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本望行雄の技術相談〔0２０〕・・・・ 

「プラズマとしての太陽の発生エネルギー源は何か？」 
≪≪≪≪技技技技.com.com.com.com――――――――――――――――はははは、、、、((((株株株株))))技術開発総合研究所技術開発総合研究所技術開発総合研究所技術開発総合研究所®のののの登録登録登録登録ドメインドメインドメインドメインですですですです≫≫≫≫ 

 

≪技技相 ≫容  
 

最近、（社）自動車技術会関東支部の理事会ではお目にかかれないことが続いていましたが、超多忙の故でしょうと推察

申し上げていました。今回、戴いた添付ファイルで、久々に、「本望節」を堪能させていただきました。 

【No.019】のファイルで、太陽が核融合反応ではなく、「プラズマ」であるとされていますが、核融合とプラズマは

両立はしないのでしょうか。また、「核融合」でないとすると、放射するエネルギーの源は何でしょうか。本望様の文を

十分理解できている自信はありませんが、ノーベル賞級の新説に期待を込めつつ、質問させていただきます。 
 

【(株)小野測器 取締役 研究主幹 高村昭生 様】 

 

≪まえがき≫ 

何時もの「高村」様の「研ぎ澄まされた洞察」と「剃刀のごとき切れ味の逆ご質問」を戴き、「回答者」は、実

の所、大変困り果てています。安易に、「他の人」の見解を引用・掲載してはならない事の『ご指摘・見本・戒め』

のようにも感じます。 

さて、ご存知のように、『私は、宇宙科学者では有りません』し、それらに関する基本的素養、そして能力も有してお

りません。ご指摘の「引用記述（参考―１）」は、【本望行雄の技術相談―No.019】での記述のごと

く、私自身の意見では有りません。但し、“太陽”がプラズマ状態にある事は、「回答者」も同一意見であり、恐らく、

殆ど総ての専門家の方が認める所と考えます。すなわち、「掲載した引用例」は、「３,０００(℃)以上の高温計測」の場

合の参考例として、我々の身近に有る「高温体――プラズマ――太陽」に対する、最新の考えの“一つの例

（＝面白い意見）”として、列挙させて戴きました。 

ご指摘のように、私も、≪発生エネルギー≫を説明するには、この推論では問題が有るのではないかと思い、

引用に当たり、取り敢えず、『回答者が思うには、この理論では、発生エネルギーを説明できないのではないか？』

との脚注を付けさせて戴きました。 

その後、「高村」様のご質問を受けて「参考―１」について精査した結果、(１)「推論の構成に“論理の

流れ”がない」と判断されました。「太陽プラズマ」に関する多くの記述の中で、当該資料を「回答者」が選択した理由

は、①多くが、「プラズマ」状態を、後述のごとく「結果現象」として捉えているのに対して、「出発」とし

て捉えていた？が故です。そして、②「太陽を特殊な存在ではなく、惑星の一つの形態として考えていた」故です。し

かし、再度、当該「参考―１」の底流の考えを推測するに、(２)「発生エネルギーの最終的なエネルギー源」を

「ブラック・ホール／ホワイト・ホール」に求めており、「回答者」の考えとは異なっておりました。また、(３)記事

掲載者が明確でなく、後を追えませんでした。(＝無料ＨＰに掲載された記述？) ≪執筆者の方、ご反論を下さい！！

≫ 

冒頭に、ご質問にお答えしますと、「回答者」は「太陽の放射エネルギー」の多くは「核融合」と考えており

ます。そして、「プラズマ」はその結果として有るのではなく、「始まりに有る」と考えます。すなわち、「高

村」様のご指摘のように、回答者も、「プラズマ」と「核融合」とは矛盾するものでないと考えます。 

以上が、「高村」様から戴いたご質問に対する回答とさせて戴きます。 

以後は、他の方への参考のための、「イタズラ記述」です。 

 さて、「プラズマ」が「始まりに有る」とその思いは、私が「宇宙少年」であった１８歳頃に、「宇宙生命の存

在の可能性を探る」ために読んだ、「タバコ･モザイク病ウイルスの生死の自己コントロール」や、当時、異端児扱いされ

ておられた「蓮見喜一郎」博士の「癌はウイルスにより起こる」に対する思いと同じです。 

その当時の『生命の謎を語る――ウイルスならば、最低限、地球外生物として存在しても可笑しくない』との想いで、

当該書籍を読んだ事が、懐かしく思い出されます。随分昔の事で、当時の私の記憶は不鮮明ですが、治療法としての“ワ

クチン”の効能は別として、私の認識では、「多くの癌がウイルスにより起こる」との提言は当た

り前（＝本文での正確な記述は覚えておりませんが、私は、当時も、現在も、総ての癌の発症原因が、ウイルスという考

えでは有りません）の帰結で、何故、当時の医学会がそれを受け入れないのか、非常に不思議に感じた思いが有ります。  
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今回の「高村」様の連鎖質問を受けて、そう言えば、その後、≪癌の一部は、癌ウイルスによると提言していた「蓮

見」博士のその後の評価は、どうなったのか≫と、改めて、当時を懐かしみ、現状を少し眺めて見ました。 

その結果、相変わらず、その評価はドタバタしている様子で、どうやら、『全く評価されていない』と

判断した方が適切な感じです。私は、今でも、「蓮見」博士の「①癌の一部はウイルスにより起こるとの提言と、

②免疫療法による癌治療技術の方向性」は正しいと考えます≪〔註〕“一部の癌”との表現が付記されていたか否かは、

覚えておりません≫。問題は、「あらゆる免疫療法の中から、最適なワクチン（Vaccine）を探求しなければならな

い筈であるにも関わらず、蓮見ワクチンも丸山ワクチンも、発想の後の＜真理の追求＞よりも、固定化が早く、その点に

は、問題が有るように感じます。但し、不確定要素の多い“生体”を取扱う「医療分野」を考えると、メカニズムの確立

とその治験評価には、極めて長い道程があり、総てを解明していたのでは、「現に、治療を待っている患者さんの存在を

考える」と、そのような悠長な事を言っていられない、現状はその背景に有るものと思います。 

その間の詳細は、「回答者」には良く分かりませんが、あらゆる学問において、≪現象現象現象現象（メカニズム）解明――→

→理論（学理）構築――→→方法（手段）提起――→→技術（治療）確立――→→効果（評価、治癒）確認」

のシステムで、論理が構成されると考えます。その点で言えば、「蓮見」博士が、≪（１）癌は、癌ウイルスにより発

症する例が有る事と（２）それを治癒する方法として、免疫療法（ワクチン）を提言した≫事は、高く評価されるべきと

考えます。しかし、『上記の総ての体系での連鎖の証明と評価が不十分』との理由で、依然として、その成果、総てを否

定する「医学会」の考え方には、異質な雰囲気と古い体質を感じます。門外漢の私から判断するに、そうならざるを

得ない「医学会」の考え方にも、大きな問題が有るのかも知れません？・・・・。 

私たちの工学系では、∮＝ｆ（ａ,ｂ,ｃ,ｄ,ｅ・・・）の関数系における、「ａ」、「ｂ」、「ｃ」の

入力条件が精々、４因子程度であるため、誰かが、新しい発見や技術開発した場合、検証（＝評価）し易いのに対して、

医学の場合は、個体差から生じる入力条件が１０以上も有るため、例え、論理的に正しい方法であっても、効果の検証

が難しい側面があるように感じます。 

このため、私は、≪技術（＝理論、真理）の方向性（流れ）≫を基本に物を考えます。すなわち、目指す“技

術の頂点（＝真理の源泉）”への“登山道”が、①登ろうとするならば、上を向いているのか、②下ろうとするならば、

下を向いているか、です。このような『方向性に対する動物的な感覚』は、効率的な研究開発を行な

う場合には、極めて有効です。確かに、その過程において、予期しない≪全く新しい発見や新しい技術創出≫に遭遇する

事が有ります。しかし、その副産物も、≪技術の方向性≫に沿って遂行（＝歩いている）しているが故と考えま

す。 

さて、大きな脱線をしてしまいました。同様な考え方―――≪技術の方向性（流れ）≫に沿って、ご質問の「プ

ラズマ」を考えた場合、最も大きな問題は、「プラズマ」状態が、❶「結果（Result、Termination）」

として有るのか？ あるいは、❷「出発（Beginning、Origin、Dawn）」としてあるか？ であるよ

うに、我が＜低脳コンピューター＞は考えます。総ての記述(解説)を精査した訳でないので、事実か否かは

不明ですが、「①身近な存在の物質が「固体―液体―固体」である事、そして、②最初に、観測対象として“プラズマ”

が存在した事、等から、その殆どの底流思考は、プラズマを現象（＝結果）」として捉えているように感じます。 
 

技術開発（真理・理論―構築）するには、展開する「方向性」が有る。 

丁度、登山をする時の「頂」や、川の流れの「源流」を目指すに似ている！！ 

 

≪太陽は、プラズマ発光体？≫―――参考－１ 
太陽とは核融合で燃える天体などではなく、巨大な地殻と海域を有し、分厚い大気圏がプラズマ発光する巨大天体です｡宇宙

の全ての恒星も同じメカニズムを持っており、アカデミズムが唱えるような「核融合炉」ではありません｡その意味では､宇宙

空間に存在する無数の恒星は､それぞれが凄まじい光エネルギーを放出するプラズマ放射天体です｡恒星ほど巨大な天体になる

と､磁界は一つではなく、四方ハ方に向かって放射する特徴を持っています｡そのため磁力線の交差が無数に発生することにな

り、太陽大気圏をプラズマ化させています。 

これは磁場が無数に存在しており、太陽大気圏は高密度のプラズマ状態にあることを示唆しています。その小型版が、オーロ

ラですが、太陽は桁違いのオーロラが渦巻く、凄まじいプラズマ大気現象の世界を持つ惑星です。巨大なプロミネンスも磁界

のループであり、プラズマの巨大な太気光学現象なのですが、言い換えると､プロミネンスやフレアの数ほど磁界が存在し、無

数の磁力線の交差が、大気プラズマを常時生み出し放出しているのです。 プラズマは電波や磁力線でも発生するため、太陽

が核融合炉でなくとも､核融合と全く同じ放射線を放出させるニとができます。だからこそ、アカデミズムはその部分で大きく

錯覚する事になっています。なぜなら、核融合では、癌マ線、エックス線、紫外線、可視光線、赤外線、電波等が放射される

が、プラズマも全く同じ放射線をだす事ができると言われているからです｡すなわち、太陽が地球と同じような天体だとしても

何らおかしな事ではありません。〕 

[1994 年 9 月〕[７目、太陽が南極上空 3 億 5200 万キロに差しかかった大陽極域軌道探査機ユリシーズは、アカデミズム
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の唱えるような、巨大な太陽磁極を全く発見できませんでした。代わりに発見したのは、螺旋の渦を巻く、無数の磁力線の無

秩序な蛇行状態だったのです。この事実は無限大の磁力線交差を生み出す事を示唆しています。と言う事は、当然のごとく、

太陽大気に一種の光学現象が無限に拡大し､太陽大気国全体にプラズマ現象が発生することになります。すなわち、今現在、地

球から見えている太陽の姿です。アカデミズムはこれを｢核融合炉｣という解釈でしか説明できません。太陽はプラズマ現象で

発光しています。≪http://elbaal.hp.infoseek.co.jp/taiyo.htm≫より引用。 

 

≪蓮見ワクチン≫―――参考－２    
 

昭和２３年に臨床応用を開始しました。その研究の原点にあったものは、体内の免疫に対して、癌細胞と正常細胞とを

識別させるための方法論でした。当時は、その研究の裏付けとして、癌ウイルス説を唱えましたが、当時の日本の医学

会から全く受け入れられませんでした。１９９８年以降、現体制のもと、癌細胞の膜抗原の開発に力を入れてきました。

１９９０年代に入り、米国において、白血球の一部である樹状細胞が、癌細胞の抗原認知に大きく関わっていることが

証明されました。２０００年には、米国メリーランド州立大学やトーマスジェファーソン大学との共同研究において、

ハスミワクチンの癌ワクチンとしての生理活性が証明され、ハスミワクチンの客観的な評価基準をより明確にすること

が可能になりました。この結果を受けて、海外での臨床試験が進められています。 
 

(米国財団法人)野口医学研究所＜http://www.noguchi//www.noguchi//www.noguchi//www.noguchi----net.com/jigyou/business/nmpcnet.com/jigyou/business/nmpcnet.com/jigyou/business/nmpcnet.com/jigyou/business/nmpc----4.html4.html4.html4.html＞より転載 

 

≪星とプラズマ≫ 

 我々の≪天地創造の神≫は、恐らく超多忙の

ため、多くの特異解で、この宇宙を創造したとは、とても回答

者には考えられません。 

すなわち、「宇宙の創造のシステム」は、「シ

ンプル(Simple)」且つ「連続的(Continuity)」、そし

て「優雅(Elegant)と」考えます。 

ご指摘の「太陽プラズマ説」については、「回答者」も疑問

を持ちつつも、≪太陽がプラズマ状態に有る≫と、明確に、提

示されていたため、その事自体は、「回答者」も正しいと判断

して、私の記述の中に、転載致しました。 

 単純に、「身近なプラズマとしての例として――太陽プラズ

マ」についての“面白い記述”として、転載した記事ですが、

全く、その責任が無い訳では有りませんので、「高村」様の

鋭いご指摘を受けて、「回答者」の私感を述べさせて戴きます。 

 なお、本来は、詳細な調査と検討を踏まえて、ご質問に回答

すべきですが、私自身がこの領域の専門家でない事と、俄仕込

みで、調査・勉強した所で、私の能力では多寡が知れておりま

すので、ここでは、「回答者」の感想（＝理論では

ない）を述べさせて戴きます。 

さて、私自身の思索の出発点は、前掲の『「プラズマ」状態が、「出発点」なのか「結果」なのか』

と言う事です。我々の身の回りの現象で考えれば、エンジンの点火プラグや物理学の放電、あるいは、ディーゼル・エン

ジンでの高圧縮、高温加熱等々に見られるように、総て、「物質」にエネルギー供給した＜結果＞としての『プラ

ズマ』です。 

しかし、『重力場』の働く宇宙では、『プラズマ』は＜出発点＞と考えられます。すなわち、「物質」

は、図１に示すごとく、「本望」の独断【〔註〕敢えて、“独断”との表現をしたのは、それが一般的なのか、あ

るいは、本当に、“独断”なのか、不明のためです】では、≪固体≫――≪液体≫――≪気体≫――≪

電体≫――≪素体≫の形態から構成されると考えます。なお、図中の≪電体≫は、「固体」－「液体」

－「気体」の『✽体』の表記に倣って、「プラズマ」を敢えて、「電（気）体」と表記したもので深い意味は

有りません。同様に、≪素体≫の表記も、重力場の影響で、「ブラック・ホール」状態下で、素粒子に分解された状

態を――「素(粒子)体」とイタズラ表記したものです。すなわち、我々の身近な環境で、「固体」－「液体」－「気

体」が普通に眼に触れるように、「宇宙規模」では、「プラズマ」は有り触れた“物質の一形態”と考えます。 

ご周知のように、三角形の内角の和θは、①我々のユークリッド平面では、θ＝１８０度ですが、②我々の住む

――リーマン幾何学平面では、θ≧１８０度です。そして、③宇宙規模の――ロバチェフスキー幾何学平面では、θ

気体

物質
固

体

液
体

電
体

素
体

 

図１ 物質の形態 
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≦１８０度、と成ります。このような“三角形の内角の和”一つであっても、宇宙全体での基礎理論と言うのは、これら

総てを抱合する考えが必要と思います。 

すなわち、地球も含めた、太陽等の“星”に対する一つの考え方として、次のように考える事が出来ると思います。

「我々の地球のコアで起きている現象」→→→→「太陽での現象」→→→→「超新星

での現象」→→→→「中性子星／X線星での現象」→→→→「ブラック・ホールで

の現象」の流れの中で、❶異なるシステム説明をすべきか、❷同じ反応システムを考えるべきか、が有る様に思い

ます。 

 

≪未完成≫ 
 

高

低

大小

 

図３ 「圧力・温度」と「物質」形態の関係 
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すなわち、「天地創造の神」は、

それぞれに複雑なシステム（＝特異点）を創っ

たのか、あるいは、総て同じ――単純なシステム（＝

連続関数）を創ったのか、との根源的な問題

が有るように、幼稚な私は思います。 

私は、カオス（Chaos）もフラクタル

（Fractal）も、自然の構成基本は、単純

（Simple）と考えます。この考えから、例えば、

「石炭(可燃物)と酸化剤（燃料）」との混在物

質を、高圧負荷しますと、「固体(石炭)」→→

→→「液体(石油成分／石炭)」→→→→「気

体(可燃ガス)」→→→→「燃焼(ラジカル)」

→→→→「プラズマ」の流れと成ります。

すなわち、我々の身近な状態では、「酸化反応によ

る“燃焼”」がエネルギーを産み出してくれま

す。我々の“リーマン空間(本望の造語で、物理的な

意味はない)”では、高圧化と言う作業を行なわないと、「固体(石炭)」→→→→「プラズマ」の変化は起

こりません。すなわち、我々の日常では、「プラズマ」は＜結果＞であるのに対して、宇宙規模での“ロバチェフスキ

ー空間(本望の造語で、物理的な意味はない)”考えた場合は、天地創造の神の手である「重力場」がこの「高圧化」

を図るため、「プラズマ」は＜出発点＞であると考える事が出来ます。 

すなわち、我々の地球のような重質成分の星の「コア」は、それにより「固体」→→→→「液体」に成り、

水素やヘリウム等の軽質成分の星の「コア」は、「気体」→→→→「液体」→→→→「プラズマ」

に成ると考えます。この時、「可燃物＋酸化剤」の構成で、「エンジン」では、燃焼エネルギーが放出されるように、「燃

焼成分」が若い軽質成分(＝水素、ヘリウム等)では、核融合反応によるエネルギー放出が有り、「燃焼成分」が年老いた

重質成分(＝ウラン，トリウム，プルトニウム等)では、≪核分裂≫によるエネルギー放出がされることに成ります。我々

の「地球」のような『燃料』成分に乏しい場合は、「重力エネルギー」が熱変換させて、エネルギー放出

されます。 

 このような「重力場」による「クライマックス(ギリシア語klimax が語源――Climax)」が、①安定（＝

エネルギー・バランスが漸近する）の場合は、恒星等を形成し、②クライマックスの結果、「カタストロフィー

(Catastrophe)」を招くと、超新星の爆発に到ると考えられます。 

 これらの状態変化を、「カタストロフィー理論」により説明できるのか否かは、回答者の能力を超え、不明である。 

 

「神」は連続式で＜天地創造＞された！！ 

「カオス・フラクタル系」も、始まりは「単純」である！！ 

 

≪宇宙を支配しているのは、神の手ーー重力場≫ 

冒頭にお断りしましたように、「回答者」は、『宇宙科学者では有りません』し、それらに関する基本的素養、そし

て能力も有しておりません。また、現在の最先端の「理論」は勿論のこと、現在の「研究成果」等の情報を総て網羅して

いる訳では有りませんので、「回答者」の考えが、非常に穿った考えなのか、あるいは、非常に一般的な考えなのか、

知りません。このため、この話題に関して、ご興味の有る方は、それぞれの専門書をご参照下さい。 

しかし、『神の手―――重力場が、総てを支配している』と考えると、我々の「星」と「宇宙」を綺麗

に説明できると考えます。すなわち、我々の身近な「エンジン」では、≪①物質≫を、圧縮(＝ディーゼル・エンジ

ン)あるいは放電(＝ガソリン・エンジン)して、≪②プラズマ≫にして、≪③燃焼≫させて、≪④エ

ネルギー≫変換しております。それと同じ事が、「宇宙」で行なわれていると考える事は、荒唐無稽でしょうか？ 

 我々の身近な場合でも、≪①物質≫が≪③燃焼≫しなければ、放出エネルギーは、圧縮あるいは放電エネ

ルギーのみと成ります。≪①物質≫が可燃物から構成され、それが≪③燃焼≫すれば、≪④エネル

ギー≫放出されます。 

 我々の“リーマン空間(本望の造語で、物理的な意味はない)”では、≪②プラズマ≫にするために、我々自

ら、手を下します。しかし、宇宙規模での“ロバチェフスキー空間(本望の造語で、物理的な意味はない)”では、神の手

――「重力場」が、働きます。この結果、地球の≪①物質≫のように可燃性に乏しい場合は、その重力エ

ネルギーにより「コア」は溶解し、「固体」→→→→「液体／気体」となり、変換された「重力エネルギー」を放出するだ
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けです。しかし、可燃性≪①物質≫から構成される「星」は、「重力場」により、≪②プラズマ

≫化され、「核融合や核分裂」等の≪③燃焼≫を行ないます。すなわち、システムは連続的です。但し、「超新星」

等の「カタストロフィー」は、「重力場エネルギー」と「燃焼エネルギー」との

釣り合いで決定されます。すなわち、総てが、同じメカニズムで構成されております。 

 何だか、当たり前の事を回答した感じで、新規性に乏しい回答になってしまった感が有ります。この説明が、「当たり前

の帰結」なのか、「異論」なのか、今後、機会のある時に、再考しようと考えますが、取り敢えず、ここに、真理構築のた

めの「批判対象記述」として、回答申し上げます。 

 

宇宙規模で働く作用力の一つが、神の手―――「重力場」で、 

それが、総ての＜星＞と＜宇宙＞を支配している。 
 

【文責；㈱技術開発総合研究所® 本望 行雄】 
(２００６年０３月１８日記述) 

 

≪免疫治療薬の影≫―――参考－３  

インターネット調査〔〔〔〔著者不明のため、内容の真贋に注意！！！！！！！！〕〕〕〕    
    

【蓮見ワクチン】「蓮見喜一郎」―－蓮見癌研究所長は、1947 年に、人の癌ウイルスを発見し、蓮見ワクチ

ンとの癌治療薬を開発した。確か、熊笹から抽出したものと記憶している。1958 年に、英国王室大学からの招待に対

し、国内の学者の反対で、渡航断念した。 
 

【ＳＩＣ】「牛山篤夫」――茅野病院院長は、癌患者の血清中に、癌細胞を破壊する細菌を見つけた。その細菌を

培養してワクチンを開発した。このワクチンの効果が、著しい。有効率が 1 ケタでも、効果のある制癌剤と認められる

のに、彼が、国会で発表した調査結果は、有効 36.9％であった。桁違いの有効率であった。昭和 36 年 7 月に得た結

果は、癌及び癌に近似の症患(末期) 509 例――治癒 80 例(15.7％)、軽快 107 例(21.2％)、不変 80 例  (15.7％)、

死亡 242 例(47.4％)、末期癌の治癒率 15.7％とは、目を見張る成果である。しかし、癌学会では、講演直前に、「田

崎勇三」会長｛癌研病院 第三代(元)院長――「本望」追加記述｝に「鼻くそのような薬」と言われて、講演を

中止させられた。その後、再三の講演申し込みをするも、拒絶されたが、やっと念願かなった講演では、「学会発表の

前に、週刊誌に発表するなんて、学者の風上にも置けない」と、発表内容よりも、発表方法で袋叩きとなった。その時

の講演会の座長は「中山恒明」教授｛千葉大学医学部名誉教授――「本望」追加記述｝であった。このワクチンは、

腸炎の治療薬として長い間承認されてきたが、今は存在しないようである。今あれば、癌患者が泣いて喜ぶと思う。 
 

【丸山ワクチン】結核患者やライ患者に癌が発生しないことから、結核菌から、癌治療ワクチンを開発した。

このワクチンの特徴は、たまには、癌が消滅することもあるが、多くは、癌が縮小も、増大もしないが、癌に由来する

症状が軽減されることである。苦痛が無くなり、腹水が無くなり、閉塞していた胃腸が開通したりする。時には糞瘻の

穴がふさがったりする。ワクチンの投与により、癌細胞の周囲にある間質が増殖して、癌細胞を封じ込めるのである。

またインターフェロンを産出し、マクロファージを活性化させることで、癌細胞の増殖を阻止するものである。免疫細

胞の賦活により、癌の進行を止め、苦痛を和らげるのである。免疫機能の賦活によることから、癌にだけ効果があるの

ではなく、自己免疫疾患すべてに効果があることが特徴である。 

第 14 回癌治療学会―昭和 51 年 9 月 30 日 丸山教授たちの発表が終わった。【座長】折田薫三（岡山大学外

科講師）｛岡山大学医学部名誉教授――「本望」追加記述｝が、「丸山先生は、こんな本を書かれて大宣伝をしておら

れる。・・・ベストセラーになっているそうですが、皆さんの中で、丸山ワクチンが効くと思われる方は、手を挙げて

ください」と嘲るように言った。座長の意図を察して、会場では手が挙がらない。その中でただ１人 「梅原誠一」

｛(医療法人社団)熱海ちとせ病院 理事長――「本望」追加記述｝が手を挙げた。その後、彼に聞こえよがしに、「お

い、丸山ワクチンが歩いている」と石礫が飛んだ。東大出身癌学会主流から、反主流への放逐の烙印が押された。 

その後、「癌治療薬」としての承認は今も無い。「丸山ワクチン」の濃縮液が、白血球抑制剤として制癌剤との併用が

認められただけである。アンサー20 を丸山ワクチンと称して投薬し、癌に効果がないと宣伝する積りだと邪推してしま

う。 

 

｛丸山ワクチンの適用範囲｝―癌・アレルギー疾患・自己免疫疾患のすべてが治療適応症となる。丸山教授がアトピー

とベーチェットに験して効果が認められた。「長島茂雄」夫人の膠原病も治したと言われている。「水野伝一」東大教

授は、リュウマチに効果があると言う。山形県酒田市の加納医師は、丸山ワクチンでのリュウマチ治験を試みている。
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従来から、癌だけではなく、胃潰瘍、ヘルペス、肝炎、関節炎、リュウマチなどにも丸山ワクチンを使用して驚くべき

効果を挙げてきた。本来、免疫とは、総ての病気についての回復を図ることであるから、どんな病気に対しても効果が

ある可能性がある。 

緒方東大名誉教授(緒方洪庵の孫)の 40 年来の「難治―アトピー」を治し、長島監督亜希子夫人の膠原病を治したという、

そして数々の末期癌を治癒し、ベーチェットや胃潰瘍、ヘルペス、肝炎、関節炎、リュウマチなどにも驚くべき効果を

挙げてきた。 
 

≪http://homepage2.nifty.com/immunity/sakusaku/6_1.htm≫より転用 

 

 


