
蘇る水の技術 特化開発 100 兆円市場
地球空間は、酸素と水素の結合で常に【酸化】発生。水道水洗浄後１００％腐ります。住居の

家族の健康は病院の下請け工場の台所から、糖尿。心不全。喘息。生活習慣病～脳の血液が汚

れ、脳梗塞。痴呆。寝たきり老人。認知症が住居で発性。農薬。薬。ワクチン。食品添加物は

石油精製剤ガソリンと同じ成分で構成され副作用が発生します。日本の不景気根幹は２つの食

①：家庭では【食の酸化】病気は毎年増加。医療年２兆円増加。平成３年医療費５０兆円増加

②：飲食では【食の酸化】５年倒産 80％連鎖倒産不景気が３０年続き、給料上がらない構造

日本が甦る発明、不景気→好景気に導く食の酸化を、蘇る水で旨いと言わせ口コミで広がる流

行る飲食経営。蘇る水は住むだけで健康に導く革命住宅。国益１０００兆円に伸ばす発明技術

蘇る水飲用～コロナ分解 2 万人副作用ゼロ。末期癌点滴液 8 万人副作用ゼロ。医学不要論技術

私は数十年前、元理容室経営の元理容師でした。『如何すれば。世にお役に立つ人生』を構築

できるのか未来の挑戦を始めた。目指す時期や場所も解らず。師匠もおらず教科書。お手本も

無く。何の手がかりも無く灯台も無く、海図も無く。指針を作る為に寺で４年間護摩木を炊き

天に祈りをささげた。想念の祈りから様々なスキルを磨きました。皮膚・毛髪化学。漢方生薬

水の電子技術。偶然発見した植物の技術は、壊れた細胞が甦る『治癒力・免疫力・甦生力』。

植物医学基礎に１００万回の実験～血液浄化から生活習慣病改善。コロナ電子分解。台風分解

牛メタン分解。環境革命の甦生理論を構築。各位様の難問題解決お役に立ててれば幸いです。



日本２０年後崩壊！産業が好循環に蘇る水の技術

1・植物は、幹損傷後に樹液放出傷を治す技術→蘇る水転写。壊れ破壊細胞が甦る技術

2・病院経営一人１０００万円利益〜薬の副作⽤で経営安定。バイオ新医学は薬不要技

3・コロナは皮脂と淡白質構成。蘇る水電子分解１日２ℓ飲⽤。うがいゼロコロナ技術

4・乳癌年３８万⼈死亡。⽜乳の腐敗が甦り乳癌末期が消滅。⼥性を守る技術を家庭へ

5・⾷の酸化は鮮度ダウン。不味い味は飲⾷倒産率 80％→10％。不景気→好景気導く

6・⼈⼝減少は、２０年⼀気 4000 万死亡。人口 8000万⼈。男⼥⾎液汚れを家庭改善

7・水道水の酸化生活習慣病・癌増加。滞在型 2 週間。血液浄化 SPA 蘇る水病院設⽴

8・医学は勉強不⾜。病院は何処満員。医療費年々増加。病を直すホスピタル病院設⽴

9・人生週末地点、癌。認知症。寝た切り。病院 80％他界。健康⾰命技術住宅へ投⼊



コロナ感染防止 驚異の抗菌力 電子セラミックス

ゼロコロナ終息技術の発見は、部屋に結露が生まれ「衣類・食器。下駄箱」カビが部屋中に大

量に湧いた。浴槽付近は更に湿気が多く驚いたのは、バイオセラミックス電子が放射。白いボ

ールの１０㎝周辺に菌が寄り付かない。驚異の電子セラ超抗菌力技術は全人類を救済技術発見

風邪を引かない理由は此処に存在。コロナは皮脂と淡白質で構成。蘇る水の中へ鰹。鯖。鰯。

鮭。鰻。浸けると脂が分解。コロナの脂を電子分解。コロナ対策は、水道水にバイオセラ投入

６時間～水道水電子が、蘇る水に転写。電子を放射「例」虫刺され蜂・蚊・毒を電子瞬間分解

蘇る水暮らしは、口うがい一日２ℓ飲用～体内蓄積の老廃物排泄１０万人風邪を引かす。蘇る

水の電子は、住居は抗菌セラ活用。蘇る水を壁に噴霧。空調・コロナは一日ゼロに終息します

セラミックス～蘇る水から電子が放射 一年切れていた 蛍光灯の球が点灯した



人と地球が甦る バイオセラミックス 浄化技術

平成１８年～水路工事で池に水が入ら無く、神社境内に赤潮が湧いた。平成２１年９月１５日

朝 10 時～汚水ドロドロの汚水池セラ散布５時間～汚水構造電子分解。電子技術対策と効果は

コロナ毒素電子分解終息。細胞内蓄積の老廃物分解。加齢細胞が蘇る技術は世界比類ない技術



汚水と人の健康は同調！病気の原因は酸化が原因



蘇る水電子テクノロジー「酸化分解」蘇生環境へ



医学は治す医学では無く、病増加～経営安定医学

コロナ問題でコロナを止める医学では無く、病が増加する医学の実態だった。糖尿。高血圧。

生活習慣病も治せない医学。血液が汚れ副作用で増加。薬漬け問題実態が暴きだされる時代に

成りました。口や鼻に溜まるコロナは、うがいもせずＲＣ検査で儲ける医学。コロナ対策は菌

が寄り付かない抗菌セラミックスコロナ電子分解。医療業界は、２０年前医療費２０兆円。儲

けをたたき出す医学は、副作用の強い合成薬で病院経営安定の実態。令和３年５０兆円～今後

も増える医学の医療費を下げる対策は、蘇る水の食の改善が重要です。医者が付けた難病は血

液汚水は、癌難病専門医は、蘇る水の点滴液で難病根治。難病の血液汚水病の改善１０万名様

を健康に導き、医療費３８００億円削減。国益 1000 兆円に伸ばす基礎技術が多岐に渡り完成

蘇る水の暮らしは、家屋中では全ての病が消えます。日本津々浦々に有る住宅会社メーカー様

健康は第一の財宝の差別化は皆無です。自治体の医療費負担は１兆円の場合は、国が 55％負

担自治体 45％です。年々の医療費は上がり続け、医療費支払い逼迫していると聞きます。岡

山市でデモをやっていた。医療費が高すぎて生活が困難だと言う６０歳の男性。水道水で洗っ

た食べ物は確実 100％腐敗。糖尿 1000 万人。癌は年 100 万人他界。認知症。末期癌。乳

癌。大腸がん。透析。腰痛。心筋梗塞。大腸乖離。人生の週末地点は、癌・認知症・寝たきり

老人。生活習慣病増加。医師は全国に 31 万人います。大学・病院でも病気の元が解らず勉強

不足で謎だそうです。患者には副作用の強い薬を出し、医療費を上げている驚愕の事実が判明



アレルギー蘇生。火傷蘇生。バイオテクノロジー

開発は沢山の試練が有ります。時計会社の社長様が言うには、私達は、時計宝石を店頭に並べ接

客で販売しています。貴方は見えない世界を現実にする技術は、世界で一番難しい仕事していま

すね。はい。私は子供の頃から脳に湧いた映像を頼りに現在と未来を結合して、見えない未来開

発をしています。脳はストレスが溜まり甘い菓子を食べストレスを発散。何十年もこの繰り返し

で全身にアレルギーが沸いた。その原因を探求すると食品添加物。糖‥対して、蘇る水を振りか

けると、蘇る水は添加物イオン構造分解。糖。添加物を蘇生発酵技術２週間でアレルギーが消滅

料理中に天ぷら油が服に掛かり、衣類を通過して２００℃の大火傷に成りました。通常皮膚は

破壊され固まり黒ずんで大火傷はケロイドに成ります。植物の特化技術は、幹に傷が入ると樹

液を出し壊れた細胞 DNA を再生する、蘇る水の技術細胞は「表皮。真皮。皮下組織。基底層

バリヤーゾン」で構成され、３６兆個細胞は「陰」「陽」一つの細胞には、それぞれ核が存在

しています。蘇る水から電子が放射３６兆個の核細胞が高速回転で回り、傷付いた DNA 細胞

は基底層からアメーバーの様に細胞が増殖して、傷跡も無く、皮膚の甦生現象を構築しました



植物は、幹損傷樹液放出！蘇る水ＤＮＡ蘇生技術

医学は健康に対し無知な無学の医師の西洋医学は誤診が多い。医学の神話が崩れている薬漬け

副作用で病院経営の実態存在。酸化で血液が汚れ壊れ破壊された DNA 復元力の甦生技術を持

つ植物は、幹に傷が付くと樹液を出し傷ついた細胞が甦らせる、『復元力。免疫力。再生力』‥

蘇る水の粒子は、雪の結晶構造蜂の巣正六角構造から成り立ち、老化若返った人の細胞を見る

と極めの細かい粒子構造は、美しい細胞再生力を発見した。更に天ぷら油２００℃大火傷は蘇

り傷跡も無くその修復期間は１日～２周間医者が付けた難病根治。蘇る水で乳癌ステージ４が

消え乳癌の謎を発見発明。認知症改善スパを発明。食の酸化原因で医者が付けた難病。輸血の

体調不良。癌難病は血液の汚水です。蘇る水の点滴液は、血液の汚水を浄化する蘇生技術です

人生の週末地点は、癌。認知症。寝たきり老人が家庭で製造されます。水道水で洗った米。野

菜果物。魚類を冷蔵庫の中は、酸化発酵で食べ物が腐ります。空気に触れた生命の有る全て物

が破壊的・流動的に壊れ自然界へ流れます。酸化した料理で血液が汚れ、生活習慣病が住宅内

で製造されます。医者に行けば薬で殺される時代です。交通事故後遺症で倉敷にある大学病院

に行き説明をする中で、文章を見た現役の医師は、老化が若返る方法を教えて下さいと言われ

簡単に伝授したが信じられない現象だった。住宅に、蘇る水の健康革命技術が入れば血液の

汚れ改善。認知症にもならず。癌。心不全。血栓溶解。老人ホームの費用は浮き。お客様

は家購入後、無限の経済効果が生まれます。難病を根治するホスピタル病院の設立進行へ



日本が甦る不景気→好景気！宅配事業・飲食事業

食の鮮度はどんな優れたシェフや料理人。食の酸化は止められず。酸化した料理は一度食した

お客様の足は遠のきます。食材の酸化が、蘇る水洗浄後、９時間後～野菜。鳥・魚類。食材か

らうま味成分抽出『イノシン酸。アミノ酸。グルタミン酸』。発酵・熟成。芳醇。うま味の元

ハーモニーが整い９時間後～食材は灰汁と臭みが消え。炊飯技術はセラを入れ炊き上がり～三

日目も黄色くならず冷めても美味しい。おにぎり・すし飯最高。蘇る水は冷凍焼けの心配が無

く低温発酵で鮮度が上がります。蘇る水で処理後食材、和洋中。寿司。焼肉。和食。中華。し

ゃぶしゃぶ。弁当宅配は冷めても美味しいご飯は、生活習慣病の改善。癌・糖尿病の改善。乳

癌の改善。汚れた血液の浄化は、医療費削減。他社差別化対策は、革命健康弁当に繋がります

不景気を作る食の経営コンサルは、飲食の食の酸化を知らず。①飲食は 5 年倒産率 80％。③

果実。④畜産。⑤水産。⑥調味料。⑦・酒業。根幹産業と連動不景気は終わりが無く続きます

飲食店倒産の原因「空気の酸化」水道水洗浄食材 100％腐敗。サルモネラ菌。Ｏ－２１号。腸

炎ビブリオ菌。食中毒も改善出来ず飲食倒産率 80％→10％下げる方法解明出来ず。不景気は

続きます。酸化が蘇る発明は、灰汁が消え魚メチルアミン臭消え。食の旨さは、旨いと言わせ

口コミで店が流行る技術は不動です。蘇る水で、食べ物が美味しく。食材酸化改善で鮮度が上

がり。飲食店繁盛店繋がります。⑦の業種の売り上げは伸び。不景気が消え今まで売れなかっ

た街の観光鳥の店舗。百貨店。全ての物が好循環に売れ、国益１０００兆円を伸ばす発明技術



ワクチン毒薬『水酸化グラフェン』知っていますか

水酸化グラフェンの血管内での作用の仕方の動画を見ました。血管壁を薄く剥がしボロボロと

血管を傷つけてゆきます。そこから、血液が漏れ出し、血管も切り刻んでゆきます。水酸化グ

ラフェンです。一旦体内に入ると排出することは不可能だそうです。体内でどんなことが起こ

るのか想像つきますよね。そんなものを人類に子供達に、打とうとしているのですよ。悲しく

て、悲しくて。ワクチン宣伝は薬で儲けの医学の実態。ワクチン接種で風邪をひきにくい予防

効果有りません厚生労働省の接種券にも記載。コロナ呼吸時には鼻と喉に蓄積。医療関係者は

うがい鼻に溜まるコロナを洗い流しましょうと誰 1 人と言わず医学の利益が減るからうがいは

皆無です。対策効果。蘇る水は DNA 損傷細胞が甦る。植物根本甦生技術で細胞を守ります。

医療関係者は誰一人知らず、うがい鼻に溜まるコロナ洗浄方法は知らず。陽性の前に綿棒入れ

る前に、蘇る水を振りかけるだけでコロナは分解。鼻の穴洗浄。うがいでコロナは終了でした

ワクチン接種で多くの方々死んでいます。国の監査薬が認めずワクチンの影響だと認めません

ＴＶ医者『薬は 100%副作用発性。この世に副作用の無い物は無いと言う。医師に植物は幹に

傷が付くと（樹液を出し傷を治す）蘇る水の根本医学』副作用の無い技術が有るとメールした

其れから医師も副作用の事は言わなく成った。ワクチン治験無く国民はモルモットになり被害

続出。薬は 100 害有って薬毒は一理無し。蘇る水一日２ℓ飲用病に負けない血液の汚れを甦

らせ体質改善。健康作り住むだけで健康に導く、医者不要健康革命の住居が日本中に必要です



住んで健康に導く、生活習慣病・癌予防医学住宅

住んで安心安全な暮らしに導く、健康が生まれる。住宅技術ご提案を申し上げます。皮膚毛髪

化学をベースに。生薬漢方。水の電子技術を磨き、植物の高度な技術を組み合わせた、蘇る水

が完成しました。病は家庭から生まれます。乳癌は年３８万人他界を家庭で救済する発明は、

食の酸化が蘇る発明が完成。癌・生活習慣病改善。誰一人コロナに掛からない。老化の若返り

令和３年認知症改老人行方不明者は１７０００人～年々増加。寝たきり老人を作らない健康を

甦らせる健康財宝を開発。世に真似の無い。薬。医者。医学不要論。ワクチン不要。医療費削

減。日本人の死ぬ場所の末路は病院 80%。酸化料理で血液汚し、生活習慣病・認知症・癌・

寝たきりに成る前に、蘇る水で血液の汚れ浄化。コロナ予防で健康の財宝を手に入れましょう

不景気は３０年続き終わりが見えず、飲食業界の倒産率 80％食の酸化です。家庭の病の増加

は水道水で食べ物の洗浄 100％腐敗。病は住宅の中で作られコロナ騒動は、医学との儲け主義

を連動しています。『予防医学は病に成る前の技術、病後の細胞が甦る技術』。何処にも無く

血液の浄化も有りません。病の原因は血液の汚れです。令和時代の悩みワクチン接種後の害拡

大は数万人死に月に９万人が毎月死ぬと言う。不妊、死亡。自殺者増加。会社倒産２０００社

超え健康革命の、蘇る水が住宅に入る事で野菜や料理が傷まず腐らず血液が汚れず、高血圧は

指と指の間を押すと血圧が簡単に下がります。蘇る水から電子が放射され、細胞内に組み込ま

れた５種類の金属に反応。加齢老化細胞が若返り８８歳老婆の骨粗鬆症は６０歳に蘇りました



認知症‥ 脳細胞血液汚れ改善 蘇る水 SPA

脳の血液の汚れの改善バイオテクノロジーSPA 心の幸福オキシトシン愛の有る技術



３６兆個細胞体内汚水浄化 認知症改善メカニズム

認知症は生活習慣病から２０歳から始まります。現代の必需品、携帯。PC。電子レンジで脳の

中に電磁波が蓄積。血液の汚れが原因です。高度な、蘇る水の暮らしは、食べ物は酸化を甦らせ

血液が汚れず。『生活習慣病改善。予防医学。蘇生医学。免疫医学』構成され血液が汚れず置き

薬は不要。健康革命予防医学住宅は、医者医学不要。家屋の健康経済効果は、年間２００万円貯

金。１０年間２０００万円貯蓄。寝たきり老人ホーム不要は、日本に健康の財を齎せます

バイオセラミックス散布。汚水３３３３坪を５時間で浄化する、蘇る水は全ての水が甦る

細胞は６０～８０％水と血液の 83％水で構成され脳や細胞の汚れた水を蘇らせる脳細胞技術

蘇る水を移動１年も切れていた電気の球が点灯した。細胞には絶えず電子が流れています認知

症は海馬と前頭葉。大脳に流れる血液の流れを、蘇る水を頭に噴霧後には、記憶障害が消えた



加齢を若く美しく導く植物の医学。生命を守る家

植物は幹に傷が入ると樹液を放出して傷を治す働きを、蘇る水に転写しました。一日２ℓ 飲用

老婆の加齢８８歳、骨粗鬆症６０歳の骨密度へ。若返り２８歳理論は、寝たきり老人を防ぎま

す。病は全て血液の汚れ改善２週間です。脳の血液の汚れ。認知症改善ＳＰＡを展開へ進行中



口・喉蓄積ウイスル毒、蘇る水瞬間分解 0 コロナ
平成１９年に開発した体質改善バイオセラミックスを、家庭で使用され、岡山市の河川や汚水

池３３３３坪に撒き、河川・干潟の水を蘇らせる効果は表れました。河川浄化は、海に流れ太

陽の熱で暖まれ、蒸気となり空間に浮遊するコロナを雨で分解して令和 3 年 11 月には、『２

０万人のコロナを分解４０００人迄』下げる働きが見られました。各位様は、蘇る水を飲みコ

ロナに掛からず奇跡の技術。医者が付けた難病は全て血液の汚れです。医者は医学の毒入りワ

クチン饅頭を配り病は解らずどこの街も村も病院は超満員。水道水で洗った食は１００％腐り

更に酸化した料理で血液が汚れ生活習慣病が始まります。住宅カタログ取りよせても何処の住

宅は健康と言う財宝作りは皆無です。医学は経営の安定が先で収入を増やす方法が優先の医学

全国の家は快適な住まいと言えず住宅から病が増加。２０歳始まる認知症は、携帯・パソコン

電子レンジの電磁波で記憶障害が発性します。人生の週末地点６０歳から殆どの方が、癌認知

症。寝たきり老人が作られ介護に於いては、果てしない戦いで疲れて殺人事件に成る報道。薬

は 100 害有って薬毒は一理無し。私は生身の人間だが病に一切成らず。蘇る水で食材を洗い

玉葱。大根。ジャガイモ食い。血液が汚れなくなります。ワクチン不要。薬不要で病気知らず

家庭の予防医学。蘇生医学。健康法が完成。医学は病を餌に、患者を薬漬け副作用で患者を増

やし続けている。２０年前の医療費２０兆円。令和３年医療費５０兆円。一気に３０兆円も増

えている。何処の病院も超満員御礼はおかしいですね。薬は医療費増加の為の医学の作戦です



人口一気に４０００万人死亡。人口８０００万人

認知症の行方不明老人は、記憶障害で買い物に出かけお家に帰れない１７０００人。国の認知

症センター７７００か所。薬の副作用で薬害センター医療費は年々２兆円、令和３年医療費５

０兆円～２０年後１００兆円予測します。医学には健康という物が全くなく。病の原因さえも

知らず薬漬けです。住まいは家庭から病が作られます。病院の下請け工場に成っています。酸

化した細胞を甦らせるには、高度な、蘇る水で食べ物の鮮度上げて。血液を綺麗にする、蘇る

水を２ℓ飲み、体内に蓄積した酸化食カス『農薬。放射能。薬。ワクチン。食品添加物。化学

物質。洗剤類。脂。油』‥血液汚水、毒成分を洗い流す。植物とナノ粒子中和技術が有ります

２０年後、一気に 4000 万人死亡。人口 8000 万人。人口減少は、血液浄化蘇生医学が必要

厚生労働省の監査役は、大学の肩書を持つ医者が入り、薬やワクチンに関わり危険な物を国民

に打つ合法的に決まり、危険な合成薬を打つ指導強いアレルギーが起こり死亡者続出。自分達

の病院ビジネスの利益を増やし病院では３１０億円の荒稼ぎ。蘇る水のうがい霧吹きに入れた

蘇る水で簡単に毒も分解して風邪を引きません。住むだけで健康に導く健康な住まい病は全て

血液の汚れの改善が重要です。此れに対して、全国３１万の医師は、何故：癌に成るのか ？

何故：生活習慣病の原因も知らず。医師は特別な人では無く大学では、薬の処方を学んでいる

だけです。平成５年、開発の初めで母親は如何して血圧が上がるのか。実験を始めた蜜柑の皮

は血管の脂を溶かし、昆布で老廃物を包み込み血管を広げ２００の高血圧は２週間後 120 へ



抗菌バイオセラミックス電子で、コロナ毒素分解

抗菌バイオセラミックスから電子が放射され「細胞活性。抗菌力。水質改善」菌も寄り付かない

高機能な技術細胞は、60～8０％水。病元因血液の汚水 83％の水が甦るバイオセラミックス技

術汚れた血液の浄化。コロナは『淡白質と皮脂』蘇る電子で分解。コロナ毒素分解終息技術開発



高度な、蘇る水の暮らし家庭・会社何処でも製造

病は全て血液の汚れです。汚水 3333 坪セラミックス投入５時間浄化しました。蘇る水が自宅

会社何処でも製造。一日２ℓ飲用～（放射能。農薬。化学物質。洗剤類。薬。ワクチン）体内

蓄積食カスは、排尿排便で血管体内掃除を行い汚れた黒い血液は真っ赤になり健康に導きます



家から生活習慣病発性。乳癌予防医学。蘇生医学

乳癌の発見は、お家の冷蔵庫で封を開けた牛乳が腐敗。腐敗する牛乳に対し、蘇る水は蘇生発

酵技術３０％入れ、2 日目ヨーグルト。7 日目チーズに変わります。「例」水道水で食べ物洗

うと１００％腐敗。『酸化した料理で血液が汚れ、生活習慣病を家庭で発症を止める』技術を解

明しました。医学の乳癌治療は８００万円。不妊治療８００万円。医学の利益を齎しています

癌は年間１００万人乳癌死亡者３８万人。家庭で生活習慣病。乳癌を防ぐ高度な暮らしは、一

日２００円程度。医師がつけた難病は、全て血液の汚れです。女性は乳腺を持ち水と食の酸化

で細胞に傷が着きます。植物は幹に傷が付くと樹液を出して傷を治します。蘇る水一日２ℓ飲

用血液の汚れ排尿排便する事で、家庭で医者が付けた難病の改善体内の水が汚れ無く成ります

38 歳の女性体験談。病院検査で 7 年前に乳癌と告げられ大変ショク。過去振り返ると空気に

触れた癌誘発剤。添加物だらけの食の酸化。食べ物が腐敗する水道水で暮らしパンを食べ添加

物の事は解らず『食が細胞を壊している事を知りました。世界一の乳癌発症率 NO.1 バングラ

デッシュでは揚げ物の大好きな国民は、酸化した揚げ物の影響乳癌が多発している』NHK の

報道を聞かされました。平成 29 年 12 月半ば、有る方の紹介で、蘇る水事を知りました。家

庭で蘇る水作り、一日２ℓ飲用しています。体内に溜まった「毒素」を排尿排便にしてデドッ

クスしています。胸は、激しくかゆみの有る胸の部分に、蘇る水を毎日暇な時胸に掛け２週間

でかゆみが消え。胸は綺麗に成り完全にガゼット病から解放され乳癌ステージ 4 が消えました



住居の、若返り対策は、健康・富・財・齎せます

人類を救済する発明発見は、平成２２年～植物に特殊酵素を与えると１ｍ足らずの植物は酵素

活性で、一年半年３ｍ５０ｃｍ成長、天井エアコンの中に突入した。『夏１０℃の冷風。冬５

０℃の温風』全く枯れず。ベトベトの粘液物を出し３年も枯れず植物から人類を救済する礎を

発見しました。植物の生命力。治癒力。復元力。壊れた細胞が甦る蘇生力。酵素を粘土に練り

込み１２００℃の温度で焼いた１㎝球バイオセラミックス開発に成功した。水道水にセラミッ

クスを浸けると電子が発生。１年も切れていた蛍光灯の球が点灯した更に、蘇る水を作り霧吹

きに入れ３０年も詰った鼻瞬間通過。植物は幹に傷が入ると樹液を出し細胞を甦らせた実験。

天ぷら油２００℃大けど２週間で根本治癒。電子は、老化細胞活性の若返り根拠を発見した。

病は全て血液の汚れです。医学は、血液を綺麗にする根拠は何処にも有りません。食と水の酸

化を蘇らせ医者が付けた全ての難病を根本治癒した。根本治癒とは病の根幹血液の汚れを改善

して２度と病に掛からないと言う技術です。医学は、病が１０００種あれば血液汚水を治す全

国３１万人の医学は何処にも有りません。母親は高血圧薬で３０年も飲まされ、血管はボロボ

ロクモ膜下で他界した。血圧も下げる方法を発見。薬の副作用で病院は何処も超満室です。全

国の病院の巨大化は異常で医学の実験は適当です。病の原因も全く知らず。解らず解明できな

いと言う現役の医師。薬の副作用で儲ける医学は、病院経営は医療が上がり国民は皆な病気で

す。住宅メーカー様健康を金儲けにする医学に健康を任されますか？健康革命住宅が必要です



病は血液の汚水。植物の力＆蘇る水＝汚水浄化

対策と効果 医療費が増加する 西洋医学の漬けの現状

病は血液汚水です

蘇る水を２ℓ飲用

一日～14 日治癒

血液蘇生浄化で病

根本治癒する技術

■・蘇る水点滴液

■・血栓溶解分解

■・体質改善効果

■・血液浄化技術

■・加齢の若返り

■・皮膚の若返り

■・色黒肌の甦生

■・細胞の若返り

生活習慣病。体調不良。冷え。末期癌。乳癌。すい臓がん。犬の水炎

大腸がん。膀胱がん。肺がん。気管支喘息。花粉症。りんご症。赤ら

顔。頭痛。胸焼け。だるさ。歯肉炎。歯槽膿漏。口臭体臭。輸血の身

体。透析。腰痛。ぎっくり腰。頭皮の白線菌。胆石。水虫。爪虫。口

内炎。切れ痔。皮膚炎。痛風。心筋梗塞。大腸乖離。パーキンソン病

言語障害。手の震え。足の痛み。アレルギー。皮膚炎。男女股間のか

ゆみ。奇形児予防改善。蚊・蜂の痛みかゆみ瞬間分解。壊れた精子卵

子蘇り。心不全。心筋炎。心臓病。不妊。認知症の記憶障害。膝痛。

腰痛。肥満。糖尿。皮膚炎。足の引きつり。更年期障害。血液の癌。

コロナ後遺症。癲癇。痛風。花粉症。結核。白内障。緑内障。喘息傷

跡。ドライアイ。乱視。シミ・しわ色黒肌。脱毛。200℃大火傷。施

術の傷跡。熱中症。低高血圧。生理不順。婦人病。心臓病。大動派解

離血管若返り。風邪。コロナ後遺症。高熱。腸・胃痛。便秘。悪寒。

脱毛。喉・胸の痛み。ギアンバレー症候群。ストレス。運動や労働の

疲労。打撲。捻挫。筋肉痛。脳梗塞。高熱。介護。世界の難病。etc

保険会社様は例えば、保険契約で 10 兆円売り上げは、生活習慣病・癌・糖尿‥入院で、此れ

迄医療費支出は、全ての病が消えれば、今まで支払った医療費は支払いが消えます。9 兆円収

入増加健康技術１０兆円⇒１００兆円の世界が見え多くの契約が取れると断言します。病世界

の難病ウイスル病は、蘇る水電子で「酸化⇒分解⇒圧縮⇒凝固⇒沈殿」エイズ・マラリヤ・エ

ボラ高熱出血。体内毒素を排尿排便で血液浄化。血液を綺麗にする技術は、世界の医学は誰も

血液浄化出来無い技術です。壊れ損傷ＤＮＡ天ぷら大火傷は、皮膚と皮膚が結合傷後も残らな

い蘇生技術一人医療費平均は３８万円×１０万人＝医療費を 3800 億円削減しています。医師

に天ぷら２００℃の火傷再生公開。大変驚いたへぇ～何でも甦るので。蘇る水と命名しました

蘇る水は植物の医学。治癒力。蘇生力技術を粘土に練り込み１２００℃の高温燃焼バイオセラ

ミックスに接触させると電子が放射され汚れた水が甦ります。医者が付けた難病は、血液の浄

化は一日～2 週間で消える発明は多くの方々に愛用。世界の真似の出来ない発明は、３５年間

独学開はオンリーワンで完成しました。病は壊れる前の予防医学。壊れて老いた細胞が甦る植

物の甦生医学。体内の水を綺麗する血液の浄化技術は、蘇る水と、健康な野菜で簡単に一日～

２週間再生。癌は年間１００万人死亡。不妊増加。人口減少を止めるのは、血液を綺麗に蘇る

水です。生活習慣病。癌。乳癌。心筋炎。心不全。寝たきり老人は、食の酸化で台所から生ま

れます。全国に普及は住宅会社様と、飲食会社様の力で不景気から好景気に好循環に蘇ります



患者の健康よりも、医師の利益優先の医学の実態

交通事故よりも多い病を止めるのは、食べ物の酸は家庭から発性。日本を健康に導く甦生技術

ワクチンを打てば『抗体ができると風邪を引き難い体質のなる』と大嘘を言う藪医者軍団。ワ

クチンを打ち１７０００人が死んでいます。国の発表が無いがもっと死んでいます。蘇る水の

暮らしは、健康へ導き生活費捻出技術です。３１万人医師や医学の広告宣伝は詐欺です。コロ

ナパニックの利益は、〇〇会長一病院 310 億円利益です。厚生労働省の接種券にも記載され

ています。風邪をひきにくい予防効果有りません。医学の宣伝に国民は全員騙されています

平成１年４月安倍総理。官房長官。小池都知事。厚生労働省に生活習慣病改善技術ウイスル対

応技術１４１医療をコロナ前に提出。令和３年実験もせずコロナ過で 500 兆円損出した。コ

ロナは空間に浮遊呼吸時に鼻と喉に溜まります。うがい。鼻に溜まるコロナを洗い流しましょ

うと。誰 1 人と言わない。健康に成れば売り上げ減少の為に禁句。PCR デタラメ陰性。陽性

の前に綿棒入れる前に、蘇る水振りかけるだけで、鼻の穴洗浄うがいだけでコロナ一波は終了

だった。コロナ・薬副作用で病を作り、病気をビジネスと捉えて売り上げを伸ばす医学の実態

令和医療費 50兆円〜20 年後 100 兆円天上知らず

海外のワクチンは、薬の治験もなくモルモットになり多くの方々が即死状態と聞き、街は救急

車が増加。強いアレルギー。ワクチンの中身は、石油精製剤ガソリン同じ成分で作られていま

す。血管を溶かす『水酸化グレフェン』です。防腐剤には（水銀）使用されアフリカでは３０

００万人死んでいるとネツトで見ました。１週間後消されていた。薬害センターが全国に有る

会社倒産２０００社。働く処が無く自殺者女性が増加中。食の酸化は体内の水の汚れ血液の汚

れが病気の原因の元に成っています。病院に行けば必ず３錠の薬を調合されます。１０年後水

酸化グレフェン１０錠の薬で血管はもろくなります。人生寝たきり老人の死は病院８０％です

薬・農薬・ワクチン・食品添加物‥は石油精製剤ガソリン同じ石油精製剤製造され。毒薬で構

成されている。身体に薬投入は、当たり前に当然副作用が当然起こります。２０年前の医療費

20 兆円。令和 3 年 50 兆円。３０兆円も一気に上がる原因は、利益優先にあきれ返ります。

この医療費の増加の原因は何処に有りますかと『岡山市の職員に尋ねた。年々医療費が上がり

逼迫して困っています』。回答だけで知らない。其れは医者が病を治す根本医学知らず。医療

費は医者が上げ、自分達の収入を増やす仕事。職員は目をメバルの様に眼球開け驚いていた。

医者が病を商いで増やしている事実は驚愕でした。今の医学の現状は成す術が無い悪魔集団



Facebook のとある投稿から、シェアさせて頂きました。某大学の医学部の講義録から

引用させていただきました。

1. あらゆる病氣の原因は不明。

1. 不明であることを顧客に氣付かれてはいけない。

1. 来院した顧客には必ず化学薬品を購入させる。

1. 各種検査機器を充分に活用し、必ず病名を付ける。

1. 製薬会社担当者と親密になり、化学薬品仕入れ価格を下げる。

1. 売上アップの秘訣は顧客を常連客にすること。

1. 顧客の顔を見ると情が移るので、なるべく見ない。

1. 人件費抑制の為に、医師はインターンのタダ働き、看護師、看護助手は過労死を恐

れず最低の人数で回すこと。

1. 化学薬品で、手術で、化学療法で「治る」とは決して言わない。

1.「これで大丈夫ですよ」と言ってやると、治ることがある。

1. 生活保護者には手厚く、最高医療を施す

1. 常連客が「もう、支払いができません」と言ってきたらニッコリ笑い、健保組合に

水増し請求する。

1. 自分や家族が罹病した場合商売道具は使わないほうが良い。治療方法は独学で学べ

1. 売上・利益確保のため新たな病氣を作り、経済成長に大いに貢献する。以上

医学部ではなくて。病院経営学部？

現代の医学は偽医学です。蘇る水の病院では、薬を使わず食と水の改善ホスピタル病院計画中



蘇る水の点滴液は、血液の浄化世界に一つの技術

癌・難病専門は１０年前使用。末期癌・難病に投与。多くの人はその日３８．５℃熱を出し翌

日自然解熱で体調はすこぶる良く、朝から食欲が沸き体調が改善の事例。汚れた血液を正常に

整える、蘇る水点滴液は副作用が全く有りません。おしっこ尿は見た事の無い透明でした。汚

水を分解。血栓を溶解。汚れた血液は真っ赤になります。癌難病ホスピタル医院開設に進行中



病は血液の汚れ。癌・難病を治すホスピタル病院

医療費が上がる原因は、血液の汚れです。医者は大学へ行き、薬の効能効果しか学んでおらず

血液を綺麗にすると病院は倒産します。医学は、病院経営安定の為に薬の副作用で経営を安定

させている。其れを如実に表す医療費高騰は２０年前医療費２０兆円。令和３年医療費５０兆

円ですコロナでワクチン普及は、病院は一人４５万円利益に成ります。親切な医師は、ワクチ

ンは３回目接種してはいけません。開業医が警告を鳴らしています。その理由は、人口８０億

円の人口削減計画とネツトでよく見ます。ワクチンが入り子供を産めない体にしている現実が

あります。日本は２０年後から４０００万人死亡。人口８０００万人日本の崩壊が始まります

一日９万人が死んで行くと言う。医学は、病の原因も知らず。癌に成る理由も知らず怖い医学

癌・難病専門医は、平成２３年～汚れた汚水３３３３坪を５時間で、蘇る水電子含有のバイオ

セラミックスを使用して汚水を『①酸化⇒②分解⇒③圧縮⇒④凝固⇒⑤沈殿』水が驚くほど甦

る原理を利用して癌・難病を治療しています。体温は３８．５℃上がり免疫療法で血液の改善

で癌難病を根治しています。日本の最前線癌治療ＴV で報道されて有名な楽天クリニックは癌

に光レーザー照射、膨らんだ癌は縮小パンクすると言う。光レーザー治療は欠点もあります私

達の体内は 60～80％の水で構成され血液の８３％は水で構成。食べ物の酸化で病は毎日増加

食と水の改善。血液の酸化を弱アルカリ PH7.5。血液の汚れを改善しない限りは下から癌はど

んどん湧いてきます。癌治療１０００万円～医療費高額は、患者は負担に成る医学の盲点です



病は 1 日～１４日根治 蘇る水病院５０兆円市場

薬。農薬。ワクチン。薬は石油精製剤ガソリンと同じ成分で含有しています。薬の中に血管を

溶かす成分（水酸化グレフェン）激薬を飲み健康に成りますか。糖尿は年増加１０００万人～

癌は年間１００万人。癌治療１０００万人。IPS 細胞心不全は３億円の治療費が掛かります。

不妊治療８００万円。白内障５０万円。食の酸化で胃腸が腐り人口肛門増加中、全ての病は増

え続け２０年前の治療費２０兆円。令和３年医療費５０兆円～数十年後１００兆円に到達しま

す医学は「知識不足。勉強不足。無学」治す医学は何処にも無く有りません。薬で経営を安定

させている、驚愕な事実です。もうこれ以上健康を、無学の医学に任せる事は出来ないのです

■・癌難病専門・ワクチン後遺障害対応食と水の体質改善。薬不要ホスピタル病院が必要です

生活習慣病は家庭から病製造され、病院に行けば薬漬けで数年後～血管がボロボロで人生の週

末地点は「癌。痴呆認知症。寝たきり老人」作られます。医者が付けた難病は一日～１４日間

で根本治癒します。日本を健康に導く唯一の方法は、コロナ過で安価な施設を買い上げ館内の

SPA 施設では、蘇る水で洗浄した酸化した「果実・野菜の食の鮮度を上げ」血液を汚さない食

事と汚水を分解する、蘇る水を一日２ℓ～３ℓ飲用。血管に蓄積した３６兆個の体内掃除は過

去食した病の元食カス蓄積《農薬。薬。ワクチン。酸化脂。洗剤類。化学物質》１４日間で血

液の浄化デドックスで新しい生命が生まれ変わります。老化加齢の若返り実績は１０万人超え

■・１４日間血液浄化技術。食事と体内掃除。滞在型病院＆ホテル SPA を全国に作り進行中



汚れた血液の浄化 デドックス SPA サロン展開

バイオテクノロジーとは、生物の優れた技術を真似た【模範】技術多岐に渡り１００万回の実

験開発に成功。「例」他社バイオ開発は既知の技術。新幹線の流線形は、鴨はし先の形は水の抵

抗を減らす技術を新幹線のヘッドに採用。トンボの目は乱反射が無くＴＶ画像やアイパットに

採用。蘇る水技術、植物は幹に傷が付くと樹液を出し壊れた細胞が甦る技術、蘇る水に転写し

ています。故石原裕次郎さんは、薬多用血管がボロボロに成り大道剥離で他界。岡山市の割烹

の女将は、難病大道剥離、蘇る水一日２ℓ飲用～壊れ損傷３６兆個細胞が１０歳も若返り傷つ

いた細胞が若返り甦りました。７２歳心不全を持つ合気道の達人は、動機。目眩。息切れで何

十年も悩んでいました。蘇る水は壊れた細胞が甦る心不全改善体験は、全国から届いています

広島県からパーキンソン病３０年悩みネツト検索岡山まで来社。仕事は設計の会社はパーキン

ソン病で閉鎖６８歳男性、パーキンソン病右手の震え足の痛み。言語障害が有りました。食と

水の改善から始め、蘇る水で食材を洗い９時間後～鮮度改善が基本。病は、過去食した身体に

溜まった毒（農薬。放射能。油。薬。ワクチン）蘇る水を一日４ℓ～２週間飲用後便はシャワ

ー様に出て色はパーキンソン薬グレー色。体から毒が抜け右手の震え、足の痛み言語障害は医

者が付けた難病は１４間改善。生活習慣病発症。認知症改善は、脳の血液汚れ改善ヘッド SPA

導入。蘇る水は何方様も一日２ℓ～４ℓ 飲用体質改善成功。酸化した食べ物の鮮度上げ血液浄

化技術です。宿泊日数２週間費用６０万円。蘇る水 SPA サロン全国へ健康な日本へ導きます



健康は、第一の財宝です。薬・医者・医学不要論

建築会社様の家庭で健康に導く方法は、バイオセラミックス活水器を通過した天然水を汲み上

げ、家庭に３０㍑タンク設置。蘇る水の暮らしは、調理水。飲料水活用するだけで医者が付け

た難病は血液の汚れを改善するだけで、生活習慣病は消えました。コロナに掛からず病院に行

く事が消えます。医学は病の原因も知らず、病を治す方法さえ知りません。薬で商いをしてい

る医学は 80％です。医療費は年々２兆円増え続けています。医者にアレルギー治しましょう

と提案。医者は今の立場で治してもらうと困ると断られた実話です。喘息‥治す方法が解らず

発明した植物の壊れた細胞が甦るバイオテクノロジーも知らす根本から身体の免疫力皆無状態

医学は病を３０年引っ張り続け、医療費は年々～天井知らず伸びています。全国３１万人の医

師は食の酸化で血液を汚し、当然当たり前に生活習慣病に成り掛かります。癌・認知症にもな

り寝たきり老人にもなります。東洋医学。西洋医学。健康な医学‥針灸も健康は皆無だった。

乳癌は食と水の改善で消滅。岡山県庁に食と水の改善で乳癌ステージ 4 が消えた体験報告。職

員は食と水で細胞が作られているのだから薬事法。医師法には全く触れませんと回答どんどん

普及してくださいと励まされた。家庭から病が消える住宅が誕生。対策と効果は、家庭で、癌・

生活習慣病は生まれ作られます。蘇る水で酸化した野菜。果実。魚類を１分浸け冷蔵庫へ９時間

寝かせます。鮮度が上がった食材を食すると血液を浄化した。病は一日～１４日間で根本治癒



お客様の家は、若返り 8０００万～数億円の財宝

新築の家。現在の住居は、食品添加物の影響で奇形児増加。食べ物の酸化で血液が汚れ食材廃

棄ロス増加。食の酸化で血液汚れ不妊増加。癌１００万人他界。脳梗塞。認知症。心不全。糖

尿。喘息。花粉。風邪。心筋炎。不妊。これ等の原因は全て血液の汚れです。今の医学は血液

の汚れは、西洋医学は強い薬の副作用で、益々医療費が年々２兆円～医療費５０兆円～更にも

っと増加。コロナは鼻と喉に蓄積。身体に溜まった菌類ウイルスをうがいもせず」。菌を溜めて

街を散策。人工的にコロナは全国国各地で拡販。病は食の酸化で血液が汚れ、一家４人～大家

族は年柄年中病院通いです。一年間で５０回以上病院通いは、無駄な習慣を改善します。会社

も学校を休み。医療費を払い収まる気配が全く無い。狂った日本の経済を甦らせる発明を投入

蘇る家『対策と効果』。空気の酸化は、酸素と水素の結合を切り離し水が甦る酸化の謎を解明。

食の腐敗の鮮度上げ、野菜や料理は傷まず食材廃棄ロス削減。汚水処理前 BOD14。処理後

2.6。蘇る水の点滴液は、血液の汚の汚れ難病根治。加齢の若返り２８歳理論。寝たきり老人

消滅。介護不要。認知症は、生活習慣病発症で脳の血液が汚れ記憶障害改善。癌は血液の汚水

改善。乳癌は乳腺腐敗牛乳の腐敗を予防乳癌が消える発明。家庭の中で発生する酸化が蘇ると

利が生まれます。月額１８万円。年間２００万円。１０年２０００万円経済効果貯蓄４０年間

８０００万円。大家族の健康は４０年間で数億円経済効果。健康の第一財宝は、家賃。住宅ロ

ーン負担なし。建築会社様は、お客様から支持され口コミ契約に貢献する発明が完成しました



蘇る水バイオテクノロジー 予防医学・蘇生医学

生活習慣病に掛かり、病院に行くと薬で終わりが無く一人１０００万円の利が生むと言われて

います。何故：薬の副作用で病は増加悪化します。例えば、名医が病を直すと巨大な病院は直

ぐ倒産します。医学不要クリニックは医療費５０兆円⇒5 兆円。現代の医学は患者を治す考え

方は何処にも有りません。利益優先で医者は病の原因も知らず治す事も知りません。医学は知

識不足で私に質問してきた。医者は痴呆。認知症。癌にもなり自分で薬を飲み直す医学は身に

着けておらず医師も食の酸化で認知症に成ります。食と水の改善は大変需要であり大切です体

内に蓄積した老廃物分解する科学的根拠は、蘇る水の中に鰮。秋刀魚。鮭。鯖を浸けると瞬間

分解。糖は溶け糖尿を分解した。コロナは皮脂と淡白質のウイルスを電子で分解する技術です

体調不良病改善は、蘇る水を一日２ℓ 飲用。食べ物のカスが血管内に蓄積『農薬。放射能。ワ

クチン。脂。糖。化学物質』‥体内蓄積の老廃物、排尿・排便で身体の毒素を排泄します。ダ

イエットで血管の掃除一日４ℓ 飲用後便はシャワー様に出ます。予防医学・蘇生医学。免疫医

学。健康を取り戻しましょう。病に成る前の予防医学。壊れた細胞が甦る。蘇生医学。癌。糖

尿。脳の血液を汚さない生活習慣病。認知症を防ぎ。寝たきり老人を作らず。健康な暮らしは

老人介護が不要です。蘇る水の費用対効果は一日１８万円経済～年間２００万円貯蓄。経済効

果１０年で２０００万円富を齎せます。血液を汚さない暮らしは、老化を若く健康に導きます

一生涯で、薬不要。医者不要。病院代入院不要。驚きの数億円～経済財効果を醸し出します。



蘇る水テクノロジーは、点滴液。飲料水。調理水使用され副作用が有りません。植物は幹に

傷が入ると樹液を出し傷を治す技術。壊れ老いた細胞や血管再生技術。病の原因は血液の汚

れです。コロナ・エイズ。マラリヤ。エボラ高熱出血。結核。梅毒。ウイルスミクロ単位を

電子で、イオンベンゼン核を分解「酸化⇒分解⇒圧縮⇒凝固⇒沈殿」‥血液の浄化技術です

① 蘇る水技術は植物の持つ高度な、免疫力。治癒力。蘇生力。コロナ電子分解終息技術

② 化粧品事業、壊れ傷ついた老化細胞が甦るバイオ化粧品 15 年配合 1000 回変え完成

③ 癌難病専門医は、蘇る水点滴液を末期癌投与 38.5℃熱を出し、翌日自然解熱根本技術

④ 不景気は『飲食５年倒産８０％→食の酸化を蘇らせる繁盛技術 10％』。繁盛経営技術

⑤ 飲食繁盛は口コミで広がる技術。食の酸化鮮度 UP。ご飯は三日白く甘く冷めて旨い

⑥ 蘇る水の食の事業は、酸化した全ての鮮度が上がる技術一律 300 寿司。健康ラーメン

⑦ 認知症は、2０歳～PC 携帯電磁波障害。脳の血液の汚れストレス脳改善 SPA 展開

⑧ ワクチン後遺症・癌難病対策は医師を雇用して、バイオホスピタル病院の設立予定

⑨ 滞在型１４日間『体内蓄積した老廃物排泄。汚れた血液を浄化』蘇る水 SPA 技術

⑩ 環境。ＣO２分解温暖化改善。百年前の海が甦る食物連鎖技術。牛のメタンガス分解

⑪ 蘇る水は、植物高度利用研究にて、医師を育てる植物薬科大学の設立を目指します

⑫ 人と社会役に立つ最高の技術。一企業１兆円～１００社１０００兆円の企業目指す

蘇る水蘇生技術総合研究所 代表 甦生康壱


