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生命に直結する酸素健康法

「有機ゲルマニウム」
有機ゲルマニウムとは？
ゲルマニウムはトランジスタの半導体で知られていますが有機ゲル
マニウムとはミネラルとして植物中に存在する状態を言います。浅
井一彦博士の研究により有機ゲルマニウムは健康に最も大切な酸素
供給の働きがあることが解明されました。酸素供給といっても酸素

「肺の呼吸」と「細胞の呼吸」
。細胞の酸素吸入こそが問題。
人体は60兆という途方もない数の細胞によって成り立っています。
この細胞の一つ一つが酸素なしでは生きていけず「細胞の呼吸」で
酸素を取り入れています 。細胞の酸素補給が不足するとその部分に
大きな惨事が生じます。心臓では心臓マヒ（狭心症）。脳では脳死。
肝臓だと肝硬変。また酸素不足の状態が続くと酸素が無くても生き
る化け物のような細胞も生まれてきます。これがガン細胞です。全
て命に関わる重大問題です。反対に十分な酸素が与えられるとその
細胞と器官は強く回復します。

細胞の酸素不足は体内の「酸素泥棒」の増加が原因
実は胸で吸い込んだ酸素でも細胞まで運ばれるまでには多くの障害
があります。第1に血液循環や血液の質が悪いと酸素を運べません。
第2に「酸素泥棒（水素イオンや一酸化炭素）」があります。この
「酸素泥棒」を増やす要因がストレスや酸性食品に偏った食生活やタ
バコや排気ガスなどの公害です。こうして現代人の体内には「酸素
泥棒」が異常に増え細胞の酸素不足が起こりやすくなっています。
これが現代病が増えた大きな一因です。
世界的な医学者の野口英世博士は「全ての病気の原因は酸素欠乏」
と断言していますがこの細胞の酸素欠乏のことを指しているのです。

「酸素泥棒」を排泄し細胞に酸素を与える有機ゲルマニウム
有機ゲルマニウムはこの「酸素泥棒」が酸素を奪う前にこれを捕ま
えて体外に排泄します。同時に酸素不足で弱っている細胞に酸素を
与える働きもあるのです。
浅井一彦博士 略歴
• 昭和7年 東京大学卒業後 ドイツ留学。
• 世界初の石炭からのゲルマニウム抽出方法を開発。
• 漢方薬にゲルマニウムが多く含まれていることを
発見しゲルマニウムは健康に直結する物質だと直感。
以後、ゲルマニウムの健康利用の開発に身を捧げる。
• 浅井博士自身ガンで余命２年と宣告された時
有機ゲルマニウムを自分の身で実験し全快している。
• 昭和32年 紫綬褒章受賞。 京都大学 工学博士。

ボンベなどでの酸素供給では大半の酸素は大気中に逃げてしまい
酸素が最も必要な病気の細胞まで届けるのが難しいのです。
有機ゲルマニウムの画期的な点は病気の細胞での酸素活用を高め
ることです。そのため多くの難病への成果が報告されています。

有機ゲルマニウムの効用
● 細胞レベルの酸素供給

●

● 抵抗力を高める。

●

● 毒素を体外に排泄する。

●

● 放射線療法の副作用の緩和

●

ガン細胞
の破壊
有機ゲルマニウムはイン
ターフェロンを誘発する
ことが東北大学の石田教
授らの研究で確かめられ
ている。
インターフェロンとは自
分の細胞が作り出す免疫
機能を活性化させる物質
でこれによりV i r u sやガン
細胞を破壊するT細胞の力
が高まりガン細胞を破壊
する。

キラーT細胞
リンパ球の仲間のT細胞の
一つ。普段はリンパ管の
中にいるが、ヘルパーT細
胞から知らせを受けると
リンパ管の中からはいだ
し異物や異常細胞を攻撃
し破壊 する。T 細胞は
T h y m u s (胸腺)の中で育つ
のでこう呼ばれる。

ガンの痛みを和らげる。
頭脳明晰、明朗にする。
酸性体質の緩和
肌をきれいにする

ガン細胞とT細胞の戦い
ガン細胞

キラーT細胞

T細胞の力が高まり、
ガン細胞へ猛攻撃

ガン細胞
キラーT細胞
キラーＴ細胞がガン細
胞に穴を開け破壊する。
ガン細胞

キラーT細胞

医薬品開発史上

最大の研究会

ゲルマニウムの薬理効果を解明するため全国の大学、医療、研究機関の第一線の精鋭120
人以上を投入して組織された。その規模と内容は日本の医薬品開発史上、類例がないと
いわれている。そして多くの優れた臨床結果を報告している。

大阪大学

鹿児島大学

田口哲夫教授らは6 7才の胃ガンの男性に
ついてゲルマニウムと化学療法との併用
で症状の改善を報告している。

悪性リンパ腫の男女9例をあげゲルマニウム
と他の抗ガン剤との併用で5例が完全に社会
復帰したという報告がある。

名古屋大学

兵庫医科大学

近藤達平教授らは消化器ガンの治療で手
術後、ゲルマニウムと他の抗ガン剤との
併用で社会復帰した例を報告している。

下山教授らは卵巣ガンの患者が完全社会復
帰したり、転移した肝臓ガンの増殖が抑え
られた例などを挙げている。

東京電力病院

岡山大学医学部

本態性高血圧3 7人にゲルマニウム投与血
圧の下がり方が早いケースが4例
遅いケースが28例、無効が5例

第2内科の木村郁郎教授はガンや白血病患者
にゲルマニウムの投与によってガン特有の
激痛を消す効果があったことを報告してい
る。それによると強烈な鎮痛剤を日に3〜４
本注射しても痛みが止まらなくなっていた
患者がゲルマニウム投与後２週間でほとん
ど痛みが消え、全身状態も改善したと言っ
ています。

国立東京大2病院
末期ガン患者十数例にゲルマニウムを投
与し自覚的にも周囲から見ても症状の改
善が見られたと報告している。

東海大学医学部
ゲルマニウム投与1年で多くの著効例が認
められている。膵臓ガン、骨髄ガン、子
宮ガン、肺ガンなどに抗ガン剤との併用
で経過が改善されたり、元気になった例
を報告している。

「ルルドの奇跡の水」
ゲルマニウムが
多く含まれていた。
ルルドはフランス南部の小さな田
舎町。カトリック教徒の多いこの
町は「奇跡の水 （難病が治ると
言う）」で有名。
毎年、世界中から1 0 0万人もの車
イスの病人や健康を求める人々が
この「奇跡の水」を 飲みに来る。
実際に現地の病院には難病が治っ
たという記録が数多くある。
浅井博士は回復の様子がゲルマニ
ウムの効果に似ていたためこの水
を持ち帰って分析した。
博士の予想通り「ルルドの奇跡の
水」にはゲルマニウムが含まれて
いたのだ。

東京医科歯科大学
泌尿器科の横川正之教授らは末期尿管ガン
の痛みをゲルマニウムで完全に抑えた例を
報告している。

三重大学医学部

世界中から集まった車イスや
難病の人々

小児悪性腫瘍に効果を報告

東北大学
47人の末期ガン患者にゲルマニウムを投与。
投与後１年以上延命できた患者9名。女性に
限って言えば2人に1人は1年以上延命してい
る。また同大学の脳疾患研究所では脳腫瘍
のガン患者のガンが小さくなったり、症状
が改善されたことを報告している。
多くの大学や研究機関で有機ゲルマニウムの臨床報
告がなされている（写真は東北大学医学部付属病院）

ルルドの水を飲むローマ法王

末期ガンにはゲルマニウム

治療には最低500mg以上

普通、ガンで死ぬ前は、痛みが激し
くなり、モルヒネを何本も注射した
り、痛みに号泣する患者も多いが、
有機ゲルマニウムを服用し始めると
全例と言ってよいほど苦痛が和らぎ
たとえ死ぬ場合でも苦痛なく大往生
を遂げる。ガンの末期には有機ゲル
マニウム以外に与える薬がないとい
っても過言ではないと私は思う。

私は最初ゲルマニウムが内科や精神
科の病気に少量でも大変効果がある
のでガンにたいしても少量で効くと
思っていた。しかし少量ではガンの
痛みを抑さえることはできるが治癒
まで至らないことがわかった。ガン
を治すためには少なくとも5 0 0 m g以
上服用しないと効果が上がらない。

医学博士

田中隆寛

効かない時は「足りない！」
難病の場合、「効かない」と思う場合は
「効かない」のではなく「足りない」の
だと声を大にして言いたい。また良く
なった後も１年間は継続してほしい。

好転反応
一時的に１〜２週間、痛みが増したり
する場合があるが、それは効果がでて
きた証拠であり、その時に中止してし
まわないように気を付けたい。

医師

岡沢美江子

若さと美容に

副作用
有機ゲルマニウムに
副作用はない。

有機ゲルマニウムは日常少しづつ飲み続けることで
若さと健康を高める事ができる。
頭を良くする（浅井一彦博士）
脳の重量は体重のわずか2％にすぎ
ないが脳が必要とする酸素は体全体
の必要量の20％以上にも及ぶ。十分
な酸素を与えられれば脳は活性化さ
れ集中力が増す。有機ゲルマニウム
を服用してから、碁が上達したとか、
中学生が数学と理系の試験で抜群に
成績が上がったとかゴルフのパット
数が減ってスコアがあがったとか集
中力の向上を知らせる報告がいくつ
もある。

老化防止（医学博士

田中隆寛）

私自身今日まで８年間、毎日アサイ
有機ゲルマニウムを飲み続けている
が、それは老化防止に著しく役立っ
ていると思うからである。
つまり、気分がさわやかになり、体
力の充実感が生まれる。精神集中が
でき、記憶力が衰えない。血色が良
くなり、手足の冷感がなくなる。ま

た性力の回復が早く、いわゆる
「朝立ち」が見られるーーーなどであ
る。今後の有機ゲルマニウムの研究
は人類にとってもっとも有意義な研
究であると確信している。

副作用については埼玉医大、鹿児
島大学、北里大学などで徹底的に
研究された。その結果、急性、慢
性毒、催奇形性、繁殖に及ぼす影
響などその 全 て に 一 切 の 副 作 用 は
ないことが確認された。

皮膚がきれいに、目に輝きが
（医師 岡沢美江子）

また摂取したゲルマニウムは約2 0
時間以内に体内の毒素や不純物を
くっつけて排泄されるため体内に
残らない。

有機ゲルマニウムを年月をかけて服
用している人は皮膚が見違える程き
れいになってくる。子供ならば顔が
愛らしく、明るくなり、目の輝きが
出て来る。成人ならば垢抜けのした
希望に満ちた表情になる。老人では
新陳代謝の悪さからくる老人特有の
体臭が消えて行く。

注意：
ここで言う安全なゲルマニウムと
は正式名カルボキシルエチルゲル
マニウムセスキオキサイド（略称
ゲルマニウムセスキオキサイド）
化学式は(GeCH2CH2COOH)2O3 。

継続による体質改善こそ大切
ゲルマニウムには有機、無機とも
に多くの化合物がある。ゲルマニ
ウムセスキオキサイド以外のゲル
マニウムの安全性は全く不明なの
で決して飲用してはならない。

ゲルマニウムは常時こつこつと飲み
続けることです。それによって体質
が改善され、何か病気が起きた時な
どに、治癒しやすくなる状態を作っ
ておくことが大切です。

動植物と有機ゲルマニウム
有機ゲルマニウムは動物や植物にも生命力を高める強
い力が見られる。栽培の難しい朝鮮人参がゲルマニウ

漢方薬とゲルマニウム

ムを与えた土壌では元気に育ったり金魚や観賞用の錦
鯉が元気になったりと、その例は枚挙にいとまがない。

枯れなかった稲
30cm位まで成長させた後、室温を摂氏５度に下げた。
モミをゲルマニウム溶液に浸さなかった稲は寒さで
枯れたが、溶液に浸した稲は元気に生長を続けた。

漢方薬では霊芝、朝鮮人参など副作用が無く長期に使用
すると健康を高める薬を上薬と呼ばれている。このよう
な上薬には他の植物より異常に多くのゲルマニウムが含
まれている。（もっともゲルマニウム錠剤に比べれば
微々たるものである ）
浅井博士がこの事実を発見したことが健康に重要な物質
だというひらめきへのヒントになった。

モミをゲルマニウム
液につけなかった稲

モミを48時間ゲルマ
ニウム液につけた稲

臨床報告集
臨床報告例１
長府病院理事長
医学博士 田中隆寛

臨床報告例２
ゲルマニウムクリニック
院長 牧内茂

臨床報告例３
乳児保護協会
医師 岡沢美江子

脳卒中

病院で治らなかった難病患者

肺炎（生後１カ月半、男児）

使用し始めると回復の経過が著しく短
縮してくることが多い。特に意識がは
っきりしてくるとか、マヒした手足の
回復が早いとか尿を洩らしていたのが
よくなるとかの症状として効果が現わ
れる。

ゲルマニウムクリニックに来院する患
者は国立病院など数箇所で長期に治療
をうけてもどうしても効果がなかった
人達が多い。一方では奇跡的な効果が
評判になり大学病院やその他の病院の
先生方から薦められて来院する患者も
増えてきた。

120mgから開始、その後800mgに増量。
10日で全快。
糖尿病、肝硬変（63才会社経営）

肺癌（67才女性）
1000mgから開始、大変元気になり退院。
その後も1000mgを継続。10カ月後、腫
瘍が少し増大するようなので2000mgに
増量。その後大きさは変わらず、本人
は自由に家事、裁縫、外出と大変元気
である。

肺癌末期（58才女性）

腎臓病（ネフローゼ症候群）
1 8 0 0 m gづつ、毎食後３回服用。２週
間しても浮腫（腫れ）が減らないので
2 2 0 0 m gづつ１日３回に増量したとこ
ろ浮腫は胸、腹部の順に消える。５週
間目には下半身の浮腫だけ残った。９
週間後には浮腫は完全に消えた。現在
も食事療法と共に服用、経過観察中で
ある。

2000mgから開始。ガンが大きくなって
いないので1500mgに減量。４カ月後に
大きくなっている。６カ月といわれた 皮膚炎（アトピー性）
命が 2 0カ月に延命。苦痛は全くなく大 （８才男児）生後数カ月からの症状で
往生。
大学病院や専門医などであらゆる治療
をしたが効果がなかった。最近は痒い
卵巣ガン（50才女性）
1000mgから開始。放射線療法を開始し ため爪で掻きつづけ体全体の肌が真っ
てからは2000mgに増量。ゲルマニウム 赤にただれていた。有機ゲルマニウム
は放射線の副作用を抑える。放射線療 を420mgを３食後と就寝前の計４回服
法に耐えられたのはゲルマニウムを服 用を始めると２カ月後にはほとんど回
用していたからと思う。主治医はこの 復した。
人が今でも元気で生きているのは全く
不思議だと言っている。

精神分裂病
6 0 0 m gづつ２年飲んでいるが気分が爽
快で体が軽いと言う。その間、発病は
していない。長期の観察が必要と思わ
れる。

１日量540mgから開始。19日目1080mg
に増量。６カ月後、治癒状態と診断さ
れる。

ぜん息（41才、看護婦）
１日量1 6 0 m gから開始。次第に増量し
１カ月後6000mgまで投与したが、突如
として体調好転。６カ月目全ての症状
が解決。
全身湿疹
１日2 0 0 m gから開始。次第に増量し2 0
日目2000mg。7カ月目全快

子宮ガン（こぶし大）
4 0 0 m gから開始。１カ月後1 2 0 0 0 m gま
で増量。２カ月目生理苦痛とれる。

臨床報告例４
のうけん療育会
医学博士 梅沢実
てんかん、登校拒否児

（1 1才男子）１日1 0 0 0 m gから開始。そ
肝臓ガン（56才男性）
れまで学校の半分は休んでいたが食欲、
１日量 2 3 0 0 m g から開始。１カ月後
便通、睡眠とも良くなり、学校も休ま
4 0 0 0 m gに増量。９カ月後にほとんど
なくなり、学業成績も優秀になる。ま
全治。主治医は「ガンがこんなに良く
た本人の表情が豊かで明朗闊達、いか
なる例は今までにない、しかも副作用
にも利口そうな容貌になった。
が全くないのには驚いた」と不思議が
っている。
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