといいましたが︑１歳の息子の
世話をしてくれる人がいなかったの
で︑入院ではなく︑毎日点滴に通う
私も︑点滴だけでは不安でしたか

ことで︑了解を得ました︒

見えませんでした︒

の通り 高 値安定 で回復の兆しは

しかし昨年７月までの数値は別表

てもらいました︒

ろにも行かせて︑漢方薬の処方もし

いる︑名医といわれる漢方医のとこ

品を食べさせました︒さらに上海に

亜鉛︑セレンなどいろいろな健康食

ら︑ 大豆レ シチ ンや マル チビ タミ ン︑
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究家でもある志田信夫先生は︑ＢＩ

ます︒というのも︑ＢＩＯ
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などへの臨床を広めたいと考えてい

腸内環境の改善に役立ち︑免疫やホ

﹁菌食は︑腸内の善玉菌を増やして

ＸＧ︲３１０について︑

値が正常値になっても︑肝機能がす
その点︑さゆりさんの現在の主治医

３１０の中身について︑簡単に紹介

することは︑有効だとの感触を得て

っか り回復 した とは 言い きれ ませ ん︒ います︒今後︑リウマチとは膠原病
である︑弘邦医院の林元督︵はやし
３１０で免疫力が高まれば︑薬の効

Ｘ Ｇ︲ ３１ ０は 菌糸 ︑乳 酸菌 な

疫やホメオスタシスを高めることが

ど複数 の成 分が 相乗 的に 働い て︑ 免

Ｏ

メオスタシス機能を高めます︒ＢＩ

かない疾病でも治る可能性は高まり
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まさゆき︶医師は︑

それでは最後に︑ＢＩＯ

﹁Ｂ型慢性肝炎のウイルスに対する

しましょう︒
ＸＧ︲３１０の主

ますからね﹂

これは﹁中国・北京栄養源研究所﹂

まず︑ＢＩＯ

免疫抗体ＨＢＳ抗体や︑ＨＢｅ抗体

︵中国政府公認の半官半民の研究機

これまでは︑現代医学に見放され

と︑考察しています︒

成分 は﹁シ イタ ケ大 豆発 酵液 ﹂で す︒ できるのでしょう﹂

また︑ＢＩＯ ＸＧ ３
‑１０の免
疫賦活に関する検定試験の１例に︑

とも︑語ります︒

原宿クリニックの斎藤辰二院長が行

が陽性にならないと︑完治したとは
合は︑ＨＢｅ抗体は陽性ですから︑

言えませんが︑神津さゆりさんの場
医学的には沈静化しつつあると言え

年の歳月をかけて開発した︑ ると︑なすすべがなかった疫病でも︑

関︶ が

では抗ガンキノコ

と評価

養・発酵したもので︑これに︑漢方

シイタケの菌子体を大豆を使って培

完治の可能性のあることが︑代替医

食品で免疫力を高めることで改善・

ＢＩＯ ＸＧ︲３１０などのように︑
優等生

検定方法など詳しい内容は割愛し

％以 上︑ キサルノコシカケ︶の子実体と︑熱
や酸 ︑ 酵素 に 強い 有胞 子 乳酸 菌の
﹁ラクリス菌﹂︑そしてコレステロー
ルを低下させる作用のあるγ リ
‑ノ
レン酸を加えてあります︒
東京薬科大学名誉教授でキノコ研
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を歩む健康食品なのかもしれません︒
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ことでしょう︒

学の分野でどんどん解明されてくる
加え た群で は

されている天然物の﹁茯茸﹂︵コフ
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ますが︑ＢＩＯ ＸＧ︲３１０ カ
{
プセル︶の水溶性成分を︑白血病細
％以上︑１
％以上︑増殖を抑

加えた群では

ＸＧ︲３１０の水溶性
制する因子があり︑このことから︑

成分には︑培養ヒト白血病細胞を抑

ら︑ＢＩＯ

けて明らかに減少しているところか

細胞数は︑培養４日から６日にか

制したと報告しています︒

加えた群では

０．５

胞に ０．

増殖抑制効果検定﹂があります︒

った﹁培養ヒト白血病細胞に対する

ＨＢＳ抗体が陽性になるのも時間

ます︒
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と︑本誌の問い合わせにコメント

の問題ではないでしょうか﹂
しています︒さらにＢＩＯ
３１０についても︑
﹁私がこれまで輪唱した患者さん
は︑Ｃ型肝炎３人︑大腸ガン２人で
データとしては不十分ですが︑治療
ＸＧ︲３１０を医療に併用

法が 確立さ れて いな い現 状に おい て︑
ＢＩＯ
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