
蘇る水恩恵 4‣TTECHNOLOGY 
 

 

コロナ前令和元年生活習慣病対策ウイルス対策「厚労省、安倍総理、官房長官。小池百合

子都知事」へ、其々141ページコロナ対策資料を国機関に送付した。返事は無く翌年から

コロナパニック始まった。枠珍打ちましょう、免疫力が着くと医者が TVに出て大嘘を言

って恐怖を煽り、打った直後血が固まり即死数万人。西洋医学の欠点は、薬は 100％副作

用で病院満員システム経営安定。枠珍の中身は、石油精製剤『農薬・食品添加物・薬・ワ

クチン』ガソリン‥水酸化グラフェンは血管を薄く剥がし、血液が漏れ出す防腐剤には水

銀が使用後、脳に蓄積する危険な毒薬。ワクチン後遺症アレルギー。湿疹。悪寒発熱。全

身の痛み。痙攣下痢。脱毛関節炎。不妊の原因は男性が多いと聞く血液汚れ精子の尾が切

れ人口減少。頭痛。全身痛発生。医者はこの世に副作用の無い物は無いと豪語。其の医者

に副作用の無い、蘇る水資料を送付した。其の後、副作用の事は言わなくなった実話です 

 

 

Ⅰ、蘇る水ホスピタル病院 

 

Ⅱ、飲食倒産率８０％救済 

 

 

Ⅳ、認知症改善 HEADSPA 

 

 

Ⅲ、蘇る水と薬膳 HOTEL 

 

 



環境破壊 街が甦る 産業蘇る技術

 
驚異の蘇る水、食・土・住・空・海・全て産業が甦る技術 

 



人類創生 蘇る水 好適環境実現する 

 
空気「酸化」細胞破壊⤴「蘇生」乳癌ステージ 4甦生技術 

 



淡水赤潮 人類汚した水が再び蘇る 

 

汚水処理前 BOD14➡処理後 2.6。池の汚水も健康も同じ 

 



恐怖の水 発癌物質メチルジアミン 

 
 

上の映像は昭和終頃、日本国中に全国に鉄管の水路が全国に引かれた。当時ポリエチレン

の素材が無く３０年経過した水道管の内部の映像です。水道水で食べ物洗うと１００％腐

ります。酸化料理で血液が汚れ生活習慣病発性。水道水の中は。鉄錆塗料発癌物質「メチ

ルジアミン」混入。癌２人に一人癌は年間１００万人死亡。咽頭がん。乳癌４０万人死

亡。胃がん。肺がん。糖尿は２０００万人。予備軍８００万人。効果の無い癌治療３兆５

０００億円。令和医療費３年３兆円。コロナが始まり令和３年６１兆円何故病が増え続け

医療バブルもはじけ医療ビジネス増加の原因は、全国３１万人の医師は治す方法を学ばず

薬の強い薬を出し、株式会社病院経営を営みコロナ３５０億円稼ぐ病院経営安定の実態 

 

項目 医学蘇生革命 健康破壊と病 西洋医学毒薬 

特徴 汚れた血液浄化技 アミノ酸＆淡白質 薬 100％副作用 

性質 血液毒素分解浄化 生活習慣病癌増加 水酸化グラフェン 

得質 細胞の汚水が甦る 血液汚れ薬害被害 血液汚れ血管溶解 

効果 損傷細胞甦る技術  薬副作用体調不調 医療平成３年３兆 

特性 老化細胞若返り技  薬害所 800か所 ワクチン被害続出 

対策 点滴液副作用無い  認知所 7700か所 令和３年 61兆円 



環境技術 【酸化】蘇生テクノロジー 

 
空気酸化➡コロナ。牛ゲップ。台風。蘇る水の電子分解技術 

  

  



地方創生 人と社会が甦る最高技術 

 
 

地方創生人の大移動は「健康。経済。食の旨さ」３つの条件が重要です。街が衰退する原因

は人口減少生活習慣病男女の血液の汚れです。対策は、ホスピタル病院開発。認知症を改善

するHEADSPA。生活習慣病改善HOTEL。健康対策を発明しました。不景気の原因は飲

食店は、5年倒産率 80％連作倒産は、①・農業、②・果実、③・畜産、④・水産、⑤・調

味料、⑥・酒」‥6つ産業が売り上げ低迷。飲食倒産は飲食業がＮＯ.1です。この業界を伸

ばす方法こそ冷え込んだ不景気が消え。皆様の年収を増やす仕組みが有ります。飲食業界は

①～⑥。地商地産食材を使い。炊飯技術１５年ご飯は黄色く成らずおにぎり・巻き寿司 10

万個完売食べ物は、食すれば感動で、海外日本津々浦迄口コミ拡販で店の噂が広がります 

 

優れた料理人鉄人さえも食の鮮度の改善は不可能です。空気に触れた食の鮮度劣化食材廃

棄は年間２７万㌧３億円。食の酸化を甦らせる発明は、発酵・熟成・芳醇・イノシン酸・グ

ルタミン酸・酢酸。食材の中からうま味抽出して今まで出なかった旨味が生まれます。日本

移動計画は、飲食関わる産業が大きく発展します。酒。ワイン。調味料野菜・果実。水産。

畜産。農業。酒。調味料業繁栄齎します。倒産ＮＯ1伸ばす発明は、地方創生シナジー効果

は不景気消え、国益が伸びる仕組み作り必要です。飲食業界２８万店・和・洋・中食鮮度を

上げる飲食繁盛学校作り、日本の経済を醸し出し地方創生は、蘇る水は日本経済の酸化の根

幹甦らせます。高級品扱う百貨店には買い物客が押し寄せ高級品売れ、不景気は好景気へ 



蘇生革命 【酸化】➡【蘇生】甦る技術 

 
 

令和 2 年損出金 30 兆円。コロナ一波→7 波迄。8 波に備えワクチンを打とうとする医学

の実態が医学の神話が崩れた。医師は独立開院後、高額な器具支払いに追われていました

CORONA バブル始まり年収増加医師は命よりも金儲け主義。全国 31 万人藪医者軍団自

業自得か全国各地で医師が刺される事件が勃発しています。効果の無い枠珍は、医者は病の

原因も知らず直す方法も知らず。誤診が起こるのはこの為です。経済損出は 100兆円平成

３年医療費 3 兆円。平成１４年医療費 20 兆円。コロナパニック令和３年医療費 61 兆円

まだまだ伸びる医療費。物価高騰。政府の自殺願望の電話が鳴りっぱなしだと言う。 

映画日本沈没は誰が救済するのか。不景気は、何処から来ているのか？ 謎の日本の会社 

 

日本の不景気の始まりは、総理も大臣もコンサルタントも誰も知らない。日本の会社倒産率

NO1 飲食店は倒産率 80%其れに煽り受け、農業、水産、畜産、果実、酒、調味料会社が

連作倒産すると其れに関する、建築、皿、花屋迄連なっています。不景気の大元の飲食店倒

産率80%→救済テクノロジー必要です。映画日本倒産はいつ来る？この映画日本沈没を誰

が救済するのか？奥が深い謎を多岐に渡り１００万回実験３５年で解明しました 

地方創生（蘇る水研究開発）人の大移動は、「食の旨さ。健康」2つの技術です。空気に触

れた食の酸化が蘇る水のテクノロジー飲食倒産率 80%救済技術は一日 10万個完売。おに

ぎり。巻き鮨。拉麺・洋和菓子。食の旨さ求め口コミで拡販▷全国〜人が集まります 



蘇る水技術  健康環境を実現する 

 
汚水『酸化⇒分解⇒圧縮⇒凝固⇒沈殿』血液浄化病根治 

 

蘇る水の中に、鰯、鯖、鮭を浸けると瞬間に脂は溶けます。蘇る水飲用するだけで、喘息は

喉の奥に淡が分解され一日で喘息。コロナは脂と淡白質で構成されています。蘇る水を鼻や

喉に振りかけるだけで、鼻・口から溶解分解で一日でコロナはゼロに成ります。糖尿患者は

入院中に一日２ℓ飲用×１４日間＝糖尿の数値が下がり退院しました。コロナの毒は、例え

ば、蚊・蜂に刺され痛み。かゆみが出ます。蘇る水を患部に掛けるだけで、皮膚に混入した

虫の毒は１分で消えます。ウイルスの分解方法は、虫の毒分解と同じで、体内の汚水血液浄

化と汚水を分解する発明は、医者が付けた全ての病は、細胞の根幹から血液の浄化技術です 

   

処理前 BOD14 

 

2.6 

処理後 2.6 血液は真っ赤 



高度な  バイオ技術の暮らしを 産業へ 

 
 

人は何故病気に成るのか？ 植物は幹にキズが着くと樹液を放出し傷根幹から治す働きを

植物の医学を、【予防医学】【蘇生医学】蘇る水に転写しています。故石原裕次郎さんは大動

脈剥離で他界。58歳の主婦は大動脈剥離で血管が破れていました。蘇る水使用後～血管２

８歳若返りました。『高血圧・白血病』中身は、癌誘発剤含有。母親は高血圧 200 有り血

管はボロボロに成りくも膜下出血他界しました。植物医学は、天ぷら 200℃の大火傷は傷

付かず２週間根本治癒しました。薬は何からできているのか、石油精製剤ガソリン同類成分

です。血管を薄く剥がし血管が溶ける水酸化グレフェン』構成。防腐剤には水銀が使用され

白血病・高血圧に癌誘発剤。病院行けば病気が増える為、病院に行っては大変危険です 

 

体質改善は、蘇る水一日２ℓ飲用～後体内に溜まった「農薬。放射能。化学物質。薬。ワク

チン毒。食品添加物。洗剤類。油脂」排尿・排便洗浄～医者が付けた難病改善は、血液は真

っ赤です。蘇る水洗浄～酸化した、野菜果実の鮮度は９時間～免疫力 UP。蘇る水は需要強

壮免疫力を８倍引き出す効果が有ります。山芋を食する事で細胞に需要強壮が湧き癌１４

㎝⇒3㎝に縮実例。壊れた細胞が甦る。免疫力を持った蘇生食を食し美味しく需要強壮を体

に促し根本リゾート体質改善HOTEL建設予定です。食と水の改善は１０万名様の健康実、

績汚水3333坪５時分解力、蘇る水を蒸気に蒸し大脳の血液の流れを浄化。脳の癒しHEAD 

SPA。オキシトシン「幸福ホルモン」心の癒し。愛・脳も、健康に導く体質ケア技術です。 



医学革命 薬不要 ホスピタル医院 

 

厚生労働省に平成終わりに１４１ページ提出。医療費上がり国も対策が無く困っていると

告げられました。医療費削減の提案に、蘇る水の発明に感謝されました。生活習慣病改善で

医療費が下がる一番理想告げられた。何処の県が下がるのか見てみたいと告げられました。 

蘇る水蘇生技術一日～１４日で血液の浄化。副作用無。加齢の若返り 

下記の病名 ワクチン後遺障害が日本で起こっています。病院内でトラブル増加 

悪寒。発熱。脱毛。倦怠感。全身の痛み。下痢。吐き気。不安。不眠睡眠障害。呼吸

困難。味覚障害。嗅覚異常。咳。不妊。胸痛。うつ。動悸。関節炎。頭痛。動悸。関

節炎。手の痺れ。手足の痺れ。頭の痛み。発疹。認知障害。記憶障害。更年期障害 

熱中症。生活習慣病。アレルギー。アトピー。天ぷら油２００℃大火傷酵素技術。理美容

師の手荒れ。認知症。アルツハイマ―。「記憶障害。天才脳作り」。糖尿。肥満。末期癌。

すい臓がん。乳癌ステージ 4。心不全。低高血圧。パーキンソン病。「老化の細胞若返り。

血管・骨粗鬆症２８歳若返り」。色黒肌⇒。肌。シミ しわ分解。コロナ分解終息ゼロ。輸

血の体調不良。生理不順。生理痛。頭皮の白癬菌。水虫。喘息。花粉症。鼻詰り。睡眠障

害改善。全身の痛み瞬間改善。（頭痛。腰痛。膝痛。歯の痛み。関節の痛み。口内炎）。歯

槽 膿漏。歯肉炎。皮膚炎。白内障。熱中症。肺炎の傷跡改善。壊れた老化細胞が蘇る事

例は、SDGs に於いて 17 項目達成技術は全ての項目にノーベル賞に推奨されました。 



医療崩壊 無駄な医療８０％不要論 

 
 

 

  

 

 

 

 

無知な医学の実態 

         病の原因も知らず          

 

医学薬害被害コロナビジネス６０兆円～１００兆円～薬漬け【蘇る水】医療費削減構想 

日本が蘇る水の戦略技術は、６１兆円医療費削減。地方創生。 

    人口減少は、生活習慣病改善。男女の血液汚れ浄化 

            不景気は食の都に蘇らせる蘇る水 

 

 

 

 

 

 

平成 3年医療費３兆円 平成 14年医療費 20兆円 令和３年医療費６１兆円 

令和３年医療費６１兆円 令和 20年医療費 20兆円 令和40年医療費３兆円 

令和 40 年医療

100兆日本崩壊 

蘇る水技術収益 100 兆円市場 

①・蘇る水医学ホスピタル病院 

②・体質改善・若返り HOTEL 

③・認知症改善・HEADSPA 

④・海外へ展開 医療ビジネス 

①・病院経営の安定は薬漬 30 年 

②・無駄な治療 80％医学不要論 

③・家に帰れない痴呆老人２万人 

④・認知症センター7000 か所 

⑤・薬害管理センター800 か所 

 
ワクチン合成薬ビジネスでバブ

ル弾け健康な人も１億2000万

人病気増加。医学に不景気無し 

年々医療費 

２兆円増加 

蘇る水のバイオテクノロジー 

医療費６１兆円⇒3兆円削減 

蘇る水 



日本創生 4 種類の食健康蘇生技術 

 
体質改善 HOTEL。薬不要病院。認知症改善 SPA。飲食繁盛技術 

  

  



医学革命 血液汚水 身体の水が甦る 

 
 

株式会社病院経営は事前事業ではありません。副作用の強い薬で、病院経営安定しています。

水の開発時代の平成３年。医療費 3 兆円。平成１４年医療費 20 兆円。コロナは令和時代

に入り、令和３年厚生労働省医学に支払った金は４４兆５０００億円。自治体は 40％＝６

１兆円です。効果の無い。放射線治療３兆 5０００億円。乳癌治療 800万円。不妊治療８

００万円。白内障５０万円。母親高血圧２００薬漬けでした。対策は指の間抑えれば簡単に

下がります。皮膚科行くと痒みが有りステロイド一年後象さんの皮膚へ。薬漬３０年間で１

０００万円インターネット拝借。副作用の強い薬で患者は体調不良（例）一日治る喘息。花

粉症。白内障。鼻炎。〇コロナ。３０年間引っ張り、処も満員御礼医学経営安定の仕組み 

 

病は血液の汚れと、コロナ菌２つ物に対して薬を投与しても薬は副作用が 100％有ります。

高血圧・白血病の中には、癌誘発剤が入り病院を満杯にしています。岡山市の職員様と話を

する機会が有りました。最近医療費が上がり逼迫していると教えて頂きました。医療費誰が

上げているのか質問した。解らない。医者が副作用の強い薬出して医療費を上げていると告

げました。職員は驚き（メバルの様な目）をしていた。西洋医学医療費の移行は、認知症増

加。認知症センター７０００か所。薬害被害センター８００か所厚生労働省の担当者は年々

上がる医療費を下げて頂きたい。と厚生労働省から開発に対し感謝していると告げられた。 



細胞革命 甦るバイオテクノロジー

 
蘇る水技術は、天ぷら２００℃の大火傷１４日間で根本治癒技術 

 



認知症 蘇生 TECHNOLOGY SPA 

 
 

認知症の始まりは子供の頃から現代人に必要な学校教育では、パソコン・携帯電話・ゲーム

を始め、添加物だらけの即席ラーメン食し、水道水で洗った全ての食べ物が腐り身体の中は

過去食した食べ物のカスが蓄積。全身の血液が汚れ記憶障害認知症・生活習慣病が始まりま

す。子供は学校でいじめられストレス蓄積。サウナに入り昔無かったお婆さんは孫の肩を揉

み癒されたいと言う子供達は、脳の血液が汚れ２０歳から認知症が始まります 

 

３０代では、物忘れ始まり海馬で記憶情報は、血液の汚れで大脳に伝わらず覚えきれない 

４０代では、過去の記憶が消え物忘れ始まります。聞くと、あのその。記憶障害認知症 

５０代では、人の話はうわの空記憶は飛び。思いだせない日々が続く、認知症害が発性 

６０代では、病院の出す副作用強い糖尿病薬を３５年飲み。血液が汚れ２人に一人認知症 

70 代では、老人は外出時には家の帰り道を忘れ、お家に帰れない痴呆認知症老人２万人 

 

老化の若返りHEADSPA植物は幹に傷が入ると樹液出し傷を治す働きを、蘇る水に転写し

ました。汚れた水を浄化する発明は、バイオ触媒～電子が放射され脳の血液の汚れの発見は、

蘇る水の電子水を置くと」。錆びた瓶の底のさびをわずか数か月で分解した頭蓋骨を通過さ

せ汚れた「脳の血液を綺麗」にして認知症改善基礎を多岐に渡り発見した。病は血液の汚れ

です。認知症。全身の痛み。頭痛。乳癌。花粉症。対応する HEADSPA です 



発酵革命 乳癌ステージ 4守る技術 

 
 

乳癌の発見は冷蔵庫の中でした。封を開けた牛乳が３℃何故腐る解明をした、蘇る水を牛

乳に 30％入れ「瞬間発酵ヨーグルト⇒チーズ」自然放置２週間腐敗無し。効果の無い癌

治療３兆５０００億円。令和３年医療費６１兆円こんなに美味しいビジネスは他に無い。

乳癌。生活習慣病。花粉症さえ治せない医学。乳癌ステージ 4の方が現れ実験を開始した

自宅で作るセラミックスを水道水に容れ 6時間後～ミネラルを含んだ《蘇る水》早速一日

2ℓ飲用。胸のかゆみは激しくかゆみの有る胸の部分【蘇る水】毎日暇な時に胸に掛け 2

週間後かゆみが完全に消滅。胸から出る膿は臭く徐々に膿が透明に成りました。今では膿

は２週間で止まりました。ステージ 4わずか 1ヶ月身体が健康に成っている事驚きました 

 

この【蘇る水】凄い事は、全ての酸化腐敗を止めるテクノロジー知りました。蘇る水は電

子が含有。頭痛。全身の痛み。蘇る水を振りかけると生理痛。箇所や痒み。全身の痛み虫

の毒迄も分解します。毎日【蘇る水】朝 2ℓ～飲み。体内の乳腺を腐敗から守りその後、

料理が腐らず日持ちが長くなり食材廃棄ゼロ食品の鮮度が持続しました。食の「酸化」⇒

「蘇生」に導く【蘇る水】世界中女性必需品です。酸化から細胞を守る【蘇る水】影響と

思われる現象で乳癌ステージ 4消滅しました細胞の蘇りは驚異的です。死に掛けたわんこ

が、蘇る水を飲み１匹目は一日で庭を走りまわり驚きの細胞の若返り。２匹目のわんこが

げろ吐きもうだめだ。わんこは、蘇る水を飲み翌日回復して両親が大変喜んでいました。 



COLONA 抗菌力・蛋白質分解技術 

 
蘇る水電子放射コロナ「皮脂と蛋白質」蘇る水飲用後分解洗浄技術 

  

  



SDGs 世界難問題解決 17 項目達成技術 

 

0コロナ発明。生活習慣病分解。加齢の若返り。医療費削減技術 

 



SDGs とは、2030 年を達成期限と定め、国連加盟国すべてが取り組むこと

でより良い地球を目指していく「長期的な開発の指針」採択された。人類と環境破壊・貧困

問題との戦いの歴史は古く 1995年世界社会開発サミットで「世界の絶対的貧困を半減さ

せること」が掲げられました。続く 2000年 9月には、米国国連ミレニアム・サミットが

開催され「極度の貧困と飢餓の撲滅」「ジェンダー平等推進と女性の地位向上」、「環境の持

続可能性確保」8 つのゴールを掲げた国際社会共通の目標「MDGs 採択この MDGs が

2015年に達成。蘇る水は、国の評価ノーベル賞に値する高評を頂き世に発信しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1：貧困をなくそう」。蘇る水は年間 2700 万㌧食材廃棄ゼロ実現構築  

 

 

2.6 

2：飢餓をゼロに」。 蘇る水は人口 100 億人対応  砂漠緑化技術構築 

 

 

2.6 

3：すべての人に健康と福祉を」。蘇る水生活習慣病改善。医療費削減技術  

 

 

 

2.6 

4：質の高い教育をみんなに」。蘇る水２０歳～認知症記憶障害改善技術 

２０歳から 

 

2.6 

5：ジェンダー平等を実現」。 蘇る水は男女の健康の幸福・構築を実現  

 

 

2.6 

6：安全な水とトイレを世界中に」。 蘇る水は、世界中の水や海の浄化技術 

 

 

2.6 

7：エネルギーをみんなに。」。蘇る水は、水素水を走る度にＣO２分解技術 

 

 

2.6 

8：働きがいも経済成長」。不景気の原因を解明３５年上がらない賃金上昇へ 

 

2.6 9：産業と技術革新の基盤作り」。飲食倒産率 80％。不景気を好景気へ  

 

 

2.6 

11：住み続けられるまちづくりを」。健康に導く生活習慣病の改善発明  

 

10：人や国の不平等をなくそう不景気根幹活性技術  

 

 

2.6 

12：つくる責任、つかう責任」。蘇る水は、高品質な物作りの技術構築  

 

 

2.6 

13：気候変動に具体的な対策を 蘇る水は、海面上昇２６℃以下に安定  

 

 

2.6 

14：海の豊かさを守ろう」。１００年前の海に蘇る食物連鎖復元技術を構築 

 

 

2.6 

15：陸の豊かさも守ろう」。蘇る水は、酸化した土壌 PH5.4安全な 7.5へ 

 

 

2.6 

16：平和と公正を」。蘇る水は、すべての人に、健康と福祉を提供技術  

 

 

2.6 

17：パートナーシップで目標を達成しよう」。高度なバイオ技術の提供へ  

 

 

2.6 


