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situatedAus 

このような理由から、そのような人々は私にとって「人情と
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人情の英雄」なのです。私たちと私たちの後の世代は、これ

らの先駆者たちに多くの借りがあり、私たちはより頻繁に彼

らを覚えておく必要があります。 
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癒しの文言、免責事項、ライセンス  
 

この本、電子書籍、インターネットページ、セミナーやワー

クショップの情報は、あくまでも情報提供のみを目的とした

ものであり、ヒーリングに関する記述や医療の代替となるも

のではありません。誤った診断や治療に伴うリスクは、医療

の専門家に相談することでしか減らすことができません。病

気の治療、診断、治療は、医師、代替療法士、心理療法士に

法律で独占的に割り当てられています。当社のページやイベ

ントで特定の手順の参照、用量、アプリケーションが言及さ

れている場合、医療上の意図や手順の可能性を保証するもの

ではありません。利用者は、特定のケースでガイドラインや

推奨事項が適用されるかどうかを判断するために、上記の専

門家に相談する必要があります。各アプリケーション、用量

または治療は、常にユーザー自身の責任と自己責任で行われ

ます。 
 

書籍の内容／電子書籍／オンラインオファー 

著者/講師のDipl.-

Ing.アリ・エルハン氏は、医師や代替医療の専門家ではなく

、機械エンジニアとITの専門家です。彼はこの本、電子書籍

、彼のセミナーやワークショップであなたを紹介しています

文献の要約とMMSの発見者、ジム・ハンブルと彼の個人的

なMMSトレーナーのトレーニングからのステートメント。

さらに、アンドレアス・カルカー博士、ケリー・リベラ、レ

オ・コーホフ、医学博士アンチェ・オズワルドなどのインサ

イダーとのインタビューから得られた知見や、さらなる研究

が本書に反映されています。これらはすべて、自己責任行動

のための情報としての自由で自己決定された存在として、あ

なたに奉仕することを目的としています。著者/講師は、誰

かに何かをすることを勧めたり、自粛したりすることはあり

ません。著者/講師は、自分自身で治療法やレメディを発見

したり、見つけたりしたことはなく、自分以外の人を治療し



MMSでヒーリング？  

xi 

たこともない。ここに記載されている方法を使用したことに

より生じたいかなる損害についても、著者・講師は一切の責

任を負わないものとし、特に健康状態の改善・悪化について

は一切の責任を負わないものとします。これらの出版物やイ

ベントは、魅力的なヒーリングの知識を議論し、広めるため

だけのものです。著者は、提供された情報の時事性、正確性

、完全性、品質について責任を負わない権利を留保します。

提供された情報の使用・不使用、または誤った情報や不完全

な情報の使用によって生じた重大・非重大な損害に関する著

者に対する賠償請求は除外されます。使用上の注意及び警告

並びに前記手段の安全データシートを遵守すること。すべて

のオファーは変更される場合があり、拘束力はありません。

著者は、別途発表することなく、ページの一部またはオファ

ー全体を変更、補足、削除したり、一時的または恒久的に公

開を中止する権利を明示的に留保しています。 

 

参考文献とリンク 

著者の責任範囲外の外部ウェブサイトへの直接または間接的

な参照（「ハイパーリンク」）の場合、責任義務は、著者が

その内容を認識しており、違法なコンテンツの使用を防止す

ることが技術的に可能であり、かつ合理的である場合にのみ

発生します。著者はここに、リンクが作成された時点で、リ

ンク先のページに違法なコンテンツが見当たらないことを明

示的に宣言します。著者は、リンク先のページの現在および

将来のデザイン、内容、著作権に影響を与えるものではあり

ません。したがって、著者はここに、リンク設定後に変更さ

れたすべてのリンク先ページのすべての内容から、明示的に

距離を置いています。この声明は、著者自身のインターネッ

ト上に設定されたすべてのリンクと参照、およびゲストブッ

ク、ディスカッションフォーラム、リンクディレクトリ、メ

ーリングリスト、および著者が設定した他のすべての形式の

データベースの外部エントリに適用され、そのコンテンツへ

の外部からの書き込みアクセスが可能です。違法、不正確、

不完全な内容、特にそのような情報の使用または不使用に起
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因する損害については、参照先のページの提供者が単独で責

任を負うものとし、単にリンクを介して各出版物を参照する

だけの人は責任を負わないものとします。 
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著作権と商標法 

著者は、すべての出版物で使用されている画像、グラフィッ

ク、音声資料、ビデオシーケンス、テキストの著作権を遵守

するように努めています。さらに、著者は、自分で作成した

画像、グラフィック、音声文書、ビデオシーケンス、テキス

トを使用するか、ライセンスフリーのグラフィック、音声文

書、ビデオシーケンス、テキストを使用するように努めてい

ます。電子書籍やインターネット上で言及されているすべて

のブランド名や商標、および第三者によって保護されている

可能性のあるものは、それぞれの有効な商標法の規定および

それぞれの登録所有者の所有権に制限なく従うものとします

。商標というだけでは、第三者の権利が保護されていないこ

とにはなりません!著者自身が作成した出版物の著作権は、

ページの著者にのみ帰属します。他の電子出版物や印刷され

た出版物に図や音、文章などのオブジェクトを商業的に複製

したり、使用したりすることは、著者の同意がない限り禁止

されています。 
 

この免責事項の法的有効性 

この免責事項は、このページを参照した書籍、電子書籍、イ

ンターネット提供の一部とみなします。本明細書の一部また

は個々の条項が合法的または正確でない場合、他の部分の内

容または有効性は、この事実によって影響を受けることはあ

りません。 
 

無料版と有料版のライセンス 

この度、著者は電子書籍として全巻無料で公開することを決

定しました。完全版は、PDFダウンロードまたは一般的な電

子書籍プラットフォームで利用可能で、MMSに関するリス

クや副作用だけでなく、すべての重要な事実、現在のレシピ

やアプリケーションプロトコルが含まれています。また、こ

れまで本には掲載されていなかったMMSについての興味深

い情報も掲載されています。あなたにとってもワクワクする

ような話題があるかどうかは、目次を見れば一目瞭然です。
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完全版は、ハードカバーまたはソフトカバーの印刷版として

、また、モバイルデバイス用のすべての電子書籍プラットフ

ォームでもご利用いただけます。実用的な電子書籍版があれ

ば、旅行やお出かけの際など、スマートフォンやタブレット

PCでいつでも実用的なMMSの知識を手に入れることができ

ます。 

 

本書の内容の著作権は著者のDipl.-Ing. Ali 

Erhanに帰属します。しかし、何も削除、追加、変更されな

い限り、電子書籍を電子メール、ダウンロード、または個人

的な目的のための印刷版として、好きなだけ多くの愛すべき

人々に渡すことは自由です。無条件で無料で配布されている

ことが条件です。印刷版としての有料完全版の配布は著者の

みに留保されています。各配信プラットフォームの権利が独

占的に適用されます。 

 

出典と参考文献 

本書に記載されているすべての記述は、第三者による研究、

出版物、またはその他の検証可能な記述に基づいています。

ウェブサイト（www.mms-

seminar.com）では、7時間近いウェビナー「MMSで癒され

る？そこには、「事実」の下にある章の最後にリストされ

た各ソースへの直接リンクとアーカイブ版へのリンクがあり

ます。 
 

注意：翻訳 

この本は元々ドイツ語で書かれたものです。その後、それは

あなたが上記のプラットフォーム上でオンラインでダウンロ

ードすることができます多くの言語に翻訳された機械だった 
www.mms-

seminar.com。自動翻訳が汚れていたり、不正確であったり

、曖昧であったりした場合、作者はいかなる種類の責任も負

いません。争点となっている箇所を他の言語または原語で確

認してください。言語に精通している方であれば、私からW
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ord版を入手して、ご自身で修正していただくことも大歓迎

です。  

 



16 

序文  
 

人間や動物向けのMMSアプリケーションは、ますます普及

してきています。自身の成功例に牽引されて、MMSはさら

に推奨されることが多いです。このようにして、より多くの

人がMMSに興味を持ってくれています。これらはその後、

知識に対する大きな渇きを持っています。残念ながら、イン

ターネット上ではMMSアプリケーションに関する古くて新

しい情報が横並びでバズり、部分的に矛盾しています。古い

アプリケーションプロトコルの中には、あまりにも高用量で

、回避可能な不快な副作用に早くつながるものもあります。

ジムハンブルは、したがって、明示的に彼の最初の本から

古いプロトコルを使用しないことをお勧めします 

"ブレイクスルー"もう!私のセミナーでは、初心者がこれら

の全く時代遅れのプロトコルを使って作業をしても、ほとん

ど成功せず、最後まで挫折して諦めてしまうという経験をよ

くしています。残念ながら、このような時代遅れのMMS情

報を掲載しているサイトもたくさんあります。したがって、

この本や電子書籍は、世界的なMMSファミリーの知識の現

状を、古参者だけでなく、新たに追加された初心者にも迅速

かつ包括的に伝えることを目的としています。友人や知人か

らこの電子書籍を受け取った場合は、常に最新版があるかど

うかをwww.mms-seminar.com 

で確認し、必要に応じて無料でダウンロードするようにしま

しょう。 

 

各新バージョンは成長し、人間と動物の健康の分野で使用す

るための基礎知識や新しいMMS体験レポートを含む新しい

章が含まれています。また、家庭、庭、休暇での二酸化塩素

製品の適用のための実用的なヒントが成長します。さらに、

すべての新バージョンには、以前に公開された章のバグフィ

ックスと拡張が含まれています。 
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この本/電子書籍は、長年の詳細な作業の中で非常に綿密に

編集され、コミュニティ、世界的なMMSファミリーの成果

です。建設的な批判、経験の有意義な報告、あるいは新しい

MMSのヒントを投稿してください。 
 

私は、すべての新規参入者に、二酸化塩素製品の市場概要、

その活性化、アプリケーションプロトコルを本当に徹底的に

見ていただきたいと思います。ここで、よくある間違いが出

てきます。MMS-

や二酸化塩素を使用したアプリケーションは、本をぱっと見

ただけでは自己処理には適していません。自分が何をしてい

るのかを知っていれば、想像もしていなかった可能性が、こ

の万能でありながらも嫌な臭いや味のする薬剤を使って、あ

なたの手に届くようになります。 
 

あなたの意志と魂の計画に従って、すべてのレベルであな

たが癒されることを願っています。 

 

ハートライト 

あなたのアリ・エルハン 

 

...と、どんどん増えてきています! 
 
 

序文2020 

 

2020年は、人類全体に大きな激動をもたらした。突然、この

地球上のすべての人の健康が、コビッド19と呼ばれる病原体

によって脅かされました。コロナウイルスファミリーの一員

であり、ほぼ同時にパンデミックを引き起こしました。この

時点では、背景で荒れ狂っていた善悪の最終決戦と、個々の

煽り屋の政治的動機には踏み込みたくない。他の作家の方が

確かに上手い。私の知る限りでは、これは少なくとも2種類

の危険な病原体を持つ計画的なパンデミックです。第一波で

は、ヨーロッパはほとんど無害な変種しか受けていないよう
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です。ここでは、メディアの極端な誇張、診断に適さないP

CR検査、日常生活の過剰な制限によって、パンデミックは

より広まっていった。それに対して、ボリビアやメキシコな

ど、世界の他の地域とは全く異なる衝撃的なことが報道され

ていました。アンドレアス・カルッカーによると、何千人も

の感染者と医師がハエのように死んだという。医師用の特殊

なマスクでさえも、全くの無防備だったと言われています。

自身の生命の致命的な脅威と、この緊急時にのみ、いくつか

の医師は、トピックMMS/CDS/Chlordioxidについての南アメ

リカのアンドレアスカルカーの多くの講義を覚えていた。彼

らは彼に連絡してから経口摂取し、非常に多くの人が重篤な

病気から生き延びました。今の苦しみは、CDSを使う医者が

増えて、成功者が山火事のように出回ったほどだったのでし

ょう。これは、アンドレアス・カルッカーによると、CDSは

、コビド-

19の患者の治療のためにボリビアですぐに法律で承認された

という事実にさえつながっています。このように、病気の死

亡率は90％以上からわずか2ヶ月で4％以下にまで低下する可

能性があります。現在、ボリビアの大学では二酸化塩素溶液

が大量に生産され、住民や病院に無料で配布されています。

2020年末に向けて、アンドレアス・カルッカー氏は、現在、

20カ国以上から4,000人近くの医師が集まる国際的な医師会

があり、コビド-

19の患者に対して14万人以上の治療成功例が報告されている

ことを報告しました。4日間の経口治療後、すべての患者に

症状はなく、死亡の危険性はなかった。あなたがメディアで

聞いたことがない可能性が高いという事実は、製薬業界、マ

スメディア、政治、そして彼らの議題を物語っています。人

類への最悪の脅威に対して、シンプルで安価で安全な、非常

に効果的で信頼性の高い手段がここにあるMMS/CDSがあり

、この知識は非常にゆっくりと広まっています。  

 

ヒーローになろう!命を救え！医者や代替医療者である必要

はありません。一人でも多くの友人・知人にこの本を渡せば
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十分 

です。彼らが同じことをすれば、この情報は最終的に人を見

つけることになります。それは、この人が死から自分自身を

救うのに役立つかもしれないし、彼の苦しみを軽減するのに

役立つかもしれません!彼はあなたに借りがあるのよこれが9

年以上のモチベーションになっています。私は攻撃を受け、

糾弾され、かなりの経済的損失を被っています。しかし、そ

れが今でも私を駆り立てている。正しいことをしてくれると

信じています。 
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MMSで初治療？  
 

書籍/E-

Book「MMSで癒されますか」の完全版V5.55です。(旧「MM

S Tips」) 

 

読み続ける前に、まず最新版があるかどうかを確認してくだ

さい。最新版はいつでもPDFファイルとして www.mms-
seminar.com 

から無料でダウンロードできます。Apple、Google 

Android、Amazon 

Kindleの印刷版や電子書籍も常に最新の状態で、そこにリン

クしています。強制ではありませんが、そこのメルマガに登

録しておけば、常に最新版と最新情報が間に合います。 
 

1.1 従来の医療と個人の責任  
 

現代の正統派医療は、私にとって二つの顔を持っています。

右の顔は手術と手技の顔です。この50年の発展は、ここにき

て急速に進んでいます。交通事故などの複雑で重度の怪我で

も、骨や関節、腱、神経、血管、皮膚などの機能性は90％以

上回復することが多いです。尊敬！その点では、今の時代に

生きていて良かったと思っています。救急医療、集中治療医

療は多くの命を救ってきました。残念ながら、オーソドック

スな医学の左顔として、自然界にない人工物で病気を治そう

とする極めて有利な試みが残っています。50年間、手術のよ

うな急速な発展やブレークスルーもなく、F-

schemeだけが存在してきました。基本的に、よく知られてい

て効果の高い天然の有効成分は、意図的に悪口を言って市場

から禁止され、人工的に生産された物質に置き換えられてい

るため、効き目が悪かったり、全く効かなかったり、かなり

の副作用が出てきます。しかし、それらは新しくて人工的な

ものであるため、特許を取得することができるため、法外に
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高い利益率で販売することができます（利益率の高い業界は

ありません！）。残念ながら患者は道端に置き去りにされて

います。  

 

しかも、昔はまだ個人の責任は完全に自分の手に委ねられて

いました。この50年で、些細なことでも医者に駆け込み、ク

ロークの待合室では上着を手渡すだけでなく、個人の責任を

果たすという意味で再教育されてきました。その後、私たち

は犠牲の子羊の役割だけで、彼は私たちのさらなる運命を判

断することができるように、私たちの医師によるいくつかの

実験値とその解釈のために不安に待っています。同じ症状の

患者さんを5人の医師に送ると、5つの診断と5つの治療法の

提案を受けることがあります。すぐに手術をする」から「薬

の投与」まで、「まず家に帰ってしばらく様子を見る」まで

、すべてが含まれています。この手順は本当に科学的な根拠

に基づいているのか、何よりもこの知識の応用における正確

な再現性はどこにあるのか。これは治療中の医師に対する非

難であってはならない。病気の発生に影響を与える可能性は

、通常教えられているよりもはるかに複雑です。 

さらに、すべての人は個人であり、非常に個性的な身体的特

徴を持っています。さらに、医師がいつ訓練を受けたのか、

どのような経験の地平を持っているのかという役割もありま

す。しかし、患者にとっては「レッグオフとレッグオン」の

違いを意味することが多く、あるいは生存率の問題でもあり

ます。その間に、薬の副作用や医療過誤は、特に豊かな国

では死因の第1位になっています（「薬で死ぬ」という研究

を参照）。 
 

だからこそ、医者を白衣を着た半神と見なすのではなく、良

き相談相手と見なすことが、今日も非常に重要なのです。も

し、複数のアドバイザーのアドバイスを受けた場合、どの治

療法を自分に適用したいかは、恐怖心ではなく、直感で判断

すべきです。この地球上で最も多くの死者を出している病気

は、癌でも心血管疾患でもなく、「恐怖」の病気です。恐
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怖はあなたの中心から外れ、バランスを崩し、あなたの力を

奪います。その時だけ、細菌や病気にチャンスがあるのです

。だからこそ、あなたは本書の冒頭で、生き延びるために最

も重要な2つのヒントを手に入れることができるのです。 
 

1.信頼していつも一緒にいよう! 
 

2.自分と体にもう一度責任を持つ 
 

これらはあなたの完全な治癒のための最も重要なステップで

あり、多くの場合、より良いと思われる治療をしぶしぶ受け

入れるよりも、成功に貢献します。 
 

事実だ  

- 研究「薬による死」（薬による死と   

処置)  
 

出典と参考文献 

本書に記載されているすべての記述は、第三者による研究、

出版物、またはその他の検証可能な記述に基づいています。

ウェブサイト（www.mms-

seminar.com）では、ウェビナー「MMSでヒーリング？そこ

には、「事実」の下にある章の最後にリストされた各ソース

への直接リンクとアーカイブ版へのリンクがあります。 
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1.2 MMSとは？  
 

二酸化塩素は、人類が知っているウイルスや細菌の最も強力

なキラーであり、何十年にもわたって世界中で飲料水の徹底

した安全な消毒などに使用されてきました。病気の自己治療

は、薬剤学的に承認されていないMMSとその実際の活性物

質である二酸化塩素で、ジム・ハンブルの本のおかげで、こ

こ数年で世界的に知られるようになりました。  
 

アメリカ人のジム・ハンブルは、まばゆいばかりの性格で

、多くの職業を持っていた。NASAなどで技術者として勤務

した後、金鉱山での採掘方法の最適化に携わる。また、彼は

このことについて何冊かの本を書いています。文明から5日

ほど離れたジャングルの奥深くにある金鉱への遠征に出かけ

ていたある日、同僚の2人がマラリアで倒れた。しかし、こ

の地域ではマラリアがないはずなので、鎮静剤を持っていな

かった（マラリアに対する従来の薬はない）。そこで彼は、

彼らが持っていたアイテムやレメディの目録を作り、飲料水

用の消毒剤に出くわしました。彼は非常に論理的に問題にア

プローチし、その後、素晴らしいアイデアを持ち、後に彼の

本「MMS - 

ブレークスルー」で説明されているように、消毒剤でマラリ

アを正常に治療することができました。実際、彼は完全に工

学的な方法で問題に近づいた。加えて、1つは、エンジニア

が怠惰な同時代人であることを知っている必要があります - 

私はそう言うかもしれません。問題を解決しなければならな

い場合、エンジニアは常に、類似した、すでに知られている

問題を最初に探し、そこですでに利用可能な解決策が何らか

の形で現在の問題に適用できるか、あるいは適応できるかを

確認します。そのため、MMSを発見したときのJim 

Humbleの基本的な考え方は、次のようなものでした：強く

汚染された水の問題はよく知られていますが、これは飲み水

に使いたいものです。そのためにすでに開発されていたのが

、強く汚染された水でも確実にすべての病原体を死滅させる
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飲料水用殺菌剤であり、人は躊躇なく水を飲むことができる

。今回問題となったのは、病気の原因となる病原体による従

業員のマラリア病でした。これらの社員の体（一般の人の体

）は、約７０～８０％の水分で構成されています。論理的

解決策：飲料水に含まれるすべての細菌を殺す薬剤が、水

の中の病原性細菌、すなわち人間や動物の血液や間質水の中

の病原性細菌を殺すことができないのはなぜでしょうか？代

替品がなく、従業員の生命を脅かす状態であったため、理論

はすぐに実践に置き換えられ、希釈した溶液を経口摂取する

ことになった。わずか4時間の間に、熱と痛みまでのマラリ

アの症状はすべて消えていました。数日後、彼自身もマラリ

アにかかり、このレメディですぐに治りました。この消毒剤

の実際の有効成分である二酸化塩素を発見し、鉱物である亜

塩素酸ナトリウム（MMS）から様々な処方で製造したのは

、後になってからのことでした。 

 

すぐに効いたし、マラリアにも何度も効きました。ジムはこ

の知識をアフリカの多くの国で広め、何度も迫害されました

。後になって、世界中のユーザーから、インフルエンザ、膀

胱、喉、歯、歯根、食中毒、血中毒、腸内キノコなどの急性

または慢性の炎症など、他の多くの病気にもMMSを使用す

ることができるとの報告がありました。数多くの体験報告を

もとに、細菌や毒は、従来の医学で知られている以上に多く

の病気（ガンや糖尿病など）の原因となっているようです。

ジムと世界的なMMS-

家族の周りに集まった人々の成功と非常に速い完全にunbure

aucratically開発された。この家系には現役の信徒だけでなく

、様々な分野の専門家も数多く所属しています。この世界的

なMMS運動の目的は、この癒しの知識を広めることです。 
 

この知識がどれだけ早く普及し、世界中の多くの人がMMS

を知っていて、それをうまく利用しているのか、いくつかの

数字はここで明らかにすべきだと思います。MMSファミリ

ーは、2014年末時点で世界110カ国163拠点で2,051人以上の現



MMSでヒーリング？  

25 

役メンバーを擁していた。総勢1465人がMMSの利用訓練を

受け、現在82人のMMSトレーナーがいますが、そのうちの

一人が私でした。私の考えでは、これほど多くの異なる人種

、言語、宗教、文化を持つ多くの人々をこれほど短期間で一

堂に会させることができるのは、MMSの検証可能で再現性

のあるインパクトだけだと思っています。ドイツ語圏だけで

も18冊以上のMMS本があり、累計発行部数は30万部を超え

ています。私のMMSセミナーやワークショップでは、医師

、獣医師、歯科医師、非医療従事者、薬剤師、心理療法士だ

けでなく、裁判官、弁護士、刑事、病理医などが興味を持っ

た一般の人々の隣に座っているのを定期的に見てきましたが

、そのほとんどは、提示された内容の説得力のある論理に感

銘を受けています。したがって、現象の塊の想像力は、MM

Sで完全に除外することができます。 
 

では、MMSとは何かという疑問に立ち返ってみましょう。M

MSおよび/またはその活性物質の二酸化塩素は、植物ではな

く、バイオではなく、ジムハンブル後にもホメオパシーでは

ありません。それは穏やかな治療法に現在の傾向に実際には

全く適合していないと - 

方法と、それにもかかわらず、これらの範囲のこれまで以上

の代表者によって完全に受け入れられています。二酸化塩素

（ClO2）は、1つの塩素と2つの酸素原子からなる単純な化

合物で、空気よりも重い揮発性の高いガスです。したがって

、それは通常、使用する直前にのみ活性化剤の酸の助けを借

りて、ミネラル亜塩素酸ナトリウム（塩化ナトリウム＝一般

的な塩と混同されないように）から製造されます。室温では

、室内プールのそれに似た刺激的な、塩素のような臭いを持

つ琥珀色のガスです。しかし、純粋な塩素とは違い、二酸

化塩素は無毒なのです!不公平な批評家は、純粋な有毒塩素

や塩素系漂白剤と意図的に混同したがるので、これは非常に

重要なことなのです二酸化塩素は、短い時間後に分解します

が、それが使用されているときに、コンポーネントの水、酸

素と無害な一般的な塩に戻って、最新の状態で。二酸化塩素
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は1811年から知られており、その広範な効果と無害性がよく

研究されており、世界中でセルロース工業の塩素を含まない

漂白剤として、また食品や飲料水の消毒にも使用されていま

す。だからジム・ハンブルは新しいものを発明したわけでは

なく、身近なものを別の方法で使っているだけなのです。だ

から、彼はそれが効くことも、無害であることも証明する必

要はありませんでした! 

 

二酸化塩素をベースにした飲料水消毒製品は、産業用、民間

用として法的に提供されています。ここに記載されている健

康への応用、すなわち、飲料水消毒のための市販製品を目的

以外の目的で使用することは、常に各個人の責任において行

われるものである。MMSや二酸化塩素を未承認薬として禁

止しようとする熱狂的な批評家の側の試みは、二酸化塩素製

品のためのアプリケーションの多くの完全に法的な領域もあ

るので、裁判所レベルではすでに何度か失敗しています。そ

れにもかかわらず、当局は、メディアでのヘイトキャンペー

ンに関連して、プロバイダを何度も何度も止めたり、妨げた

り、脅迫したりしようとしたり、一部の専門家の弁護士の意

見では、部分的に完全に違法な方法で。ここでは、一般にア

クセス可能で検証可能な事実が、このトピックについてあな

た自身の意見を形成するのに役立つはずです。 
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1.3 MMSの仕組みは？  
 

二酸化塩素が体内に入るのは、経口であれ皮膚からであれ、

血漿を介してであって、想定されていたように全身の赤血球

を介してではありません。つまり、MMSを使うと、突然二

酸化塩素が第二のシステムとして、体内の酸素を輸送するこ

とができるのです。MMSまたはその実際の活性物質である

二酸化塩素は酸化剤であり、すなわち、その反応相手から電

子を奪い、その生化学的構造を破壊する。  

そのため、細菌、真菌、ダニ、胞子、プリオン（BSE）、小

型寄生虫を確実に死滅させることができます。ウイルスの場

合は、そのタンパク質をブロックすることで生殖を止めるよ

うです。興味深いのは、二酸化塩素（有効性：99.9999％）

約千回、例えばよく知られている家庭用クリーナーSagrotan

（有効性99.9％）よりも徹底的に消毒されています。この非

常に高い洗浄力は、二酸化塩素分子が反応相手（細菌）から

5個の電子を奪うことができることにも関係しているようで

す。  
 

MMSがすべての細菌を殺すのなら、私の善玉菌を攻撃しな

ければなりません。これは、MMSの経口摂取に対する最も

頻繁な異議申し立てです。しかし、凝縮された体験レポート

によると、MMSは長時間の継続服用でも善玉腸内フローラ

を害することはありません。これは、CDS治療前後の犬の便

のサンプルで、獣医師のダーク・シュレーダーによっても確

認されています。科学的に確保された説明はありませんが、

もっともらしい、論理的な説明のモデルはあります。二酸化

塩素は酸化剤です。過酸化水素とオゾンは非常に強い酸化剤

で、体の細胞も善玉菌も破壊してしまいます。次に弱い酸化

剤は酸素です。私たちの体細胞や善玉腸内細菌（レドックス

電位1.45ボルト）は、強い酸化剤である酸素に比べて電子を

保持することができます。この電子にしがみつく力は、酸化

還元電位とも呼ばれています。そうでなければ、呼吸をする

たびに体内の何千もの細胞を殺してしまう。二酸化塩素はも
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っと弱い酸化剤です。だから、細胞が強い酸化剤から電子を

うまく守ることができれば、より弱い二酸化塩素（酸化還元

電位0.95ボルト）から守ることができます。興味深いことに

、ほとんどの病原菌（ちなみに病原菌は嫌気性であることが

多く、通常は酸素を使わない）は二酸化塩素よりも酸化還元

電位が低いため、先にMMSで攻撃されてしまいます。MMS

アプリケーションのプロトコルでは、通常は良い腸内フロー

ラが保存されている濃度のみが推奨されています。ａｃａ

ｌｄｅａｃｅＺｌ_2028 situatedFazit: 

二酸化塩素は体細胞も「善玉菌」も攻撃しない! 
 

特許を取得したジオキシクロルの形でMMS / 

二酸化塩素を使用することに長年成功しているSeegarten 

Klinik Schweizからの引用です。  
 

"ジオキシクロルは、ウイルスや細菌、真菌と接触すると原
子状酸素（O1）を発生し、ほとんどの微生物の保護膜を破
壊します（例えば、ポリオウイルスの場合、1ppm以下の濃度
でも＝100万水分子中の二酸化塩素1分子！）。また、ジオキ
シクロルの効果は、放出されたリボ核酸およびデオキシリボ
核酸、特にそれらのグアニン核酸塩基を破壊する。これによ
り、微生物の新世代の発生を確実に防止することができる」
としている。 
 

また、重金属や他の環境毒物は、酸化によってMMSを除去

したり、塩形成によって水溶性にしたりすることができます

ので、尿を介して排泄されます。そのため、殺菌・解毒・重

金属排出効果があります。また、ミトコンドリアを電気的な

レベルでも活性化させることで、トータルのターンオーバー

をかなり高めてくれるようです。全ての身体のプロセスに活

力を与え、加速させます。炎症の多くのセンターを排除し、

これらの細菌の排泄物を中和することによって、それは快適

な明快さと精神的、精神的なレベルでの警戒心につながり、

したがって、私たちはこれらの領域で任意の長い間蓄積され

た問題をオフに動作することができます。 
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多くの種類のがんでは、細胞の糖を燃やす発電所であるミト

コンドリアのスイッチがオフになっています。そして、砂糖

はアルコール発酵にのみ使用されます。これはまた、細胞毒

素による重度の局所中毒につながる。二酸化塩素の化学的親

族であるジクロロ酢酸（DCA）に関するカナダの研究と同

様に、二酸化塩素は、特にここでは、ミトコンドリアの機能

を刺激し、回復させることができます。一方、腫瘍細胞は自

殺、プログラムされた細胞死（アポトーシス）を行った。し

かし、二酸化塩素はＤＣＡとは異なり、活性水素による足の

しびれなどの副作用はありません。 

 

MMS/二酸化塩素の5つの効果。 

 

1. 酸化によるあらゆる種類の病原菌の殺傷 

2. 重金属の除去・排出（塩形成   

および環境有害物質 

3. 全身の電気的ターンオーバーの増加（より多くの 

エナジー!) 

4. を介した癌細胞のプログラムされた細胞死（アポトーシ

ス）。 

のミトコンドリアの活性化と付加的な酸素 

セル 

5. 追加で体内の過酸化を軽減します。  

酸素 

6. pH選択的に作用する!それは、pHが最も酸性である体内

の酸素を放出することを好む。おもしろい：ガンのある

ところはどこでもpH酸性！？ 

7. 霊性の覚醒を促進する（はい、かなり正しい。 

他にも) 

 

結果：MMSは抗生物質のようなものよりもはるかに目的的

かつ広範囲に働き、さらにもう一つの巨大な利点があります

：MMSは遺伝子的に突然変異した細菌も殺します。病院（
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または冷凍鶏など）でのMRSA細菌の現在の生命を脅かすよ

うな抗生物質抵抗性は、このようにその恐怖を失う。 

 

事実だ  

- 書籍「癒しは可能」Dr.アンドレアス・カルカー 
अरह्रह्रह्मह्मह्मह्मह्मह्मह्मह्मह्र 

- がん専門医ヘルムート・エフライター博士  

- ゼーガルテンクリニック スイス  

- オールガウ生物学的腫瘍センター  

- ジオキシクロルの研究  

- 米軍：二酸化塩素によるエボラ対策  

- クロルディシス社  



MMSでヒーリング？  

31 

1.4 リスクと副作用  
 

経口で服用した場合、二酸化塩素は最大2時間以上は体内で

作用しないようです。その後、それは酸素、水、共通の塩

、血液のすべての天然成分に分解されます。これは、例えば

薬のように体内で分解したり廃棄したりしなければならない

もののように、残留成分が全く残っていないということです

。主な副作用としては、過剰摂取した場合に吐き気や嘔吐、

下痢を起こすことがあります。これは短期間であることが多

いです。これらのいずれも、実際の活性物質の不耐性による

ものではなく、単にその効果があまりにも徹底しすぎている

ことが原因ではないようです。大量の死滅した細菌や真菌の

残骸が血液中に浮遊し、処分しなければなりません。これは

、体内の中毒アラームをトリガし、体は、それがすべての上

と下を可能にするその緊急プログラムを開始します。MMS

を使うと、酸の状態によっては胃の中でまだ数時間後に活性

化することができる部分的に活性化された亜塩素酸ナトリウ

ムだけに関係し、したがってさらに二酸化塩素を生成します

。これは、すぐに使えるCDSやアクティベートされたCDSplu

sには適用されません。 
 

アンドレアス・カルカー博士によると、文献で知られている

二酸化塩素に関連した死亡例は、多量の二酸化塩素ガスの吸

入（技術システムの欠陥など）に起因するものばかりであり

、二酸化塩素水溶液の経口摂取に起因する死亡例は一つもな

いという。 
 

私に報告された体験談の報告から、別の副作用を推測するこ

とができます。皮膚の発疹。場合によっては、おそらく皮膚

を介して解毒のプロセスが行われます。これは通常、赤みを

帯びたかゆみを伴う発疹になることがあります。これはあく

までも一時的なものであり、永久的なダメージを受けること

なく常に治癒してきました。これらが体から出る小さな寄生



www.mms-seminar.com 

32 

虫なのか、それともより積極的な毒素なのかは、まだ調べら

れていません。 

 

動物実験では、ラットに400mgの二酸化塩素を数週間飲ませ

た。400mgの用量は、人間が使用する10倍量に相当します。

動物が死んだり、他の病気にかかったりすることはありませ

んでした。二酸化塩素を含まない対照群では、数匹の動物が

死亡した。つまり、二酸化塩素の摂取は寿命を延ばすこと

にさえなるのです。そのため、10倍の過剰摂取でも中毒や死

亡の兆候は見られませんでした。研究者たちは、ラットが自

発的に二酸化塩素溶液を飲んだことにも驚いた。ネズミが癌

になったわけではありません。そのため、10倍の過剰摂取で

も有効成分の二酸化塩素は毒性も発がん性もありません。 
 

その後、ウサギのブリーダーが数千匹の動物に二酸化塩素40

0mgを長期間与えました。単一の突然変異はなく、より多く

の健康な子孫（出生体重が多い）がいました。だから、二

酸化塩素も変異原性（遺伝子組み換え）ではないし、生殖

能力を損なうことはできない。 
 

アンドレアス・カルッカー氏によると、400mgの用量は、人

間の二酸化塩素摂取量の約4年分に相当するという。 

 

事実だ 

- 本 "MMSハンドブック"博士医学アンチェ・オズワルド  

- 書籍「MMSを臨床的に検証してみた 
 
 

1.4.1 リスク評価のための連邦事務所の警告 
 

完全性と公平性のために、2012年2月7日に連邦リスク評価局

（BfR）からMMSに関する警告が出ていることにも言及しな

ければなりません。  

 

2012年7月2日付BfRステートメントNo.025/2012（抜粋 
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"ミラクルミネラルサプリメント"（以下、MMS）は、インタ

ーネット上で小瓶2本入りの溶液として販売されています。

海外の報道によると、消費者の健康を害する可能性があると

いう。腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などの胃腸障害が報告され

ており、時に血圧の乱れがあり、体液が著しく減少している

こともあります。原液や誤って混合された使用済みの溶液を

直接接触させると、皮膚や粘膜に炎症を起こしたり、火傷を

することがあります。一方、ドイツでは「MMS」摂取後の

副作用の個別事例も知られるようになりました。オファーの

一部には、本剤が水の消毒に使用できるというヒントが含ま

れています。いくつかのウェブサイトでは、「MMS」の使

用を擁護する人たちは、経口摂取の可能性を指摘しています

。BfRは、「ミラクルミネラルサプリメント」（「MMS」）

の摂取と使用を強く推奨しています。 
 

この警告を詳細に読むと、次のようになる。海外の警告を引

用しているだけです。実際、どの国もアメリカのFDA（連

邦医薬品局）の警告を引用しているだけで、例えば、健康に

深刻な害を及ぼすアスパルテームの承認には、まだ全く問題

がないと見ています。だから、調査が行われなければ、脅威

の状況はそこまで高くはならない。この警告では  
 

- むしぼつ  

- 命に別状はない  

- 永久的な損傷がない 
 

MMSを服用した後に記載されています。だから、残るのは

一時的な体調不良です。これらは、今までのMMSの本でも

言及されていたように、嘔吐するまでの吐き気と下痢です。

一方、不治の病とされる病気でも、成功例は数千件にも及び

ます。つまり、ここでは誰もが自分自身の責任で議論を計量

しなければならないということです。 

要するに、上記の連邦事務所からの警告は、実はMMS/CDS

/二酸化塩素のための最良のパッケージインサートなのです

。バイエル社は、彼らの超大作「アスピリン」のために、こ
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のような無害なパッケージのインサートを持っていたいと思

います。残念ながら、永久的な血球数の変化や、その中での

胃の出血など、そんな醜いものがあります。ハンブルクのア

スクレピオスクリニックのフリードリッヒ・ハーゲンミュラ

ー博士は、アスピリンの副作用である「胃出血」による死亡

者数は、ドイツ国内だけで1,000～5,000人と推定しており、

報告されていない症例数はもっと多い可能性があります。ま

た、痛みの治療における「万能薬」のメリットを疑っている

ことから、貿易制限を提唱している。フィリップ・ミンクス

（『アスピリンの嘘』）によると、2000年の死亡者数は16,50

0人で、アメリカで最も多い15の死因の1つとなっている。  

 

では、私たちが話しているMMS / 

二酸化塩素との潜在的な危険性は何ですか？ 
 

事実だ  

- 書籍「癒しは可能」アンドレアス・カルカー博士  

- リスク評価のための連邦事務所BfRの警告  

- ハンブルクの病院：アスピリンについての警告  

- フィリップ・ミンクスを研究  
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1.5 相互作用と禁忌  
 

誰が非常にまれな塩素アレルギーを持っている、MMSは使

用しないか、または唯一の大きな注意を払う必要があります

。それに、MMSにはちょっとした血をサラサラにする効果

があります。マルクマールの患者さんは、特に手術前にはこ

の点を考慮しなければなりません。MMSと抗酸化物質であ

るビタミンCは、その効果を打ち消し合います。MMSを摂り

すぎてしまった場合は、ビタミンCや対応するジュースを摂

取することで、不快な副作用を軽減することができます。理

論的には胃の中の食物や薬との反応は考えられるが、これま

では世界的なMMSの応用にもかかわらず、具体的な相互作

用はほとんど知られていなかった。 
 

それにもかかわらず、アンドレアス・カルカー博士によると

、以下のような特徴を持つ人は、MMS、MMS2、CDSを使用

しないか、慎重に治療に臨むべきだという。 
 

- 長期投薬で 

- 既知の塩素アレルギー 

- 肝機能障害に対する 

- 血友病患者 

- 抗凝固剤による治療 

- ガス中毒のトラウマ体験 
 

すべての最高の私は、午前中に博士Klinghardt（www.ink.ag）

の推薦を好きです約18:00クロックMMSの収入を達成するた

めに、このように約後に3-

4時間の距離で。他の医薬品との具体的な相互作用はまだ知

られていない。疑わしい場合は、2～4時間程度の時間間隔を

選択してください。  
 

過剰摂取や強い副作用の解毒剤。 



www.mms-seminar.com 

36 

重曹（炭酸水素ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素

ナトリウム、重曹、ブルリッチソルトとも呼ばれる）を小さ

じ1杯の水に溶かして飲んだり、例えばリンゴを食べたりす

ることができます。あるいは、ビタミンCを摂取することも

可能です。 
 

事実だ 

- 本 "MMSハンドブック"博士医学アンチェ・オズワルド  

- 書籍「MMSを臨床的に検証してみた 
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1.6 市場概要 二酸化塩素製品  

1.6.1 開発の第一段階：古典的なMMS  
 

一定の条件の下で、二酸化塩素製品は、飲料水の消毒のため

に法的に承認されており、合法的に取引されています。二酸

化塩素は空気よりも重く、すぐに逃げてしまう気体です。そ

のため、長期保存ができず、使用直前に化学反応で生成され

ることが多い。これには、亜塩素酸ナトリウム溶液NaClO2

と活性化酸が必要です。ジム・ハンブルが最初にレモン汁を

飲んだのは、このためです。彼はその後、異なる混合比を持

つ最初の10パーセントと後で50パーセントのクエン酸をお勧

めします。他のサプライヤーは、活性化剤として酒石酸と乳

酸を用いたMMSも提供していた。このような勧告は、Jim 

Humble 

Groupによって発表されたことがないため、ここではサポー

トされていません!長い試してみて、特に敏感な自閉症の子

供とのはるかに良い互換性についてのKerriリベラの肯定的

な経験の後に新しい現在の推薦が今あります。ここで、活性

剤としては、飲料水の処理に法的に認可されている唯一の無

機酸（残留炭素分子を含まない）であるため、4-

5％の塩酸のみが推奨されています。  
 

2013年2月以降、Jim 

Humbleは以下のMMSレシピのみを推奨しています。 
 

25％の亜塩素酸ナトリウム水溶液（NaClO2）と  

活性化剤としての4-5%塩酸(HCl) 

混合比は常に1:1である 

起動時間は常に45秒です。 
 

今まで使っていたMMSセットを今すぐ処分する必要はあり

ませんのでご安心ください。二酸化塩素は二酸化塩素で、そ

れが効いています。しかし、今後の調達では、全員が同じ式

しか使わないことを確認しておくべきです。このようにして
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、我々は、再現性のあるアプリケーションプロトコルと同じ

二酸化塩素濃度を持っており、多くのケースの区別や、この

セットでそれを行う方法についてのユーザーからの質問は、

最終的に排除することができます。 

活性化と投与量 
 

 
 

MMSの投与量は、すべての書籍やアプリケーションのプロ

トコルでは、"活性化された滴"の数で示されていることによ

り、"活性化された滴"は、実際には2つの滴、亜塩素酸ナト

リウムの滴と活性化剤の酸の滴で構成されています。 
 

MMSの標準的な活性化。  
 

1. 乾いたきれいなガラスを取る（セラミックはそうですが

、金属はダメです。 

2. ガラスに亜塩素酸ナトリウム溶液(25% 

NaClO2)を3滴垂らします。 

3. 活性化剤の塩酸（4-5% 

HCl）を同数だけガラスに滴下します。 

4. 雫が出会い、お互いに反応するように、グラスを斜めに

持ちます。 

5. 混合物が黄褐色になり、屋内プールのようなにおいがす

るまで、約45秒待ちます。 

6. グラスにお好みの量の水（約150～250ml）を入れてくだ

さい。 

7. ガスの二酸化塩素が逃げようとしているので、すぐにこ

の溶液を使用してください。 
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警告：鼻をガラスに近づけず、放出されたガスを吸い込ま

ないようにしてください。  

 

グラスの中にすでに水が入っている場合は、化学反応は起こ

りません。2つの成分のどちらを先にドリップするかは関係

ありません。使う水の量は自分次第。強く薄めて飲むのが好

きな人は、液体を多めに飲まないといけません。液体の量が

多く飲めないと味が濃くなってしまいます。飲む二酸化塩素

の量がいつも同じであることが大切です。 
 
 

背景情報 
 

純塩素 

この反応は二酸化塩素が出るだけでなく、常に少しだけ純塩

素が出ます。一方、純粋な塩素は反応性が非常に高く、わず

かな量でも毒性のある塩素酸塩が生成されます。この「微小

中毒」は、敏感な人のための吐き気の早期発症の別の理由か

もしれない。 

 

強酸性 

関連するMMSの書籍の以前の記述に反して、活性化酸は二

酸化塩素の製造では消費されない。したがって、「残留酸」

は残らないが、完全な酸性度は維持され、すなわち、生成さ

れた溶液は、pH（2.5-

3）で非常に酸性である。慢性疾患の人々はしばしば強酸性

であり、この理由のために、他の人の間では、古典的なMM

Sはあまりよく耐えています。ここでは、CDSやCDSplusのよ

うな以下のさらなる展開が非常に参考になります。 
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1.6.2 

開発の第二段階：すぐに使えるCDSソリューション  
 

農場動物の治療において、アンドレアス・カルカー博士はM

MSの限界に達しました。牛のような反芻動物は、胃の生化

学的境界条件のため、古典的なMMSを大量に経口投与する

ことはできません。細菌の消化はおそらく完全な停止に来る

ことができ、こうして動物の死につながる。古典的な活性化

MMSの注射は、その非常に低いpH値（2.5-

3）のために与えることができませんでした。そこで、筋肉

内投与用に蒸留法でpH中性の二酸化塩素溶液（3,000ppmでp

H値5.5〜7）を調製した。これを彼はCDS（二酸化塩素溶液

）と呼んでいました。蒸留プロセスでは、古典的なMMSは

その後の水の添加なしに活性化されます。得られたガスは、

黄色になるまで冷水で第二の容器に導入されます。  

 

警告: 

素人はYouTubeで与えられたCDSのための製造業者の手順を

使用するべきではありません。一方で、実際の二酸化塩素濃

度の調整は素人には難しい。一方で、材料の選択を間違えた

り、濃度が高すぎると爆発性のガス濃度になってしまうこと

があります。二酸化塩素ガスを大量に吸い込みすぎると、命

に関わるチアノーゼを引き起こす可能性があります。  

 

結論：このCDSの内製化は、むしろ技術的に経験のある人に

任せるべきだ 
 

すぐに使用できるCDS溶液は、黄色みを帯びた含有量の1本

のみで提供されます。ここではアクティベーションは不要に

なりました。  
 

CDSの推奨標準濃度は3,000ppmまたは0.3%溶液です。製品宣

言の法的理由から、ほとんどのサプライヤーはこれをわずか

に下回っています（例：0.29％）。 



MMSでヒーリング？  

41 

 
 

CDSのメリット。 

 

 - ｐＨ中性  

 - 臭みが少ない 

 - 味気ない 

 - 堪え性が良い 

 - はかなり高い用量を投与することができます。  

 - 副作用が少ない 

 

一方で、デメリットもあります。温度、圧力、時間など多く

の影響が蒸留プロセスに影響を与えます。二酸化塩素濃度は

、試験片を希釈して非常に狭い範囲でしか測定できません。

他の測定方法では高価な実験装置が必要になります。これは

、個々のサプライヤーと製品の間で二酸化塩素濃度（800か

ら5,000ppm）が大きく異なる理由の一つである。 
 

また、充填されたばかりのボトルは、供給者の敷地内の涼し

い場所に保管し、少なくとも二酸化塩素の脱出が遅くなるよ

うにしなければならない。理論的には夏場でも出荷時にコー

ルドチェーンを維持する必要があります。しかし、現実的な

理由から、これはほとんど行われていません。その後、使用

者が冷蔵庫に６時間以上入れずに、受け取り後すぐに開栓す

ると、二酸化塩素の大部分が再び逃げてしまう。さらに、ボ

トルの使用の有無にかかわらず、冷蔵庫での賞味期限は3～4

ヶ月が限度であり、それ以外の方法では賞味期限を延長する

ことはできません。そのため、在庫で、または危機の予防策

として、すぐに使えるCDSの数本を購入する価値がないこと

が多いです。有効成分の濃度は、製造工程の直後、保管中、

配送中、顧客先で着実に減少していきます。  
 

結論：世界的に常に同じで再現性のあるCDS適用プロトコル

のためには、残念ながら、すぐに使用できて耐容性の高いC
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DSで同じ用量の二酸化塩素濃度を達成することは困難であ

る。 



MMSでヒーリング？  

43 

背景情報 
 

濃度のゆらぎと減少  

残念なことに、このすべてのことは、多くの場合、すぐに使

用できるＣＤＳの使用者は、常に未知の二酸化塩素濃度を常

に減少させた状態で作業しており、必然的に異なる投与量と

結果につながるという事実につながる。 

 

純塩素 

ほとんどのCDS溶液は、蒸留プロセス後に活性化された古典

的なMMSから得られるため、ここでも遊離塩素による汚染

が低いレベルで存在しています。蒸留の際には、目的の二酸

化塩素ガスだけでなく、少量の純粋な塩素も溶液に入ります

。特に敏感な人には、古典的なMMSと同じようなデメリッ

トが適用されます。 

 

安定していない 

マールブルグ大学の研究によると、蒸留によって生成された

CDSはあまり安定しておらず、（冷蔵庫の中でも）かなりの

速さで崩壊するそうです。 

 

UPDATE：すぐに使えるCDSの投与量 

CDSを投与する際に、最初のうちは失敗が多かった。アンド

レアス・カルカー博士は、スペインのいくつかの大学で豚の

胃を使った実験から、MMSを摂取した後、胃酸によって最

大7倍の二酸化塩素が再現できることを知っています。この

理由から、ドロップベースで1:4または1:7のCDSへの最初の

変換係数MMSはあまりにも弱すぎました。また、温度や密

度など多くのパラメータが影響を及ぼす動的なプロセスであ

るため、科学的に正しい変換係数を述べることはできません

。 

 
Dr. Andreas 

Kalckerは、CDSをミリリットル単位で、ドロップカウントで

はなく投与することを推奨しています。世界的に統一された
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投与量には、mlラベル付き投与用ピペット（カニューレのな

いプラスチックシリンジ）をお勧めします。 

 
 

MMSからCDSへの大まかな変換係数は 

 

外部アプリケーション用。 

MMSの活性化された3滴は、約1mlのCDSに相当します。 
 
 

経口用（胃酸作用あり）。 

MMSの活性化された1滴は約1mlのCDSに相当します。 

 

なので、今までクラシックMMSの活性化した3滴を経口摂取

していた場合、CDSを使用した場合、これが3mlとなり、3倍

の量になります 
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1.6.3 推奨されなくなった手続き  
 

以下に、CDSソリューションの生産のための他のいくつかの

プロセスを簡単に説明しますが、その複雑さ、エラーの影響

を受けやすいこと、より新しくてより良いソリューションで

あることから、これらのプロセスは、広範囲のユーザーには

お勧めできません。 

 

MMSの古典的な活性化では、常に酸の過剰があります。す

でに非常に初期の1つは、したがって、ナイフポイントソー

ダ（また、炭酸水素ナトリウム、皇帝ソーダ、Bullrich塩ま

たはベーキングソーダと呼ばれる）の次の追加によって、こ

れを中和するための試みを引き受けていたこれ。これにより

、短時間で泡立ちます。一方、世界のジムハンブルグループ

は、二酸化塩素の効果を損なうようで、この方法を断念して

います。今では解毒剤としてMMSの過剰摂取ではなくソー

ダを使用しています。また、pH中性溶液を得るためのより

良い方法や手段もあります。 
 

いわゆるゲフェウ法では、亜塩素酸ナトリウムを完全に活

性化するために、活性化剤ごとに個別に計算された酸の量で

活性化し、二酸化塩素ガスを可能な限り高い収率で得ること

ができます。しかし、この溶液はpH中性ではないので、私

にはその利点はあまりわかりません。MMSセットは非常に

有利にとにかく取得し、2年以上の家族のために通常持続す

るので、意図されたコスト削減は最小限にしかならないこと

がわかります。完全に活性化されたMMSは、まだpH-

酸性環境では、より良い作品やより良い耐性は、十分な明確

な経験がないことについてです。さらに、おそらくちょうど

博士アンドレアスカルッカーによって発見された胃の中のM

MSの後活性化は、その優れた効果（リタード）に貢献して

います。さらに、ゲフー法では酒石酸などの酸を活性化剤と

して使用することも推奨されていますが、ジム・ハンブルは

これまでに一度も言及したことがなく、推奨したこともあり
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ませんでした。有機活性剤はまた、残留分子が溶液中に残っ

ているので、法律によって非常に正確に規制されている飲料

水の消毒で明示的に除外され、全体のことはまた、より迅速

に再び細菌をアップします。また、特に酒石酸の使用に対し

て明示的に警告する代替実践者もいます。また、完全に異な

る濃度と投与量は、ジムハンブルのMMS/CDS-

1000プロトコルよりも推奨されます。私は、このような推奨

を公にする前に、人はそこに素晴らしい経験の拠点をどこに

集めてきたのかと自問しています。フォーラムや私のセミナ

ーでも何度も何度も出てくる理解への疑問は、この方法を広

く大衆に勧めないことを私に勧めてくれます。この独立して

開発されたサイドアームは、一方ではジム・ハンブルから自

分自身を遠ざけていますが、他方では、同じ病気での成功は

、独自の方法に起因することができます。Gefeu法も、私の

知る限りでは、ドイツ以外の世界的なMMSコミュニティで

は全く知られていません。 
 

CDHは、蒸留により得られたCDS溶液の保存期間を延ばす

ためのMMSグループの試みである。この目的のために、試

験片を用いて測定した後、CDSに亜塩素酸ナトリウムを繰り

返し添加した。これは、専門家や私が大衆のために少し複雑

すぎて、非ｐＨ中性溶液にしかつながりません。 
 

CDI（二酸化塩素注射）は、二酸化塩素溶液を筋肉内または

静脈内に注射することを目的としています。アンドレアス・

カルカー博士は、希釈した海水に二酸化塩素ガスを注入しま

す。このようにpH中性で、血液と同じ塩分濃度を持ってい

ます。また、冷たくて細かくろ過された海水は、フランシス

コ・コル、ラボラトリーズ・クイントン・インターナショナ

ル・アリカンテのマネージャーによる健康会議2014のスピリ

ットで発表されたように、癒しのプロセスに非常に活性化し

、加速する効果を持っているようです。 

 

注意：二酸化塩素溶液を使用した輸液は、医師、代替医療

者、その他の訓練を受けた医療従事者のためのものです。
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これらは常に監督のもとで行われるべきです市販のMMS、

CDS、CDSplusはすべて輸液には適していません。  

 

供給源。  

www.mms-seminar.com の「供給源」を参照してください。 
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1.6.4 第三次開発段階：CDSplus - 

耐久性と安定性のあるCDS  
 

3番目と最新の開発ステージは、ここでは"CDSplus"と呼ば

れるだけで、CDSのより良い互換性と古典的なMMSの利点

を兼ね備えています。この場合、液体成分を含む１本のボト

ルと、別個の精密に調整された活性化錠剤のみが供給される

。低濃度のため、この液体成分は危険でも腐食性でもありま

せん（例えば、MMSのように）。活性化されていない状態

では、この製品は冷却なしで何年も古典的なMMSのように

正確に保存することができます。  
 

CDSplusの活性化。  
 

           
 

必要に応じて、活性化錠剤を小袋から液体成分の中に放り込

み、瓶を閉じて短く振盪し、所定の活性化時間を待つ。常温

以上では約24時間です。このようにして、ボトルの内容物全

体が一気に完全に活性化されます。また、活性化のプロセス

自体も、自然発生的な激しい化学反応や、ガスや圧力の発生

がないため、非常に安全です。活性化後は、通常の、しか

し新鮮な、安定化されたCDSと3.000ppmの標準化された濃

度を持っています。活性化直後はpH中性で、低臭気・低味

であるため、非常に良好な忍容性を示します。すぐに使える

CDSと同様に、起動時間が過ぎたら冷蔵庫で保存してくださ

い（メーカーの指示によると約6～9ヶ月間保存可能）。 

 

賞味期限以外の大きな利点は、活性化後、標準化された二酸

化塩素濃度で常に新鮮なCDSを得ることができることです。

これにより、ようやく世界中で同じ用量を繰り返し生産する
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ことが可能になったということです。CDSplusの開発は特許

※で保護されていますが、現在でも世界中のより多くの販売

店から購入することができます。 

 

UPDATE：CDSplusの投与について 

活性化後、CDSplusは既製のCDS溶液とほぼ同じであるため

、CDSの以下のすべてのバージョンと投与方法がCDSplusに

も適用されます。 

 
 

外部アプリケーション用。 

MMSの活性化された3滴は、約1mlのCDSに相当します。 
 
 

経口用（胃酸作用あり）。 

MMSの活性化された1滴は約1mlのCDSに相当します。 

 

なので、今までクラシックMMSの活性化した3滴を経口摂取

していた場合、CDSを使用した場合、これが3mlとなり、3倍

の量になります 

 

世界中で均一に投与するためには、mlラベル付き投与用ピペ

ット（カニューレのないプラスチックシリンジ）をお勧めし

ます。 

 
 

背景情報 

 
活性化 
CDSplusでは、使用前にボトル全体を一度起動する必要があ

ります。  
 
標準化された濃度  

ボトルのシンプルで安全な活性化により、必要に応じて完全

に新鮮な二酸化塩素溶液を提供します。液体成分と活性化錠
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剤が正確に一致しているため、二酸化塩素濃度は常に0.3％

または3,000ppmと非常に正確に必要に応じて設定されていま

す。どんな素人でも常に同じ方法で製造できるこの濃度だけ

が、古典的なMMSアプリケーションプロトコルと同様の再

現性を保証します。  
 

純塩素 

CDSplusの製剤化と活性化の手順は、活性化直後に遊離塩素

が測定できない唯一の手順である。これは、MMSやCDSと

同様に塩素酸塩による「微小中毒」が起こり得ないことを意

味しています。CDSplusのこの特性は、初体験の報告がさら

にショーで報告されているように、これまで完全に過小評価

されていたように思われます。 
 

安定化 

CDSplusで使用されている特許取得済みのバッファーシステ

ムは、生成された二酸化塩素溶液を安定化させるため、すぐ

に使用できる（蒸留された）CDS溶液よりも保存期間が長く

なっています。とはいえ、必要に応じて賞味期限を６〜９ヶ

月に延ばすためには、冷蔵庫での保管が好ましい。 
 

*法的な通知。 

CDSplus®はAQUARIUS pro life Limited（www. aquarius-

prolife.com）の登録商標です。 
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1.6.5 二酸化塩素製品の比較  
 

ClO2生成物  第1ステージ：
MMS 

 第2ステージ

：CDS 
 第3ステージ：C

DSplus 

活性化  

ひつよう  

嗟乎 
 

否 
 

嗟乎 

活性化前の有効

期限  

5年まで 
 

生産から6ヶ月 
 

7年まで 

活性化の後の保

存可能期間  

ガラス瓶で最大2

4時間  

生産から6ヶ月 
 

9ヶ月～12ヶ月 

溶液が安定した

？  

否 
 

否 
 

嗟乎 

冷蔵保存 
 

否 
 

そうそう 
 

否 

化学物質による

危険性  

嗟乎 
 

否 
 

否 

二酸化塩素 

集中度  

再現性が高い 
 

振れ幅が大き

い   

常に正確に0,29%/3.

000ppm 

に従ったpH値  

活性化  

酸っぱい  

(2-3)  

ｐＨ中性  

(6,5-7,0)  

ｐＨ中性  

(6,5-7,0) 

味わい 
 

倔強 
 

柔和 
 

柔和 

臭気 
 

大体 
 

柔和 
 

柔和 

塩素フリー* 

活性化後  

否 
 

否 
 

嗟乎 

塩素酸塩の生成

による危険性  

嗟乎 
 

嗟乎 
 

否 

互換性 
 

45-50% 
 

80-100% 
 

90-100% 

価格 
 

2x100ml  

約18～22ユーロ  

百ミリリット

ル  

約15〜30ユー

ロ 

 

100m 約25ユーロ 

250ml  

約49ユーロ 
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説明 

*クロリンフリー：以前の仮定に反して、古典的なMMSを活

性化すると、所望の活性成分である二酸化塩素が生成される

だけでなく、常に少量の純粋な塩素が生成されます。純粋な

塩素は、ほとんどすべての反応相手と非常に積極的に反応し

、クロラート形成の危険性があります。これらの少量の雑草

Exのような塩素酸塩は、強い臭いや味の他に、MMSの相性

を悪化させる原因となることがあります。また、蒸留により

生成されたCDS（活性化MMSから）は、少量の遊離塩素を

含んでいます。人は、それを服用する直前に、すべてのMM

SまたはCDS用量（DMSOについての章を参照してください

）でDMSOの少なくとも1滴を常に追加することによって、

この遊離塩素をかなりうまく結合することができます。一方

、新しいCDSplusでは、特許取得済みのプロセスにより、活

性化中の純塩素の生成が確実に排除されています。 
 

1.6.6 いつ何を飲めばいいの？  
 

これだけのメリットがあれば、CDSplusだけにした方がいい

のでしょうか？いいえ、私はMMSを使い続けます。例えば

、足浴や全身浴（ここではCDS/CDSplusは高すぎます）、傷

口や部屋や物をガスで消毒する必要がある場合はどこでも、

MMSを使い続けます。二酸化塩素ガスを大量に発生させる

のは、古典的なMMSでしか機能しません。ただし、経口投

与の場合は、主にCDSplusを使用しています。セミナーでは

、10人中5～6人のMMS初心者が、匂いや味、吐き気などの

理由でMMSの治療を早々に中止してしまうことを知ってい

ます。一方、CDSplusの場合は、通常10人全員が最後まで粘

ります。さらに、CDSplusを使用すると、急性疾患に対して

、わずかな副作用（これまでの経験）もなく、はるかに高い

用量を投与することができます。冷却なし（活性化前）の長

い保存期間と同じ二酸化塩素濃度の繰り返し使用が可能なた

め、中期的には、より実用的なCDSplusがすぐに使えるCDS

製品に勝ると思われ、価格も下がることを期待しています。
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暑い夏が長い多くの国では、完成したCDSは何ヶ月も出荷で

きません。 
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1.6.7 CDSplus を使用した最初のフィールドレポート  
 

アンドレアス・カルッカー博士は、CDSの利点として、従来

のMMSよりも一日あたりの二酸化塩素の量が多く体内に導

入できること、すなわち、より高用量で投与できることを挙

げています。これらの量では、副作用としての多酸症のため

に、すでにMMSだけで下痢が起こる可能性があります。彼

は著書「CDS/MMS-

治癒は可能である」の中で、CDSの1日高用量投与で6ヶ月以

内に極めて稀な自然治癒を達成した末期乳癌の女性の報告を

している。CDSのプロパティをCDSplusに転送することがで

きます。 
 

自閉症を治す」の著者であるKerri 

Rivera氏は、タブレット型のCDSplusで標準化されたCDSを

簡単に作成できることに熱中しています。今まで彼女は、古

典的なMMSから不活性状態の賞味期限が長いことしか知ら

なかった。化学の知識がなくても、測定ストリップがなくて

も、3,000ppmの二酸化塩素溶液を繰り返し正確に製造できる

のは、世界的に標準化されたアプリケーションを可能にして

いるからです。彼女はまた、純粋な塩素の完全な不在にCDS

plusの実際に有意に優れた互換性の可能性を属性します。こ

れまでは、蒸留によるMMSやCDSでは不可能でした。彼ら

のために、CDSの1日あたり50mlまでの総投与量が可能にな

りました。 
 

セレダイン由来の代替がん治療薬ウクレインの開発者であ

るワシル・ノウィッキー博士が、自身の体験を報告してく

れました。経口投与とCDSplusで揉み込んだだけで3～4日で

古いイボが落ちていたのには驚いたそうです。彼のウクレイ

ンの場合、体がきれいになればなるほど、ウクレインの効果

が強烈になることがわかっていました（最大500倍！）。残

念ながら、ウクレインを効率的に初期投与した後、得られた

分解生成物は、その後のアプリケーションでの効果が低下し
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ています。このため、彼は現在、彼のウクライナのプロトコ

ルとCDSplusの管理を組み合わせています。最初にウクレイ

ンを5日間投与し、次に経口CDS-

1000プロトコルでCDSplusを20ml/日を5日間投与します。そ

の後、ウクレインを10日分、さらにウクレインを10日分、高

用量ビタミンCを投与します。その後、20日間のウクレイン

の治療休憩中に、20ml/日のCDSplusを使用したCDS-

1000プロトコルを服用します。その後、ウクレイン政権の20

日とCDSplus政権の20日を交互に。注：ウクライナ語は現在

、ウィーンでは彼から医学的な勉強のためにのみ提供されて

います。 

 

アメリカとドイツにクリニックを持つ国際的に認められた代

替医療の実践者であるディートリッヒ・クリンガルト博士

は、CDSplusの高純度（活性化直後は100％塩素を含まない）

に驚きました。ヘルクスハイム反応では、二酸化塩素水溶液

を服用した後の不快感は数例しか説明されていません。活性

化されたMMSと蒸留されたCDS中の純粋な塩素の割合、及

び関連する可能性のあるクロラートの形成は、より信頼性の

高い説明である可能性があります。この純粋な製品では、は

るかに高い用量は、既知の副作用なしで可能になりました。
Dr. 

Klinghardtは、しっかりと彼の治療プロトコルにMMS/CDSア

プリケーション、特にenemasを統合する最初の世界的に知ら

れており、有名な代替医師の一人です。 

 

1.6.8 危機予防のためのMMS  
 

現在意図的に煽られているパンデミック、テロの疑惑、自然

災害、通貨の崩壊、内戦、太陽活動や気候の変化など、ヨー

ロッパの中心部でも危機的な状況が起こりうる理由はたくさ

んあります。 
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多くの場合、危機が発生した場合には、電力供給が無期限に

中断されることがあります。現在、多くのウクライナ人は、

そのことについて一言二言言えるようになっています。甘や

かされたヨーロッパでは、この事実の真の範囲を知っている

人は少ない。電気がなければポンプも働かず、水圧もありま

せん。一階の水道の蛇口からは一定期間水が出ても、上の階

はすべて別の場所で肝心の水を確保しなければなりません。

また、危機的な調査によると、ドイツのガソリンスタンドの

2%に非常用発電機が設置されていない、つまり、これ以上

燃料を汲み上げたり、満タンにしたりすることができないと

いう結果が出ています。ということは、あと数日でトラック

が食べ物や飲み物を街に持ち込むことができなくなり、ゴミ

が転がったままになってしまうということです。原則として

、食事をしないで30日までは行けますが、3日間は飲まずに

は行けません。今は、雨水を集めたり、近くの川や池から水

を取って貯めたりする必要があります。しかし、貯まった水

は、数日後に藻類や細菌が発生し、危険なバイオフィルムを

形成します。沸騰させなければ、それはその後、生命を脅か

すだろう。ここでは、モバイルMMSセットは、純度不明の

水源からの水を殺菌し、安全に保存するのに非常に便利です

。しかし、水がないことで個人の衛生面や台所の掃除も制限

されるため、衛生面の不足で病気も脅かされます。これを防

ぐために、MMS-

Sprayで体や物にスプレーしてガス抜きをするのも非常に有

効です（MMS-

Tips参照）。1つは、長期的な危機の場合には、フラットを

残す必要がある場合は、また、接続されていない静止してい

ないと水フィルターをさらに助ける水の圧力機能だけで、私

たちの2つの簡単に輸送可能なMMSのボトル。だから、あな

たは、飲料水処理製品を賢明に使用するために経口MMSア

プリケーションの擁護者や積極的なユーザーである必要はあ

りません。 
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上記のような「普通」の時代であっても、水道水の品質に10

0％頼ることはできません。残念なことに、2013年末にはワ

ルシュタインで何百人もの病人が出て、最終的には飲料水に

含まれるレジオネラが原因で少なくとも3人の死亡者が出て

います。醸造所の排水は雑菌に激しく汚染されており、その

後の下水処理場では完全に洗浄することができませんでした

。 

 

結論：私にとって、MMSセットは各家庭の危機予防の一環

である。安価で耐久性があり、場所を取らず、スイスアーミ

ーナイフと同様に多機能に使用できます。 
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1.6.9 飲料水製品の供給源  
 

中でも二酸化塩素製品は、世界的に飲料水の消毒用として法

的に認可されており、合法的に市場に出回っています。し

かし、Jim 

Humbleによると、MMSアプリケーションのプロトコルをサ

プライヤーに依頼しないでください!これらは、法的な理由

でそれについての情報を提供することはありません。プール

洗浄剤として次亜塩素酸カルシウム（MMS2）を使用してい

る業者も同様です。このような「その他の種類」の薬として

の適用は認められておらず、このような自己治療も常に自己

責任で行われています。危機予防のためのMMS」の章で、

さらに後ろのMMSのヒントで説明したように、1つはジムハ

ンブルの後に任意の健康アプリケーションをしたくない場合

でも、MMSは、すべての家庭で私のために属しています。 

 

二酸化塩素製品の供給元については、製造元、供給元、配合

、品質の異なる多くの国から多くの要望があり、すべての製

品を常にテストすることはできませんので、ブランドAQUA

RIUS pro 

lifeの飲料水製品の供給元を以下のように発表します。 

 
www.aquarius-prolife.com 

 

製品はドイツの厳しい飲料水規制に従って完全に製造されて

おり、最新のレシピと開発段階（CDSplusを含む）に対応し

ており、しっかりと梱包されており、11カ国語の説明書が付

属しています。また、ウェブショップは11ヶ国語以上の言語

に対応しており、主に世界中に配送しています。その品質の

高さには定評があります。確かに他にもまともな品質のソー

スや似たようなネーミングのソースはありますが、経験がな

いのでコメントはしません。各メーカーの製品情報や安全性

データシートは必ず遵守してください。また、後述の「重要

な警告」の章で、古い薬剤や製剤に関する警告にも注意して

ください! 
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1.6.10 重要な警告  
 

多くのユーザーは、何か勘違いしていたり、間違ったことを

していることを示すような質問を続けています。そこで、こ

こではいくつかの重要な注意点をご紹介します。 
 

MMSとCDSplusのコンポーネントを個別に使用しないでく

ださい。 

2成分製品（例：クラシックMMSやCDSplusなど）には、絶

対に片方だけを使用しないでください!また、CDSplusで活性

化タブレットを飲み込むことは絶対にしないでください。そ

れは、供給された特別な液体成分を活性化するために排他的

に機能します。この液体成分は純水ではありません! 
 

3,000ppmまたは0.3%を超える濃度の製品。 

プロバイダーによっては、0.3％以上、3,000ppm以上の濃度

のCDSソリューションを提供しているところもあります。著

しく高い濃度では、ボトル内の液体レベル以上のガス濃度が

爆発的な値に達する可能性があります。また、3,000ppmのア

プリケーションプロトコルへの変換では、すぐに混乱してし

まい、少なすぎたり、多すぎたりしてしまいます。 

 

3,000 ppmでpH中性ではないCDS/CDL製品 

また、CDSまたはCDLで広告されているこれらの製品の多く

は、3,000 

ppmの濃度でpH中性ではありませんので、実際には非常に

高価な活性化された従来のMMSのわずか数滴を買っている

。アンドレアス・カルカー博士の定義によると、CDSの主な

特徴は、約3,000ppmの濃度での二酸化塩素溶液のpH中性で

ある。  

 

自分でCDS蒸留液を作らないでください! 

アンドレアス・カルカーの映像をYouTubeにアップした後の

CDS蒸留液は絶対に自分で作らないでください。間違ったチ
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ューブ素材の選択だけでは、チューブ同士がくっついてしま

うことがあります。これにより、圧力が上昇して容器が破裂

する可能性があります。他の蒸留法（例：フロートガラスを

使用した冷蔵庫法）では、300ppmの弱い濃度しか得られず

、すべてのプロトコルで再変換する必要があります。 
 

一度に最大30滴のMMSを発動させる  

クラシックMMSの30ドロップ以上は絶対に発動しないよう

にしましょう。もっと多く必要な場合でも、例えば大きな雨

水貯水槽を消毒する場合は、最大30滴まで作動させて、消毒

する水に入れてください。その後、再びさらに30滴をアクテ

ィブにして、水にこれらを与えるなど。換気の良い部屋では

、常にこれらの量を30滴以上にして作業してください。だか

ら、段階的には、一度にすべてをアクティブにするよりも、

より良いと安全にあなたの目標に到達するでしょう。 

 

こぼれたときは必ず水で薄める 

あなたが活性化された古典的なMMSをこぼしてしまった場

合は、それがpH-

酸性であるため、それをすすぎ、常に多くの透明な水でそれ

をきれいにしてください。CDS/CDSplusソリューションにつ

いても同様です。CDS/CDSplusはpH中性ですが、二酸化塩

素は材料や表面をわずかに酸化させて変色させる効果があり

ます。 

 

その他の工程・配合 

また、二酸化塩素を製造する方法としては、他にも多くの方

法があり、特に２つの純粋に乾燥した成分から二酸化塩素を

製造する方法が挙げられる。しかし、私の知る限りでは、こ

れらは他の技術的な用途で認可されており、ドイツでは飲料

水処理には使用されていません。 
 

工業用容器のサイズを使用しないでください。 

工業用容器サイズの二酸化塩素製品を使用するためには、二

酸化塩素の使用に関する詳細なトレーニングを受けている必
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要があります。爆発の危険性やチアノーゼによる窒息の可能

性は、これらの大量の有効成分で単に非常に現実的です。こ

れらのリスクを取るためのコスト削減は、それほど大きなも

のではありません。 
 

DMSOは、すべてのものを深みと脱色の衣服にもたらしま

す。 

また、効力増強剤DMSO（ジメチルスルホキシド）の取り扱

いには注意が必要です。DMSOは強力な有機溶剤で、多くの

物質を脱色します。DMSOをこぼした場合は、必ず吸収させ

るか、たっぷりの水で洗い流してください。DMSOはゴム（

ゴム手袋など）を溶かすことができますが、腐食性はありま

せん。DMSOは二酸化塩素だけでなく、すべてのものをより

深い組織、汚れにまで浸透させます。そのため、アプリケー

ションの領域では常にクリーンに作業を行います。 
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1.7 その他の補助具  

1.7.1 MMS2 - 次亜塩素酸カルシウム  
 
Jim 

Humbleは、MMS1と活性化酸やCDS溶液では効かない、ある

いは十分に効かない重篤な疾患への応用範囲を広げるために

、MMS2を推奨していました。また、MMS2は飲料水の消毒

にも認可されている薬品をベースにしています。次亜塩素酸

カルシウムはカプセルに入った顆粒として服用します。この

場合の活性化剤は水です。このようにして、次亜塩素酸（次

亜塩素酸）が体内で形成されます。体の免疫システムは通常

、この次亜塩素酸自体を使って細菌を殺しています。白血球

が病原菌を取り囲み、この酸で分解します。今の理論では、

慢性病の人は、この酸の原料が不足しているなどの理由で、

この酸の生産量が少なすぎるのではないかということです。

実際、医療専門家のアンドレアス・カルカー博士によると、

血液中のミエロペルオキシダーゼ（MPO）が欠乏している

人は、細菌を殺すのに十分なほどの弱さを持っているという

。これは間違いなくさらに研究されるべきです。 
 

MMS2カプセルの摂取プロトコル 

ジム・ハンブルは、次亜塩素酸カルシウム400mgを1日2～3

杯の大きなグラスで4×1カプセルまで飲むことを推奨してい

ます。理想的には、MMS-

2000プロトコルを使用することが望ましい。ここでは、1つ

のカプセルの交互摂取がMMS-1000/CDS-

1000プロトコルにスレッドされているので、1つは次の時間

にMMS1/CDSとMMS2カプセルを一度取ります。オズワルド

博士は、1カプセルあたりの投与量を大幅に減らすことを推

奨しています。  
 

注意：破損したカプセルを服用しないでください。粒状物

質が付着した場合は、たっぷりの水でしっかりと洗いまし
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ょうカプセルを飲み込んだ時にカプセルが壊れたり、カプ

セルを飲んだ後に体調が悪くなった場合は、必ず水を多め

に飲むようにしましょう。ここでは希釈が一番効果的です

。  
 

私自身、カプセルを飲んでから20～30分後にはげっぷの回数

が増え、いつもプールで泳いでいる時に丸飲みしたような臭

いが広がっていました。これも多くのワークショップ参加者

から報告されていましたが、不快や危険というよりはむしろ

笑えます。何人かは少し吐き気がしたが、これは別の大きな

グラスの水ですぐに解決できた。その他の副作用は今のとこ

ろ報告されていません。 

 

MMS2の使用経験 

私たちのMMSの知識は、最終的にはユーザーの経験とその

フィードバックが凝縮されています。MMS1よりもMMS2の

方が100～200倍くらい経験値が少ないです。結局のところ、

日常の些細な感染症ではなく、命に関わる病気の場合は服用

しません。それにもかかわらず、私に報告された現地報告は

非常に有望です。特に、オーソドックスな医学では単に既知

の病気を診断できなかった重篤な病気に対して、それ以上の

経過を止めることができ、さらには治癒のプロセスを開始す

ることができた2人のユーザーがいます。また、前立腺癌が

広がっている場合にMMS2を数ヶ月間服用していて、ずっと

良くなったと感じ、従来の薬をほぼ中止したユーザーも知っ

ています。ベルリンの女性は、ボレリアからトリコモナス、

寄生虫のモルゲロンまで、かなりのものを持っていて、非常

に病気になっていました。MMS1とMMS2で、彼女の状態は

着実に改善されています。まだ完全にはできていませんが、

MMS2がないと1日を乗り切れないと言っています。面白い

ことに、馬との成功報告が多いですね。例えば、飼い主さん

がカプセルの中身を大量の水に溶かして飲ませていました。

獣医は無駄な処置をした後に寝かせることを勧めたが、この

動物は非常に深刻な感染症から回復した。広範囲に及ぶ層間
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炎（蹄のコリウムの無菌性炎症）の場合でも、少量のMMS2

顆粒を溶かしたバケツに蹄を入れておけば、反響のある成功

を収めることができました。 

 

供給元・耐久性 

次亜塩素酸カルシウム入りカプセルの供給源は、法的要件が

供給会社に訓練を受けた安全管理者を要求しているため、少

なくなってきています。また、MMS2は、酸化的な含有量の

ためにカプセルが非常に早く脆くなり、崩れやすくなるため

、賞味期限が限られている。  
 

供給源。  

www.mms-seminar.com の「供給源」を参照してください。 

 

何か違う... 

なので、プールや雨水の貯水槽や自分の井戸があって、いつ

も菌が繁殖して藻が生えている場合は、必ず次亜塩素酸カル

シウムを小さなバケツに入った粒状のものを購入していまし

た。私の意見では、最高の品質は、私のインターネットの研

究によると、製品melchlorite 

70/G（例：www.melkam.de）です。お手持ちの雨水貯水槽専

用とご記入ください。1キログラムで10€程度で済むのですが

、薬品の送料がちょっと高いですね他のサプライヤーは、実

験室で不溶性成分を最大15％まで測定しています。この日本

の製品は1.6%しか含まれていないため、おそらく市場で最も

純度が高く、安全に取り扱うことができます。ゼラチンまた

はより良いセルロースの空カプセル、例えばサイズ0をeBay

で購入した場合、あなたはあなたの「消毒ボトル」を新鮮な

自分で充填することができます。この薬のいいところは、1/

4カプセルや1/2カプセルから服用を開始して、必要な分だけ

カプセルを作ることができることです。 
 

注意：次亜塩素酸カルシウムを取り扱う際には、安全眼鏡

と手袋を着用し、部屋の換気を十分に行う必要があります

。このような小さなバケツに入った顆粒から出るガスは、
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目や呼吸器系を刺激する可能性があります。製品の各安全デ

ータシートを遵守し、自己責任・自己責任で行動してくださ

い! 

 

なぜそれを持ち出したのかわからない。 
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1.7.2 次亜塩素酸ナトリウムによるMMS2置換  
 

最近では、MMS2の代替品として、弱い(<1%)次亜塩素酸ナ

トリウム水溶液が利用できるようになってきた。この溶液も

また、最終的には次亜塩素酸カルシウムに基づくＭＭＳ２の

ように体内で次亜塩素酸を生成する。この溶液は、ＭＭＳ２

から知られているカプセルの代わりに液滴で投与される。こ

こでも水が活性化剤になっています。 
 

WHO（世界保健機関）や世界の多くの保健当局は、エボラ

ウイルスに汚染されている場合（部屋、ベッド、衣類など）

には、5.25％の次亜塩素酸ナトリウム水溶液による消毒を推

奨しています。興味深いことに、次亜塩素酸ナトリウムはM

MS2（次亜塩素酸カルシウム）の親戚で、飲料水の消毒にも

使用されています。ですから、次亜塩素酸ナトリウムがすで

にエボラウイルスを徹底的に死滅させれば、さらに効果的に

二酸化塩素を死滅させることができ、その効果は15倍にもな

ります（§11飲料水条例2001）。しかし、0.95 V 

の酸化還元電位の二酸化塩素は間違いなく 1.49 V 

の次亜塩素酸ナトリウムがそうすることができますが、1.4 

V 

のセル電圧を持つ健康な体細胞に害を与えることはできませ

んが、ここでも、濃度は確かに重要です。 
 

自分も1本買ってきましたが、時間がなくてまだ試していま

せん。私自身の経験が乏しく、利用者の経験ベースが十分に

ないため、ここで推薦することはできないし、したくもない

。私は、有効成分の濃度がMMS2カプセルよりもはるかに低

いため、この溶液をより多く使用することができると仮定し

ています（例えば、2x10滴を朝夕に使用することができます

）。でも頑張ります！ 
 

この解決策は確立されていません。 
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1.7.3 DMSOアクティブアンプ  
 

DMSO（ジメチルスルホキシド）は、天然化合物である有機

溶剤で、透明で少し腐ったニンニク臭があります。DMSOは

、木の木からパルプを製造する際に生成されます。この物質

の物理的・化学的性質だけでも並外れた魅力があります。し

かし、これらは、その多様な生化学的特性と作用様式によっ

て明らかに凌駕されています。それは、多くの個々の薬やレ

メディの効果を単一のソリューションで驚くべき方法で組み

合わせています。まず、DMSOは一般的な塩の約5倍の毒性

を持っているため、非常に安全性の高い治療薬です。唯一の

知られている副作用は、実際には赤みと常に一時的な皮膚の

刺激です。非常にまれに、人はDMSOに不耐性を持っている

可能性がありますが、これは簡単なテストでどのようなアプ

リケーションの前に除外することができます。これを行うに

は、DMSOの数滴を腕にこすりつけて2～3時間待ちます。肝

臓や皮膚反応に明確な痛みがある場合にのみ、DMSOのさら

なる適用は推奨されません。DMSOは、外部からも内部から

も塗布することができます。体内で分解される過程では、そ

の間にサプリメントとして知られるMSM（メチルスルホニ

ルメタン）も生成されます。それはおそらく、多くの治療用

途に非常に有益であることが正確にこのメチル化硫黄含有量

です。 

 

DMSOの特性 

DMSOはダメージを与えることなく、素早く深く生きた組織

に浸透します。そのため、特に冷凍保存などで使用されてい

ます。細胞は氷になった細胞水が膨張して破裂せずに凍って

います。そのため、移植のための臓器もDMSO溶液に入れら

れることが非常に多いです。また、輸送手段や効力増強剤と

して軟膏にも使用されています。 
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DMSOの効果の不完全なリストです。 
 

- 生体組織にダメージを与えずに素早く浸透 

- 他の物質を組織の奥深くに運びます 

- 鎮痛剤   

アスピリン) 

- 鎮痛剤 

- こうえんせい 

- 殺菌剤 

- 創傷治癒を促進する 

- 組織に秩序をもたらす(MMS-Tipを参照)   

"傷跡の緩み") 

- 遊離Radikale CalculateZl_2028 ASBを中和します。 

- の透過性を高めることができます。  

細胞とより良い細胞の解毒を可能にします。 

- アレルギー反応を緩和 

- 水切り 

- 筋弛緩剤 
- 

また、ほとんど完全に古い傷跡の組織を復元することが

できます。 

 

強皮症、火傷、炎症や痛みを伴う状態、打撲や挫傷などのス

ポーツ外傷、関節炎や関節リウマチ、副鼻腔感染症、間質性

膀胱炎、ヘルペスや帯状疱疹、多発性硬化症、全身性エリテ

マトーデス、サルコイドーシス、甲状腺炎、潰瘍性大腸炎、

ハンセン病、がんなどに効果があることがわかっています。  
 

DMSOは約150年前から知られており、その治療効果は60年

以上も前から研究されており、4万件以上の研究や論文があ

ることから、よく知られており、認知されていると考えられ

ています。とはいえ、薬としての正式な承認は、まだいくつ

かの疾患（間質性膀胱炎の治療、膀胱の痛みを伴う炎症）に

限られています。また、放射線治療ががんの治療に使われて

いる世界中のどこでも、緊急治療薬としてDMSOを利用でき
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るようにしておかなければなりません。DMSOは、皮膚や組

織への放射線障害を迅速に軽減し、効果的に治療するために

使用することができます。 

 

ジム・ハンブルによると、MMS/CDSアプリケーションでは

、DMSOは歓迎すべき補助剤です。一方で、古典的なＭＭＳ

の活性化後の１〜２滴のＤＭＳＯは、望ましくない少量の純

塩素を結合させることができ、他方では有意な効果増強剤で

ある。外部二酸化塩素処理、内部二酸化塩素処理の両方に使

用できます。DMSOはすぐに二酸化塩素を作用するか、また

は血流を介して吸収され、全身に分布することができる深部

組織にもたらします。これは非常に明確にMMS/CDSマウス

リンスで認識されるべきものです。ここでの純粋なMMS/C

DSのアプリケーションは、口腔粘膜、舌、歯の表面を消毒

するだけですが、DMSOの添加はまた、歯茎、顎の骨、歯の

根の根深い炎症を効率的に治療することができます。経口M

MSまたはCDSのアプリケーションもまた、DMSOとの組み

合わせによって大幅に強化されます。 
 

しかし、ＤＭＳＯは、古典的なＭＭＳの完全な活性化（すな

わち、１：１滴を混合し、４５秒待って水を加える）の後に

のみ、そして常に実際の適用の前に直接添加することができ

る。1つは、例えば朝にMMS-

1000の治療のために準備する場合は、活性化されたMMSと

水の1リットルのボトルは、DMSOはそこに含まれていない

可能性があります。しかし、その都度、一部分を流してしま

った場合は、飲む直前に追加する必要があります。短期的に

は二酸化塩素とDMSOは互いに支え合っていますが、長期的

には混合すると逆効果になります。原則として、DMSOの滴

下量は、MMSの滴下が活性化されているのと同じくらいの

量を常に追加する必要があります。  
 

DMSOの驚くべき可能性は、ここでは表面的にしか説明でき

ません。さらに詳しく知りたい場合は、Dr. Hartmut 

Fischer.D.によるDMSOハンドブックが必要です。 
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注意：DMSOは18度以下になると結晶化して固体になります

。なので、冬になると「硬い」ボトルが出てくる可能性は十

分にあります。ぬるま湯で温めて（レンジは使わない！）、

常温（冷蔵庫には入れない！）で保存してください。 

DMSOでの外部処理は、すべて約70％（DMSO99.9％7部、水

3部）に希釈したDMSO溶液で行ってください。処理する部

分は清潔にして、溶液が完全に吸収されるまで覆ってはいけ

ません。DMSOは、テキスタイルに付着した塗料を溶解させ

たり、生地に導入したりすることができます。また、ゴム手

袋などのゴム製のものはすべてDMSOを使用しないようにし

てください。 

 

供給源。  

www.mms-seminar.com の「供給源」を参照してください。 

 

事実だ  

- 本 DMSOハンドブック ハルトムート・フィッシャー博士 

- 講演会「DMSO」 ハルトムート・フィッシャー博士  

- 書籍「DMSO- Nature's 

Healer」、英訳。モートン・ウォーカー博士  

- "DMSOは誤解された奇跡の治療法" ネクサスマガジン  

- 二酸化塩素の毒性  
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1.7.4 ゼオライトとベントナイト  
 

ジム・ハンブルによると、ＭＭＳプロトコルに関連して、他

の補助装置がしばしば使用される。ゼオライトやベントナイ

トは、微多孔質構造と電荷を帯びているため、他の物質を大

量に吸収・保持することができます。ここでは、これらの特

性を利用して、重金属などの環境有害物質を結合させて排出

する。オルタナティブプラクティショナーのエッケハルド・

シリアン・シェラーと協力して、私は両物質の最適な混合物

を開発し、それぞれの効果を大幅に高めています。一方では

、有効表面積が最大になるように粒子径が非常に細かい。し

かし、その一方で、ナノ粒子は含まれていない!GAIAgoldは

こうして誕生しました。これは、さらに代替プラクティシ
ョナーEkkehard Sirian 

Scheller（妨害され、刺激されたシステムのホリスティック

な自己修正のための情報を提供する）によるとinfopathically

通知され、通電された。 
 

朝と夜にコップ一杯の水に小さじ1杯の粉末を入れ、かき混

ぜて溶液を飲む。金属は電荷にマイナスの影響を与えるため

、これらの粉体の結合能力に影響を与えるため、プラスチッ

クまたは木製のスプーンのみを使用することができます。朝

晩の最後に飲むのは、「砂」や「火山灰」を溶かしたグラス

です。副作用や過剰摂取も不明です。最近ではビーガンカプ

セルのGAIAgold 

CAPSも販売されています。ここでは、1回の服用につき3～4

カプセルで十分です。 

 

両物質とその多様な応用については、2冊目の「Back2Balance

」に詳しく書かれています。 
 

*法的な通知。 

GAIAgold®はAQUARIUS pro life Limited（www. aquarius-

prolife.com）の登録商標です。 
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1.8 外部MMSアプリケーションプロトコル  

 

1.8.1 マウスウォッシュ  
 

口腔は、近接性-

、熱、湿気に常に接触しているため、おそらく全身の中で最

も汚染された場所です。ある種の心筋の炎症も-

、オーソドックスな医学では口腔内の特殊な細菌が原因とさ

れています。ジム・ハンブルは、口や歯に由来する病気がい

くつかあると主張しています。そのため、-

予防策として週3～4回のMMS洗口を推奨している。  
 

MMSで。  

活性化されたMMSを6滴取り、活性化後のグラスを水（150

ml）で半分に満たします。  

 

CDS/CDSplus付き。 

投与用ピペット（Ｋ水（１５０ｍｌ））で与える。プラスチ

ックシリンジ）約2～3mlのCDSまたはCDSplusを水（150ml

）を入れたグラスに入れます。 

 

それぞれ一口ずつ飲んでうがいをして、合計で最大3分ほど

口をゆすいでください。歯と歯の間にヒスを入れながら、そ

こに溶液を置いておく-

。また、歯磨き粉を使わずに歯ブラシで歯茎と口蓋を同時に

マッサージすることもできます。口臭や表在菌を素早く徹底

的に除去します。また、-

肉の炎症や出血に対しても非常に確実に働きます。歯茎や顎

の骨、あるいは歯の根元に炎症が起きている場合は、MMS

はそこには到達しないので、そこには作用しません。そのた

めには、有機効果増幅剤DMSO（ジメチルスルホキシド）を

数滴（またはMMSと同じくらいの数滴）、活性化済みの溶

液に加える必要があります。DMSOはMMSを組織の深部に2c
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mまで浸透させる。つまり、歯根の炎症であっても、1日3～

4回のすすぎで1日1～2日で治療が成功するということです。

口をよくすすいでいる人は、酸が多すぎると長い目で見ると

エナメル質を攻撃してしまうので、MMSからCDS 

/CDSplusに切り替えた方がいいでしょう。 
 

1.8.2 足湯・満タン風呂  
 

MMSは、足湯やお風呂の添加剤として非常に適しています

。フルバスのために、最初に16滴のMMS（CDS/CDSplusは

あまりにも悪く、ここでは高すぎるだろう）を活性化し、そ

れらを水だけで満たされた清潔なバスタブに入れます。気持

ちよく、しかしできるだけ-

低い温度で20分程度の入浴。熱量が多すぎると、わずか数分

でガスの二酸化塩素が完全に逃げてしまい、効果がなくなっ

てしまうので注意が必要です。フットバスの場合は、それに

応じ-

て少量（活性化滴10～20滴）を使用してください。MMS 

バスによって-

二酸化塩素は皮を通って血循環に達し、特に敏感な人々との 

MMS 

の口頭服用の耐性を高めるのを助けることができます。 
 

1.8.3 MMSガスバッグ  
 

私はDo minican 

Republicでジムと一緒にこの面白いMMSアプリを知ることが

できました。二酸化塩素を血液中に、そして一緒に体内に取

り込み、胃腸を完全に回避することを目的としています。特

に、MMS/CDSの経口投与に全く耐えられない方や、病気の

進行により服用できない方-

首まで立っていると完全に消えてしまう可能性のある大きな

ビニール袋を用意しておきましょう-
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。必要に応じて、大きめの袋2つを-

開封側に粘着テープで貼り付け、片側の底を切り取ります。

近くの金物屋さんに行くのは避けて-

、一人丸ごと収まるビニール袋をお願いするだけにした方が

いいですよ。そのため、奇妙な見た目になったり、人類の脅

威として-

逮捕されたりする可能性もあります。バッグの他に、中くら

いの大きさのガラスか陶器のボウルが必要になります。この

ボウルに40〜60滴のMMSを活性化させ、水は使用しないで

ください。CDS および CDSplus 

は、薫蒸プロトコルでは機能しません。開いた袋の真ん中に

鉢を置き、鉢が足の間に入り、ひっくり返らないように脱い

だ袋に入ります。今度はバッグの端を首に寄せて、首の下の

方に手を添えて開口部を閉じます。この体勢では、頭だけが

閉じた袋の外を見るようにしてください。これは、生成され

たガスが肺ではなく皮膚に向けられるべきであるため、重要

なことです。それにもかかわらず、換気の良い部屋でこのア

プリケーションを実行してください。10分から15分程度は袋

の中で過ごすようにしましょう。心配するな、何も痛くない

、つまらない立ち仕事がここでは本当の負担になっている。

困ったときは、バッグの中にスツールを入れて、その上に座

ることもできます。そして袋から出て、シンクに水をたっぷ

り入れた溶液を流し込み、部屋の空気を抜く。また、その後

にシャワーを浴びることもできますが、これ以上の清潔感や

雑菌はありません。MMSのガスバッグは、個人的に経験し

た中でも特に集中的に使用しています。 
 

1.8.4 目薬・耳薬・点鼻薬  
 

目の炎症（結膜炎など）、耳の炎症（中耳炎など）、鼻や副

鼻腔、前頭洞の炎症は、MMSで非常に簡単かつ効率的に治

療することができます。まず、3つの用途に使える希釈した

原液を用意します。 
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を使用しています。  

MMSの活性化された2滴を約150mlの水とグラスまたはボト

ルに入れて与えます。MMSは彼の酸性度のために取られる

べきである、しかし、ここでは緊急時にのみ。 
 

CDS/CDSplusで。  

CDSplus 

1～2mlを約20mlの水を入れたグラスまたはバイアルに注ぐ。

そのため、1：10以上に希釈します。 

 

ここで、私は常に皮膚や粘膜に刺激を与えないpH中性のCD

S/CDSplusを好む。この希釈された二酸化塩素溶液を使用し

て、以下の処理を開始することができます。 
 

目薬 

頭を後ろに傾け、下まぶたを指一本でポケットに形を整えま

す。そして、このポケットに上記で希釈した溶液をピペッ

トを用いて１〜２滴垂らす。その後、まぶたを閉じて目を

前後に動かします。急性炎症の場合は、これを1時間に12回

まで繰り返すことができますが、ほとんどの場合、3回目の

塗布後にはすでに成功しています。冒頭で燃えている光はM

MSからではなく、目薬の塩分を保たずに水を使っているこ

とから来ているようです。水の代わりに0.9％の等張性塩水

溶液を使用すれば、これも解決するはずです。これは、完全

性のために言及すべきであるが、炎症の治療には絶対に必要

ではない。MMSの成分を単独または原液で目に落とさない

でください。 

 

耳薬 

ここでは、上記で希釈した原液を２〜４滴垂らしたものが

鼓膜に届くようにすることが重要であり、その背後に炎症が

起こることもあります。最初に片方の耳を治療し、1～2分間

横向きに寝たままにしてから、もう片方の耳を治療します。

急性炎症の場合は、これを1時間に1回、1日12回まで繰り返
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すことができます。Dr.アンドレアス・カルカーは、人々が

鼓膜に滴下することに問題があるときに、私に良いヒントを

与えてくれました。1つは、その開口部が完全に耳を囲むこ

とができるガラスの中に古典的なMMSの約6滴を活性化しま

す。今、あなたは、任意の水を追加することはありませんが

、耳が完全にガラスの端によって密封され、約1〜2分間、こ

の位置に滞在するような方法で直立したガラスの上に横向き

にあなたの頭を置く。その結果、二酸化塩素ガスは、このよ

うにして、液体なしで直接耳に入ることができます。活性物

質は常にガラスの中に残っており、耳に接触することはあり

ません。これは、二酸化塩素ガスを使用して体の部位を局所

的に部分的に燻蒸する特殊な方法である、いわゆる局所的な

耳の燻蒸である。 
 

鼻を落とす 

副鼻腔と額を治療する場合は、目と耳よりもpH中性のCDSpl

usをかなり多く滴下することができます。これを行うには、

ソリューションが右前頭洞または副鼻腔に流れることができ

るようにソファの端にあなたの頭をぶら下げて横になります

。落とした後は、この姿勢で1～2分ほど滞在してから、左側

に向きを変えます。また、薬局では鼻洗浄セットも販売され

ています。そこに塩水の代わりに1～2mlのCDSplusで水を入

れてすすぐことができます。必要に応じて1日数回の申請も

可能です。ここでも、冒頭のわずかな灼熱感は、MMS/CDS

ではなく、水の塩分不足に関係していると思われます。MM

S の吸入を使うと 1 つはポンプ スプレーのびんのこの解決を 

nebulises、空気が付いているエアゾールを次に吸い込みます

。これらのMMSのエアゾール治療で、肺や気管支の感染症

に迅速に取り組むことができます。 

 

1.8.5 腸と膣の浣腸  
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エネマスは一般的には不快なものとされていますが、二酸化

塩素が血液中に吸収されるのが非常に早いため、非常に大き

な効果を発揮します。特に、MMSを経口摂取することに問

題がある人や、感染が腸や膣にも限局している場合には注意

が必要です。薬局の浣腸セットではプラスチック製の浣腸セ

ットは、腸と膣の浣腸のためのエンドピースで提供されてい

ます。ベストは、浴室の床に暖かい毛布を敷いて、ラジエー

ターのベルトの高さで約フックで浣腸セットの水の容器をハ

ングアップすることです。その後、エンドピースを挿入する

ためにいくつかのワセリンが必要になります。偏差値がある

と不愉快に感じてしまい、浣腸を必要なだけ長く続けること

ができなくなってしまうので、水は常に体温である必要があ

ります。腸内浣腸の場合、2～3回の浣腸は腸を空にするため

に、事前に水（必要に応じて食卓塩を1TL）で済ませておき

ましょう。より実用的なアプローチは、立ったまま浣腸をす

ることができるレプロップクライスターを使用することです

（下記参照）。 
 

MMSです。  

最初にMMSの2つの活性化された滴を後に12まで活性化され

た滴をインレットセットの水容器に追加します。Dr. Dietrich 

Klinghardtは、活性化された滴を1リットルあたり20滴まで増

やすことさえ推奨しており、腸の活性化に重大な副作用は認

められていません。 

 

CDS/CDSplus。 

私はまた、ここではpH中性CDSplusを好むし、最初に浣腸セ

ットの水の容器に4mlのCDSplusまで1ml後に追加します。博

士Klinghardtと博士Andreas 

Kalckerによると、1リットル当たり10mlまでもここでも可能

です。 
 

今度は仰向けに寝て、慎重にエンドピースを挿入し、ゆっく

りとバルブを開きます。水分が腸/鞘にすべて流れ込んだら

、骨盤を少し持ち上げて、この位置を1～2分間保持します。
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腸内浣腸をしている場合は、横向きに寝転んで全回転に届く

ようにすることもできます。1日に2～3回の浣腸と、1日に2

～3回のパスをすることができます。その後、再び腸や膣を

空にします。  
 

供給源。  
- 

レプロップクライスター（ドイツの薬局より良い浣腸セット  

www.mms-seminar.com の「供給源」を参照してください。 
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1.9 内部のMMSアプリケーションプロトコル  
 

二酸化塩素水溶液は、塩素の匂いが非常に強く、味も非常に

強いです。残念ながら、これはまさに有効成分であり、臭い

や味が除去されれば、通常は所望の効果が得られます。過去

には、ジュースやお茶などの飲み物に溶液を混ぜて、より飲

みやすいようにすることが推奨されていました。これは、ほ

とんどのジュースが二酸化塩素溶液の弱体化効果を持つため

、現在では完全に放棄されています。したがって、内部摂取

のための現在のすべてのプロトコルは、水で希釈されたもの

しか摂取されません。これは、考えられる効果を得ようと思

えば、誰もが自分で乗り越えなければならないハードルです

。CDSとCDSplusを使用することで、匂いや味が格段に我慢

できるようになりました。しかし、これは主にこれらの溶液

に酸味がないことに起因していると思われます。MMSを取

り扱う際には、常に良好な換気を確保してください。 
 
UPDATE.  

経口用（胃酸作用あり）。 

MMSの活性化された1滴は約1mlのCDSに相当します。 
 

ということは、今までクラシックMMSの活性化した3滴を経

口摂取していたとしたら、CDSの経口摂取で3mlとなり、3倍

の量になったということですね(アンドレアス・カルカー) 

 

1.9.1 MMS-1000/1000+プロトコル  
 

経口投与用のProtocol-

1000は、1回限りの基本的な身体の浄化、重金属の除去、予

防措置として、または急性から重度の感染症・病気の場合に

も、90％以上の適用例で十分です。最初のMMSの本では、1

日あたりの単回投与量は少ないが高いものが推奨されていま

した。しかし、二酸化塩素はほとんどが体内で2時間以上働
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かず、その後腐敗することがわかった後、人はこれらの推奨

事項を修正しました。極めて高用量であったため、非常に多

くの不適合者が発生し、自己治療の早期中止を余儀なくされ

ました。現代のProtocol-

1000では、かなり低い個々の用量は、1日あたりのより頻繁

に取られています。これにより、二酸化塩素を継続的に体内

に流すことができます。これは旧来のプロトコルよりもはる

かに許容範囲が広く、また効率的である。1日8回程度、初期

1回分と活性化した3回分を1日1回服用することを目的として

います。実用的な理由、例えば、職場であなたが驚く同僚の

前であなたの「臭い」混合物を毎時間起動しないように、1

日の投与量全体は、朝に混合され、水と一緒に密閉されたガ

ラス瓶に充填され、一日中飲み干されます。この治療は、少

なくとも3～4週間、急性疾患の場合はそれ以上の期間継続す

る必要があります。 

 

ＭＭＳ-１０００プロトコル 

例えば、8×1＝8個の活性化ドロップからスタートします。4

5秒の活性化時間の後、少量の水を加え、この混合物を約1リ

ットルの水で密封可能なガラス瓶に注ぎます。今度は日中に

8人前くらいでこのボトルを飲み干してみてください。それ

があなたのために良いのであれば、3×8＝24の活性化された

滴になるまで、毎日の滴の数を増やし、この手順を3-

4週間実施してください。 

 

供給源。  

www.mms-seminar.com の「供給源」を参照してください。 

例：イケアのガラス瓶の場合  

 

MMS-1000+プロトコル 

非常に重篤な疾患や持続性のある疾患の場合には、最後に上

記のレディ活性化ＭＭＭＳ混合物に同数のＤＭＳＯを添加し

て経口的に飲用する。ただし、DMSOは最初に飲む分量にだ

け添加して、朝すぐにはその日のために用意したボトルに入
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れてはいけません!ヘルペスやカンジダ菌にも効果があるこ

とがわかっています。 

 

このクレンジングキュア以外にも、いくつかおすすめの方法

があります。60歳までは、健康な人には1週間に2回の単回服

用、60歳以上の人には1日6回の活性化点滴が予防として推奨

されています。妊娠中（3ヶ月目以降）であっても、アンド

レアス・カルカー博士によると、抗生物質の代わりに、1日

最大6滴のMMSを使用することができます。子供やティーン

エイジャーの場合、最大投与量は1日12kgの体重あたり1滴の

MMSの活性化されたドロップです。乳児には、初回投与時

の最大投与量はMMSの1/2活性化液滴とする。ハーフドロッ

プの作り方は？1つは塩酸1滴のMMSを活性化し、約150mlの

水を加えます。しかし、今、1つはこの溶液の半分しか使用

していないので、1/2の用量を持っています。小動物のため

の強力な希釈でも、このトリックを使用する必要があります

。 
 

1.9.2 CDS-1000 / CDS-101 プロトコル  
 

CDS/CDSplusの方がはるかに忍容性が高いので、ここでは投

与量をやや高めに設定することができます。ここでは3mlか

ら始めて、10mlに増やして、1リットルの水に投薬用ピペッ

ト（プラスチック製の注射器）を使って追加します。多くの

人はすでに5mlや10mlで副作用もなく始められます。このボ

トルも8～14本程度で1日かけて飲んでいます。使用期間はM

MS-

1000プロトコルと同様に3～4週間です。生命を脅かす病気の

場合、CDSの総投与量は1日50mlまでとすることができます

。 

 

1.9.3 CDS 115 プロトコル（デングプロトコル  
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このプロトコルは、カール・ワグナー、カーラ・ペレス、世

界的なMMSファミリーの微生物学者であるダマリス・レイ

ズ博士によって開発されたもので、特にデング熱のようなウ

イルス性疾患のために開発されました。マラリアやデング熱

は蚊によって感染することを知っておかなければなりません

。デング熱ではウイルスが病原体であり、マラリアでは寄生

虫です。マラリア寄生虫は大きなショック量で死滅しますが

、ウイルスは数時間の継続摂取が必要です。幸いなことに、

これは二酸化塩素のための違いはありません、それは両方の

病原体を効果的に殺す。 
 
CDS 

115プロトコルでは、3,000ppmのCDS/CDSplusを1mlの水に15

分毎に添加し、経口摂取する。重症の場合は、4-

5%亜塩素酸ナトリウム溶液（クラシックMMS用セットより

）をCDS/CDSplus 

1mlあたり1滴添加することができる。古いMMSデングプロ

トコルでは、最初に1回活性化された6滴を服用し、その後1

時間ごとに活性化された3滴を服用していました。 
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1.9.4 5/5-100プロトコル（集中プロトコル  
 

強化として、博士アンドレアスカルカーによると、集中的な

プロトコル5/5-

100があります。本プロトコルはまた、70％濃度の効力増強

剤DMSO（ジメチルスルホキシド）を使用する。必要に応じ

て、99.9％のDMSOを7:3（7部のDMSO + 

3部の水）の割合で水で希釈する必要があります。このよう

に希釈された70％DMSO溶液を100mlの水で希釈したものを

最初に5mlを経口投与する。その後、約100mlの水にCDS/CD

Splusも5ml加えて、この部分を飲みます。DMSOの前投与量

とCDS/CDSplusの集中投与量のこの組み合わせを約1～2時間

ごとに、1日12回まで繰り返します。ここでのすべてのプロ

トコルと同様に、無気力や吐き気がある場合は減量が推奨さ

れます。 

 

1.9.5 2000年プロトコル（MMS1+MMS2  
 

急性の生命を脅かす病気のためのこのプロトコルでは、MM

S1滴とMMS2カプセルを1日中交互に服用します。MMS1は、

二酸化塩素を有効成分としたおなじみのMMSセットです。M

MS2は、出発物質である次亜塩素酸カルシウムをベースに、

水との活性化により有効成分である次亜塩素酸に変換されま

す。次亜塩素酸カルシウムは飲料水の消毒にも認可されてお

り、プールクリーナーとして販売されていることが多いです

。MMS2のアプリケーションについては、すでに個別に詳し

く説明しています。基本的に、人は二酸化塩素の解決の毎秒

の取入口の代わりに水の 2-3 大きいガラスが付いている 

MMS2 カプセルを飲むことだけ MMS1 の正常な MMS-1000 

プロトコールを遂行します。ジム・ハンブルは、次亜塩素酸

カルシウムを1回400mgずつ1日4カプセルまで摂取すること

を提案しています。これは絶対的な上限と見なすべきで、ア

ンチェ・オズワルド博士はカプセルへの充填量を大幅に少な
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くすることを推奨しています。MMS2と本プロトコルは、が

んなどの重症から生命を脅かす疾患を対象に開発されました

。 
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1.9.6 3000プロトコル（MMS1+DMSO外部  
 
Protocol 

3000では、ニキビや水虫、湿疹など、ほぼすべての肌状態に

ジムハンブルを推奨しています。このプロトコルは、もとも

とMMSを経口摂取できない人のために開発されたものでも

あります。ここでは、二酸化塩素溶液（50mlの水にMMSを2

0滴活性化したもの）を1時間に10回まで体の特定の部位に塗

布し、その上に約70％のDMSO溶液（7部のDMSO＋3部の水

）を塗布します。この組み合わせは、それぞれの部位に交互

に（左腕、次に右腕、次に左足、お腹、背中、再び前から）

塗布していきます。このようにして、二酸化塩素は、効力増

強剤DMSOの助けを借りて血流にまで深い組織に到達し、そ

の後、全身に到達します。その後、3日ごとに1日休むように

しましょう。このプロトコルが頻繁に使用されなくなった理

由の一つに、CDSやCDSplusと互換性のあるpH中性溶液があ

り、より敏感な人にも耐性があることが挙げられます。 
 

1.9.7 プロトコル 4000  
 

MMS2カプセルを1日に数回服用することをプロトコル4000と

呼ぶことがあります。次亜塩素酸カルシウムのカプセルは自

分で作るのが一番です。そのため、1つは充填量を決定し、1

カプセルあたり約400mgまでゆっくりと増加させることがで

きます。これについては、他の場所で詳しく説明しています

。 
 

1.9.8 マラリアプロトコル  
 

マラリア（湿地熱や間欠熱とも呼ばれる）の原因となる寄生

虫は5つ知られています。ほとんどの場合、アノフェレス蚊

に刺されたことが引き金となります。マラリアの治療での経
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験のほとんどは、古典的なMMSである。大人は18を取得し

、子供は飲むために高い単一の用量でMMSの9活性化された

滴。ごくまれに、2回目の同じように高用量の投与が必要な

場合があります。高いショック量で体内の寄生虫を完全に排

除します。この高い単回投与量は健康な人には高すぎる。そ

のため、可能であれば事前にマラリア感染の有無を確認して

おく必要があります。血液迅速検査は、このような場合にも

使用できます。 
 

1.9.9 クララス6+6プロトコル（ショック療法  
 

訴求力のある風邪のような特定の非生命を脅かす感染症には

、クララによると6+6プロトコルが第一選択です。1回の投

与で、2～4時間の時間間隔で6個の活性化MMSを各6滴ずつ2

回投与します。これは夕方や寝る前に効果があります。この

ように1つの寝坊は、実質的にも可能な吐き気があります。

このプロトコルを使用すると、感染細菌の爆発的な増加は、

高速かつ明確に停止され、免疫システムは、高速で再び上の

手を獲得しています。朝はほとんどの場合、風邪を引いても

何も残らない。これで足りない場合は、次の日に7+7滴でこ

のプロトコルを繰り返すことができますが、これ以上はやめ

てください。その後、古典的なプロトコルであるMMS-

1000やCDS-1000に切り替える必要があるかもしれません。 
 

1.9.10 CDI - 二酸化塩素注射 IM/IV  
 

CDI（二酸化塩素注射）は、二酸化塩素溶液を筋肉内または

静脈内に注射することを目的としています。アンドレアス・

カルカー博士は、希釈した海水に二酸化塩素ガスを注入しま

す。このようにpH中性で、血液と同じ塩分濃度を持ってい

ます。また、冷たくて細かくろ過された海水は、フランシス

コ・コル、ラボラトリーズ・クイントン・インターナショナ
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ル・アリカンテのマネージャーによる健康会議2014のスピリ

ットで発表されたように、癒しのプロセスに非常に活性化し

、加速する効果を持っているようです。80kgまでの哺乳類に

は、2-

5mlのCDIは3,000ppmを海水または生理食塩水で1:5にして静

脈内、あるいは筋肉内への適用を推奨しています。  
 

一方、ハルトムート・フィッシャー博士は、直立した注射器

（針を上に向けて）でMMS滴を活性化させることで、0.9％

の一般的な食塩水を入れた完成した輸液バッグに二酸化塩素

ガスを気泡化させるだけで、人体の塩分濃度に適合したpH

中性の二酸化塩素溶液を得ることができます。注意：この溶

液は通常、純粋なものではありません。このようにしてすで

に調製された二酸化塩素溶液から注射器を使用して静脈内投

与またはIM投与を行う場合、フィッシャー博士は、上流に2

45nmの細孔サイズのナノフィルターを接続することを推奨

しています。これにより、発熱や身体への刺激につながる可

能性のある発火性物質（ほこりや浮遊粒子など）をろ過しま

す。そして、シリンジの内容物を生理食塩水の入った新しい

輸液バッグに注入します。この希釈液を静脈内に投与したり

、このバッグから注射器を取り出して筋肉内または皮下に使

用したりすることができる。私自身、目立った副作用もなく

、このようなCDI点滴を受けてきました。 
 
ATTENTION.  

二酸化塩素溶液を使用した輸液は、医師、代替医療者、その

他の訓練を受けた医療従事者のために予約されています。彼

らは常に監督の下で行われるべきです!ヒトにおける二酸化

塩素を用いたこのような処理の正確な適用分野と長所・短所

については、信頼できる記述をすることができるように十分

に研究されていない。  
 

いずれにしても、CDSの注入（ハルトムート・フィッシャー

博士の監督の下で）は、私を傷つけることはありませんでし

たし、どちらも博士アンドレアスカルッカーの子牛をしませ
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んでした（本 "CDS/MMS Heilung ist 

möglich"）。それどころか、ブリーダーは動物の予防接種や

抗生物質にかかる莫大な費用を節約することができ、屠殺ま

での間、より多くの健康な動物を育てることができました。 
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1.10 MMS FAQ - 質問と回答  
 

質問：二酸化塩素水溶液の賞味期限とその見分け方を教え

てください。 

二酸化塩素は褐色黄色のガスとして水に溶けています。通常

、溶液は黄色く見えます。容器が開いていると、ガスはかな

り早く逃げてしまい、透明な溶液が残ってしまいます。溶液

が透明であればあるほど、まだ二酸化塩素が含まれておらず

、効果が弱くなります。容器を閉じたり、冷却（冷蔵庫など

）することで賞味期限を延ばすことができます。CDSは一般

的にCDSplusほどの耐久性はありません。 

 

質問：私にはその病気とその症状があります。MMS/CDSpl

usの服用・服用方法は？  

失礼ですが、この質問には答えられませんし、答えられませ

んし、答えるつもりもありません。私たちの理念は、誰もが

自分で判断するために必要な情報を提供し、必要に応じて自

己責任で二酸化塩素による自己処理を行うか、行わないかを

決めることです。ここで何かに対してアドバイスや助言をし

たいわけではなく、確かに誰かのために決断を下したいわけ

ではありません。これは学校の医学のような古い考え方で、

「何をいつ、どのくらいの量を飲むかはお医者さんが決める

」というものです。"私はただの生贄の子羊である"医者でも

大抵はこのシステムは無理があると思う。経口剤の二酸化塩

素は非常に広範囲に有効であり、通常は非常に忍容性が高い

。私の知る限りでは、今のところ誰も永久的な被害を受けて

いません。プロトコルMMS-1000とCDS-

1000は、予防から中等度の炎症から慢性疾患への応用まで、

90％以上の症例で完全に十分です。必要に応じて、お風呂や

浣腸などの外用剤と組み合わせて使用します。癌のような生

命を脅かす疾患に対しては、多くの人が1000や2000のプロト

コールも使用していますが、CDSplusの1日の投与量を3～5倍

に増やすことが多いです。他のすべての形態の摂取とプロト

コルは、非常にまれなケースでのみ必要です。例えば、マラ
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リアは、1回の高用量（成人用活性化点滴18滴、小児用活性

化点滴8滴）を服用するだけで、わずか4時間で病原体を排除

できる数少ない感染症です。これは知識の問題ではなく、責

任、すなわち個人の責任の問題なのです 
 

質問：私の"善玉"腸内細菌は？ 

MMSがすべての細菌を殺すのなら、私の善玉菌を攻撃しな

ければなりません。これは、MMSの経口摂取に対する最も

頻繁な異議申し立てです。しかし、凝縮された体験レポート

によると、MMSは長時間の継続服用でも善玉腸内フローラ

を害することはありません。科学的に確保された説明はあり

ませんが、もっともらしい、論理的な説明のモデルがありま

す。二酸化塩素は酸化剤です。過酸化水素とオゾンは非常に

強い酸化剤で、体の細胞も善玉菌も破壊してしまいます。次

に弱い酸化剤は酸素です。私たちの体細胞や善玉腸内細菌（

1.45ボルト）は、酸化力の強い酸素に比べて電子を保持する

ことができます。そうでなければ、一呼吸ごとに体内の何千

もの細胞を殺してしまうことになります。二酸化塩素はもっ

と弱い酸化剤です。だから、細胞が強い酸化剤から電子をう

まく守ることができれば、より弱い二酸化塩素（0.95ボルト

）からも電子を守ることができるのです。この電子を保持す

る力は、酸化還元電位とも呼ばれています。興味深いことに

、ほとんどの病原性細菌（病原性細菌は嫌気性であることが

多く、酸素を使わない）は、二酸化塩素よりも酸化還元電位

が低いため、まずMMSに攻撃されます。MMSアプリケーシ

ョンのプロトコルでは、通常、唯一の濃度は、良好な腸内フ

ローラが保存されていると推奨されています。  
 

結論：二酸化塩素は体細胞も「善玉菌」も攻撃しない! 

 

質問：先にグラスに水を入れてからNaClO2と活性剤の滴を

入れてもいいのでしょうか？  

いや、水だと反応がすごく遅くなるんですよね！？上記の指

示に従って、正確に順序を守ってください! 
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質問：MMS/CDSの内服にはどのくらいの水を飲めばいいで

すか？  

これは本当にどうでもいいことです。活性化したMMSを3滴

、CDSを1mlなどグラスに入れて飲み干すと、いつも同じ量

の二酸化塩素を摂取していることになります。100mlなどグ

ラスに水が少ないと味が濃くなります。250mlなど、グラス

に水がたくさん入っていると、味はマイルドになりますが、

液体を多めに飲まなければなりません。  
 

質問：クエン酸１０％とか５０％とか酒石酸とか、似たよ

うな質問の場合の混合比は？  

活性化剤としては、許容範囲の広い4-

5%塩酸を使用することにしただけなので、この疑問はもう

解消されていません。ここでは、比率は常に単純に1:1であ

る。 

 

質問：どのフルーツジュース、コーヒー、紅茶でMMS/CDS

を取ることができますか？ 

一方、純粋な飲料水でのMMS摂取のみが推奨されています

。一見純粋なフルーツジュースであっても、人工的なビタミ

ンC（ほとんどが遺伝子組み換えトウモロコシ由来）がEナ

ンバーを介して添加されており、ジュースの保存期間を大幅

に延ばすために、安定剤としてラベルが貼られています。ビ

タミンCと二酸化塩素が相殺されてしまうので、ジム・ハン

ブルとクリンガルト博士は最近、MMS/CDSは水と一緒に飲

むだけにした方がいいと勧めています。  
 

ヒント：MMSの味と匂いがあなたのためにあまりにも強い

場合は、それを取るときにあなたの鼻を保持するか、はるか

に良い耐性とpHニュートラルなCDSplusに切り替える必要が

あります。 
 

質問：ネット上に活性化MMSの中に残っている酸を重曹で

中和するような指示がありますが、それをした方がいいの

でしょうか？  
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いや、その間にMMSの効果を損なう可能性があるので、多

くの人が自粛しています。Mrs. Dr. 

Oswaldは、MMSの過量投与でも解毒剤として水酸化ナトリ

ウム溶液を取ることをお勧めします。 
 

質問：いつMMSを服用すべきか、また、どの食品と一緒に

服用しない方がよいか。  

MMSがまだ単回投与量が少なく高用量で服用されていたと

き、この質問はより良い耐性を得るために重要でした。MM

S-1000やCDS-

1000のプロトコルは、現在、はるかに小さな用量で、1日8回

まで服用されているので、1つは、食前か食後にそれを取る

かどうかは、現在では比較的重要ではありません。空腹時に

１日８回は、それならば断食療法でしかできないだろう。私

は単純にCDSのボトルを飲み物と考えています。また、MM

Sの効果を制限できるかどうか、どんな食べ物でもチェック

することがストレスにならないようにしています。一度でも

パイナップルを食べたことがあったとしても、その時は1日8

缶のうち1缶の効果が少し弱くなっていました。このすべて

は、4～6週間のために設計されたこのプロトコルでは、わず

かな役割を果たしていません。だから、この場合はあまり考

えないようにしましょう！ 
 

質問：プロトコール１００００の途中でしばらくやめても

いいですか？ 

はい、これはクレンジングプログラムですので、あなたが個

人的または専門的な理由で停止しなければならなかったから

といって、抗生物質のように全体の成功を危険にさらすこと

はありません。できるときに仕事に戻ればいいんだよ。 

 

質問：ガラス瓶に入っている商品は、ペットボトルよりも

良いのでしょうか？  

MMS運動の初期には、一部の生産者やサプライヤーは、無

知のうちに、PET（ポリエチレンテレフタレート）ボトルに

亜塩素酸ナトリウムと活性剤を充填していた。時間が経つに
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つれて、これらは脆くなり、破裂しました。今日、私はドイ

ツ語圏でこのようなミスをする業者を知りません。HDPE（

高密度ポリエチレン）はこれらの製品のための承認された材

料であるため、ほとんどのメーカーはHDPEボトルで製品を

提供しています。HDPEボトルは、非常に軽量で、上記のす

べての上に、壊れにくいという利点があります。また、成分

としてのアルカリや酸にも非常に有用で重要なものです。ガ

ラス瓶を持つサプライヤーは、これらの製品が何となく清潔

で健康的であるかのような印象を与えることがよくあります

。食品等級の質の亜塩素酸ナトリウムおよび塩酸の解決がH

DPEのキャニスターかHDPEのドラムでだけ化学工業によっ

て常に作り出され、貯えられ、そして渡されることに注意す

るべきである。品質向上のためには、業者側でガラス瓶に充

填するしかありません。博士アンドレアスカルカーは、ガ

ラスのピペットとガラス瓶で提供されているDMSOのオファ

ーに対して特に警告した。ガラスピペットのプランジャーは

ゴムまたはゴム代替品でできており、どれもDMSOには適し

ていません。このプランジャーは溶解し、有毒成分が溶解し

、外部治療の場合にはまた皮膚に導入されます。これはまた

、ゴムのようなプランジャーが装備されているガラスのピペ

ットといくつかのCDLのオファーにも適用されます。目薬

、耳薬、鼻薬の短期投与のために、プランジャー付きのこの

ようなスポイトを使用することは完全に問題ないが、二酸化

塩素溶液は、このようなスポイトで恒久的に密封されて保存

されるべきではない。 

 

質問：それでは、なぜProtocol-

1000では常に密封可能なガラス瓶が推奨されているのでしょ

うか？  

二酸化塩素製品のサプライヤーは、今ではPETとHDPEの違

いをよく知っています。しかし、素人の誰もがこの違いに一

目で気づくことができるわけではなく、例えば、自宅にある

空のペットボトル飲料を使おうとすると間違えてしまいます

。だからこそ、私たちは安全にプレイし、1000プロトコルの
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1日の投与量のために、IKEAから1つのような密閉可能なガ

ラス瓶をお勧めします;-) 

 

質問：NEMや薬とMMS/CDSを同時に服用するのはどうで

しょうか？  

これまで我々は、MMSまたは二酸化塩素とビタミンC 

/ナトリウムの相互中和を離れて、任意の相互作用を知られ

ていない。Dr. Klinghardtは、朝、例えば18時までMMS/CDS-

1000のプロトコルを推奨し、3-4時間後、すなわち21-

22時から、すべての食品サプリメント（NEM）と必要に応

じて薬を与えます。二酸化塩素は通常、一般的な塩、水、酸

素に分解される前に、体内では１〜２時間しか作用しないの

で、この時間間隔は、これまでに知られていないが可能性の

ある相互作用を避けるために十分であるべきである。 
 

質問：歯にアマルガムの詰め物をしたり、金属製の人工補

綴物を体内に入れたりしてもMMSを服用できますか？  

おそらく、量が少なく、作用時間が短いためか、身体の中の

詰め物、ブリッジ、入れ歯、金属製のインプラントなどの被

害は報告されていません。MMSは、アマルガム充填物から

放出された水銀を酸化して水溶性の金属塩にし、腎臓や尿を

介して排泄することができます。CDSやCDSplusはpH値が中

性のため、MMSよりもさらに害が少ないようです。私が知

っている唯一のことは、既存のアマルガムの詰め物では重

金属を排出してはいけないということです。ここでは、水

銀などの重金属が大量に放出され、さらに体に負担がかかり

ます。 

 

質問：MMS/CDSのわずかな摂取で非常に強い吐き気や嘔吐

、下痢をするのはなぜですか？  

これが実は今では珍しく、様々な原因が考えられます。一方

で、非常に稀に塩素アレルギーを発症することがあります。

一方で、体は非常に重く汚染されている可能性があり、この

1回分のMMS/CDSは他の人よりも多くの細菌を殺しています

。そして、この高濃度の細菌性の老廃物は、腎臓や肝臓の過
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負荷による副作用を誘発します。また、推奨されている塩酸

ではなく、クエン酸や酒石酸などを使用していた場合は、活

性剤が原因の場合もあります。人によっては非常に酸性の人

もいますし、MMSの残留酸にも非常に激しく反応しますの

で、その場合はpH中性のCDSplusに切り替えた方が良いでし

ょう。最後の手段として、寄生虫に感染している可能性があ

ります。寄生虫は二酸化塩素に非常に激しく反応し、大量に

増殖を開始し、慌てて私たちの体に腸の内容物を注ぐ。アン

モニウム、ホルムアルデヒド、ヒスタミン、マニリンなどの

寄生虫のこれらの排泄物は、私たちの免疫系のための神経毒

であり、したがって、重篤な副作用を引き起こす可能性があ

ります。ここでは、寄生虫の治療法、例えばアンドレアス・

カルカー博士（本「Back2Balance」を参照）によるものが示

されるでしょう。 



www.mms-seminar.com 

96 

2.人間におけるMMSの成功例  
 

鼻炎、インフルエンザ、EHEC、豚インフルエンザ、鳥イン

フルエンザ、エイズ、肝炎、ヘルペス、結核、血中毒（敗血

症）、食中毒、破傷風、小児感染症、水虫、腸管真菌症、糖

尿病、開脚、癌、毛細血管白血病、口の中や喉の炎症、特に

歯の炎症など、多くの経験と成功例があります。一方で、世

界的には非常に多くの報告があり、残念ながら体系的に収集

されたものではなく、誰にも評価されていません。これは時

に民間の健康運動の限界を明らかにしている。私自身も、ア

フリカでの援助プロジェクトの社員がマラリア感染を実験室

で確認したことで、繰り返し成功していることを知らされて

います。さらに、ワークショップの参加者から、命に関わる

毛細血管性白血病を完治させたという、非常によく記録され

た症例をいただきました。カリブ海地域で現在横行している

チクングンヤ熱など、従来の医学では治療法がない病気でも

、心強い成功例が報告されています。 
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2.1 MMSとがん  
 

オーソドックスな医学では、がんの原因は、家族の体質（遺

伝）と、食事、飲酒、スポーツ、アルコール、ニコチン、最

近ではストレスなどの生活習慣の危険因子にあるとされてい

ます。これらのやや一般的で意味のない統計的な記述を除け

ば、正統派医学は、がんの発生について一貫した詳細で論理

的なモデルを提示することができませんでした。私は自問自

答しています：問題の根源がわからない場合、どのようにし

て有意義な治療療法を展開していきたいと考えていますか？

しかし、MMS運動が起こるずっと前から、代替医療の分野

では、がんの発生について、すでに多くのもっともらしい説

が存在していた。200年近く前にルイ・パスツールは、細菌

のいない健康な体と、外から侵入して人間を病気にする悪玉

菌のモデルを提唱しました。これに対して、当時の対戦相手

であったピエール・ジャック・アントワーヌ・ベシャンプは

、「微生物はどこにでもいるものであり、生命を可能にした

ものであり、それを可能にしたものである」と言っていたこ

との方がはるかに正しい。特定の環境だけが特定の細菌を強

力に増殖させる。パスツールは死の床で、「微生物は何もな

いが、環境はすべてである」という一文で相手の正しさを証

明した。抗生物質を使って細菌と戦うのではなく（これはよ

く知られているように、抗生物質耐性にしかつながりません

）、環境を整えることで、これらの細菌の発生や増殖をそも

そも防ぐための基礎を作ることができます。環境とは、温度

やpH値などの環境（間質水など）の特性を指します。これ

らの考えは、後に一部の研究者によってさらに発展した。ギ

ュンター・エンダレイン教授は、血液中に多形（形を変える

）細菌を発見しました。この細菌は、環境に応じて、体細胞

から菌類へと発展し、また元に戻ることができます。オルタ

ナティブプラクティショナーのエッケハルド・シリアン・シ

ェラーは、血液中にも偽装された真菌や寄生虫が存在するこ

とを発見しました。多くの種類の癌では、これらもまた、開

発の原因となっているようです。がん専門医のトゥリオ・シ
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モンチーニ博士は、はるか昔に腫瘍の核心部にカンジダ・ア

ルビカンス菌がいることを発見し、菌を殺す25％の炭酸水素

ナトリウム水溶液で治療することに成功しました。攪乱され

た環境のために、あまりにも多くの菌類が生産されます。体

はそれらを十分に排除することも、それらを消化することも

、その解毒器官である肝臓、腎臓、肺、腸、皮膚でそれらを

排泄することもできません。そこで、体は工夫を凝らして延

命を図ることにしました。このようにして、人間も菌類もお

互いを危険にさらすことなく、寄り添って長生きすることが

できます。この体の知的な解決策であるカプセル化は、その

後、オーソドックスな医学では退化性腫瘍と呼ばれ、積極的

に取り組まれています。興味深いことに、多くの外科医が、

腫瘍は周囲を切開して初めて広がることを発見しています。

オーソドックスな医学によれば、がん細胞は立体的な壁から

自らを剥離し、体内を移動し、どこかに新たな転移を形成し

ます。多くの研究者は、これらの移動する癌細胞を見たこと

がないことを認めている。しかし、実験室のシャーレに真菌

の培養物を入れてこすってしまうと、あちこちに新しい真菌

のコロニーが発生してしまいます。したがって、これらの「

脱落した」真菌が新しいコロニーを形成し、そのコロニーが

体にカプセル化されて新しい「転移」を形成する可能性が高

くなります。 
 

癌の種類や病期が異なる多くのMMSの成功例は、エンデリ

ン教授とシモンチーニ博士が正しかったことを示唆していま

す。MMSは体内の菌類も確実に殺しますから。では、腫瘍

（カプセル化されたキノコ）がMMSの応用で縮小する理由

も説明がつきます。しかし、MMSは多くの種類のがんと同

様に複数の方法で明確な改善につながるようです。一方では

、がん患者ががんから直接死ぬことはほとんどないことを知

らなければならない。これらの解毒器官が二次感染の細胞毒

素を処理できなくなり、身体の環境が完全に傾いてしまうた

め、彼らは通常、肝不全や腎不全で死亡します。また、化学

療法を受けた人は免疫系が完全に破壊されているため、この
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ような二次感染が体内に多く形成され、排泄物として有毒細

胞の毒素を産生する。これらは、患者をさらに病状が悪くな

り、弱くしてしまうのです。MMSは、これらの二次感染を

迅速に除去し、廃棄物や細胞の毒素の多くを酸化して除去し

ます。さらに、私たちは酸素を吸って糖分を燃やしているの

で、酸化的な存在でもあります。しかし、慢性疾患患者、特

に癌患者のエネルギー予算は非常に低いレベルで動いていま

す。MMSは細胞の発電所であるミトコンドリアを活性化さ

せ、酸化プロセスが再び動き出し、人間が再び利用可能なエ

ネルギーを持つようにします。がん細胞では、ミトコンドリ

アのスイッチを切ると、アルコール発酵によって細胞がエネ

ルギーを得て、周囲の組織をさらに酸性にして、がんの増殖

を促進します。しかし、MMSによるミトコンドリアの活性

化は、がん細胞そのもののプログラムされた細胞死（アポト

ーシス）につながるようです。二酸化塩素とジクロロアセテ

ート（ＤＣＡ）との相対性についての実験でも観察されてい

る効果。この自己破壊のメカニズムは、退化した細胞が自滅

するように、すべての細胞に自然に組み込まれていますが、

がん細胞ではそれがブロックされています。新しいがん治療

のための現代的なアプローチはすべて、健康な細胞にダメー

ジを与えることなく、このアポトーシスを誘導しようとして

います。MMSは活性酸素を側に放出してこの作業をするよ

うです。多くの人は、がんとMMSを使用しても、彼らの学

校の医療用医薬品と平行して、その後、2-

4時間の時間間隔で。 

 

MMSのこれらの複数の効果は、多くの慢性的に重篤な病気

や癌患者の多くは、心の中でクリアな自己治療の最初の日の

後に、再びエネルギーと闘争心に満ちている理由であるよう

に思われます。もちろん3日でガンが消えたわけではありま

せんが、その毒素を伴う多くの衰弱性の副作用が中和されて

いるため、肝臓や腎臓が楽になっています。また、体内には

酸素が多く、それゆえにエネルギーが多く含まれています。

そのため、MMSは短期的にはより多くの生活の質と寿命を
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提供しています。どのくらいの時間は、MMS 

と必要に応じて MMS2 

の変更でアプリケーションが癌を敗北させるために持続する

必要があります、もちろん常に個々 

のケースに依存します。さらに、それに付随する対策は、常

に物理的な治療に組み込まれるべきですが、何よりも精神的

、精神的なレベルでの治療にも組み込まれています。精神的

な葛藤やトラウマが病気の引き金になっていることが非常に

多いのです。MMSを使えば腫瘍を消すことができますが、

その場合は治ったとみなされるのでしょうか？多くの人は、

すでにオーソドックスな医療や代替医療で完全に健康になっ

ていたのに、1～2年後に再発した、いわゆる再発を繰り返す

ことが多かったのです。これは通常、身体だけを治療してい

ても原因となる問題が残っている場合に起こり、再び発症を

促します。2冊目の著書「Back2Balance」では、私がまとめた

ホリスティックながん治療について詳しく行きたいと思いま

す。3冊目の「Back2Health」では、メンタル・エモーショナ

ルなテクニックと、それを使って過去の因果関係の重荷を見

つけて解消する方法を扱っています。幸いなことに、この分

野では短時間で抜本的な成功を収めることができるテクニッ

クが増えてきています。 
 

がんの場合は、現在でも検討すべき所見があります。まず、

PSA検査の開発者によると、がんとの関連性については何も

書かれていません。しかし、オーソドックスな医学では、前

立腺がんに治療が必要かどうかを判断するために、まさにこ

の検査を使ってきました。近年、何千人もの人が不必要に怖

がって治療を受けています。乳がんの誤診が多く、それゆえ

に不要な治療も同様に多かったようです。ここでは、「予防

」というよりも、高価な機器をより有効に活用するためのマ

ーケティング手段になっているようです。しかし、私の経験

上、がんからの回復に向けて最も重要なステップは、恐怖の

幻想から出てくることです。恐怖は、あなたの中心とバラン

スからあなたをもたらし、その結果、あなたの力の外に出ま
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す。さらに、ネガティブな思考を繰り返すことで、思考の力

によってネガティブな結果を伴う自己成就的な予言もしてし

まうのです。 

 

事実だ 
- 

ギュンター・エンデルライン教授のウィキペディアエントリ

ー  

- 書籍「誤解された友人か..."マリア・Ｍブレッカー  

- 

書籍「カンディダリズム」エッケハルト・シリアンとサビー

ネ・シェラー  

- 書籍『がんは菌類』闘莉王シモンチーニ博士  

- PSA前立腺がん検診は危険な詐欺  

- 

記事「何百万人もの人が"がん"で間違った治療を受けてきた  
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2.2 

MMSとアルツハイマー、パーキンソン病、認知症  
 

最新の調査結果によると、特に世界的に有名な代替医療の博

士Klinghardtのものだけでなく、よく知られている代替医療

の実践者ウーヴェKarstädtのものは、これらの流行のように

広がる病気の開発のための不吉な新しいモデルを検索する必

要はありません。重金属、アルミニウム、グリホサート（殺

虫剤）などの環境毒素による中毒は、単純に存在している可

能性が高い。私たちの食べ物や環境がこれらの毒素でさらに

重く汚染されるようになってきた今、文字通り樽は早く満杯

になっているので、病人もどんどん若返っています。長子は

自動的に母体の重金属負荷の約半分を受けます。水銀は、例

えば神経や脳の細胞に蓄積され、その絶縁性のある脂肪を包

む層を破壊します。その結果、これらの神経はもはやすべて

で発火しないか、または完全に非協調的に発火します。MM

Sは重金属を酸化させる作用があり、重金属を水溶性の塩に

変えて腎臓を経由して排泄することができます。しかし、重

金属の排泄には、2冊目の「Back2Balance」で説明しているよ

り良い方法や方法があります。 
 

新しい研究によると、特殊な桿菌がアルツハイマー病や糖尿

病、心臓発作の発症に関与していると考えられています。こ

れは、多くの病気におけるMMS/二酸化塩素の広帯域効果を

再び説明してくれるでしょう。 
 

事実だ 

- 書籍「毒の代わりにデトックス」ウーヴェ・カルステット  

- 

書籍「私たちの脳の中の毒」医学博士ディートリッヒ・クリ

ンガルト  
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2.3 精神疾患のバーンアウトとうつ病におけるMMS  
 

第二次世界大戦後、いわゆるボロボロの女性が帰宅すると、

家が爆撃され、夫は殺され、息子は行方不明になることが多

かった。この精神的な苦しみには、食べるものも何もありま

せんでした。それにもかかわらず、これらの女性の中で精神

疾患を持っていたのはごくわずかでした。本来、人間は多く

のものを取ることができます。今の時代、多くの同時代人は

何かを鋭く見るだけで、すぐに「やけくそ」や「うつ」など

の精神的な問題を抱えている。これは必ずしも現代人の回復

力が落ちているからというわけではなく、ただ毒を盛られて

いるだけなのです。特に、重金属中毒以外にも、バランスの

崩れやリーキーガット症候群などで腸がダメージを受けてい

る場合は注意が必要です。私は自分の体で気づいたことがあ

りますが、腸がひどく傷ついていて、それゆえに敏感になっ

ている時には、私の精神も非常に薄皮で敏感になっていまし

た。腸内の状況が改善されたことで、私の精神も力を取り戻

しました。また、この地域では常に寄生虫の負担が予想され

るはずです。また、ここで私はMMS/CDS-

1000治療最小の寄生虫が体を去った後、明らかな改善が発生

した報告されたケースを持っています。しかし、ここでもM

MS/CDSは重金属の排出と腸内フローラの構築に関連しての

み使用する必要があります。また、双極性障害では、MMS

は明らかに改善効果があるようです。 
 

事実だ 

- DVD、アルミニウムファイル  

- 書籍「毒の代わりにデトックス」ウーヴェ・カルステット  

- 

書籍「私たちの脳の中の毒」医学博士ディートリッヒ・クリ

ンガルト  
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2.4 MMSと自閉症  
 

ケリー・リベラの息子が自閉症と診断されたとき、彼女はそ

れを信じることを拒否した。彼女はこの問題に一生懸命取り

組み、支援団体を立ち上げました。何年もかけて、彼女はそ

こでの食生活を洗練させ、グループの中ではほとんど症状の

ない二人の子供を産んでいました。これまでの自閉症の発達

についてのオーソドックスな医学の説明では、このようなこ

とはできないはずなので、彼女は自分の道を強く感じていま

した。その後、彼女はMMSグループでジム・ハンブルとア

ンドレアス・カルッカー博士に出会いました。最初は、ほと

んどの親がいつも子供がワクチンを接種して初めて自閉症の

特徴に気づくということがわかったそうです。ここには明ら

かに関連がありました（「危険な予防接種」の章も参照）。

しかし、予防接種後に自閉症を発症した双子のうちの1人だ

けが、博士アンドレアス・カルッカーが第2の引き金となる

寄生虫のプリロードを発見することができました。代替寄生

虫の救済と毎日のMMS/CDS浣腸と組み合わせた従来の医学

との特別な寄生虫の治療は、その後、画期的なものをもたら

した。この寄生虫の治療法については、2冊目の本「Back2Ba

lance」で詳しく扱われています。この浄化により、自閉症の

度合いを示すATAC値も低下した。そうこうしているうちに

、世界の150人以上の子どもたちが自閉症から解放され、初

めて学校や学校に戻り、親の愛情を返すことができるように

なりました。薬物治療も代替療法も二酸化塩素溶液と腸ene

masも、私自身の経験では、任意の方法で痛みや有害なもの

ではありません。このセンセーショナルな躍進を祝う代わり

に、メディアの代表者たちは、髪の毛でホラーシナリオを作

り、児童虐待の親を非難する以外に考えがないようだ。 
 

その中で、例えば、アメリカやイタリアではワクチンメーカ

ーを相手にいくつかの損害賠償訴訟が成功しており、アメリ

カの規制当局FDAは自閉症とワクチン接種の関連性を認め

ています。 
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ちなみに：アンドレアス・カルカーによると、自閉症の人の

手のバタつきなどの症状の多くは寄生虫から来ているそうで

す。これらの寄生虫はアンモニアを出しすぎて、自閉症の人

の肝臓ではうまく分解できません。栄養補助食品のL-

オルニチンは、これに対して非常によく役立ちます。これは

また、薬剤ＨＥＰＡメルツの主有効成分であるオルニチンア

スパラギン酸塩としてである。これを水に溶かして粉末状に

して飲むことができ、救急医療では静脈内投与も行われてい

ます。これにより、手でバタバタし続けるのをすぐに止める

ことができます。しかし、食べ物の消化の過程で毎日アンモ

ニアが発生するため、定期的に摂取する必要があります。 

 

事実だ 

- 書籍『自閉症を癒す Part1』ケリー・リベラ  

- 書籍「自閉症を癒す 第2部」ケリー・リベラ  

- 書籍「癒しは可能」アンドレアス・カルカー博士  

- 書籍「毒の代わりにデトックス」ウーヴェ・カルステット  
 

スピリット・オブ・ヘルス2014大会（ハノーバー）での講演 

- "自閉症、環境汚染と解毒" ディートリッヒ博士  

クリンガルト  

- 

"二酸化塩素、予防接種＆自閉症"博士アンドレアスカルッカ

ー  

- "自閉症を治す"ケリー・リベラ  
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2.5 MMSと太りすぎ／ヨーヨー効果  
 

太りすぎについて話すとき、多くの人々は主に1つの食べる

ものとどれだけ食べるかと穏健であることができないことの

特性の弱さを考える。これもある程度は当てはまるかもしれ

ません。しかし、一部の人が「太る」ように振る舞ったり、

すべてのダイエットにもかかわらずヨーヨー効果と関係があ

り、太る傾向があるのはなぜなのか、別の非常に興味深い説

明があります。このモデルは重金属中毒を想定しています。

私たちの体には重金属に対する消化酵素がなく、解毒器官で

ある肝臓、腎臓、肺、腸、皮膚などが重金属を処理できなか

ったり、十分な処理ができなかったりします。今、体に問題

があるのは、血液や組織に含まれる重金属の濃度が高いと、

ほとんどすべての生化学反応が乱され、それゆえに生命を脅

かすことになるからです。そのため、体にとって有毒なこれ

らの物質を排除したり、中和したりすることができない場合

、残された唯一の戦略は、安全な保管方法です。そのため、

体は心臓や脳からできるだけ離れた皮膚の下に脂肪細胞を形

成し、その中に重金属を蓄えているのです。脂肪は重金属の

周りに蓄え、その有害な作用を可能な限り不活性化させます

。人間と鏡やスケールがなければ、今の問題は解決します。

本人は太りすぎだと思っていて、断食療法やスポーツを始め

ます。重金属中毒になっていない人は、食事や運動で素早く

大幅に体重を減らすことができ、ダイエット後もこの体重を

維持しやすくなります。一方、重金属に毒された人は、長い

間食事をしていても効果を実感することはありません。彼ま

たは彼女が食事療法を強化し、より多くの極端なスポーツを

行う場合にのみ、体が不要な脂肪細胞を溶解し、血液中に戻

って重金属を放出したくないので、最初の成功が達成されま

す。だから、毒された人は早すぎる断食をあきらめて、太り

すぎた人と一緒に生活するか、対策を強化するかのどちらか

です。その後、彼は多くの体重を失って、奪い合いのダイエ

ットを終了した場合、ポンドは非常に迅速に戻ってきます。

その後の性格が強かったか弱かったかは全く関係ありません
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。重金属を再び安全に沈着させるために、体は脂肪細胞を再

付着させると判断しています。重金属を除去するしかありま

せん。また、MMSは摂取時間が長くなると重金属を酸化さ

せて尿を介して排泄させることができますが、それ以外にも

より効果的な方法があります。物理レベルでのお掃除対策に

ついては、2冊目の「Back2Balance」で詳しく解説しています

。 

 

事実だ 

- 書籍「毒の代わりにデトックス」ウーヴェ・カルステット  
 

2.6 MMSと糖尿病  
 

糖尿病の治療に成功した数多くのケースも非常によく記録さ

れています。しかし、MMSがこの病気に対して具体的に何

かできるわけではありません。MMSは、病気の原因となる

細菌から体や体液を浄化するだけです。これが糖尿病も治っ

たという事実につながるのであれば、細菌や膵臓の炎症が原

因である可能性が高いと考えられます。細菌、ひいては炎症

が取り除かれると、通常は十分なインスリンが再び分泌され

、インスリンの外用添加はどんどん払いのけていくことがで

きます。多くの国際的な事例を見たい場合は、Youtube.com

で"MMSと糖尿病"と検索するか、ウェブサイトのmms-

seminar.comで400以上のビデオ証言を見ることをお勧めしま

す。 

 

事実だ 

- ビデオ体験談 糖尿病の治療  
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2.7 MMSとマラリア  

 
2012年末、ウガンダの赤十字局では、3つの独立した国際的

なカメラチームがマラリア調査の様子を記録しました。日間

で７８１人を診察し、そのうち１５４人がマラリアに感染し

た。まず、従来のマラリア迅速検査で感染を判定し、その後

、顕微鏡下での血液検査で陽性の疑いのある各症例を明確に

確認しました。マラリアの可能性のある5つの病原体のうち2

つに二重感染している人もいました。すべての成人には活性

化18滴を1回投与し、すべての子供には活性化9滴のMMSを

飲ませました。24時間後、マラリアの陽性反応が出たのは15

4人中11人だけだった。他の人は皆、不満や症状はありませ

んでした。まだ感染していた11人は、すべてを飲んでいなか

ったか、薬を飲んだ直後に嘔吐したと述べています。彼らは

監督下で同量の2回目の投与を受け、翌日には全員がマラリ

アを発症しなかった。このよく文書化されたマラリアの研究

がテレビの報道で疑問視されていました。これを確認する医

師がいなかったため、MMSが24時間以内にマラリアを治し

たという証拠はないと主張されていました。この主張は、署

名や写真、入手可能な文書で完全に反論できる。一方、テレ

ビの報道では、MMSを服用した後、すべてのマラリア患者

が確かに「無症状」であったことを認めています。どうして

こんなことになってしまったのでしょうか？今日まで、オー

ソドックスな医学では、この短期間でマラリア患者を無症状

にすることはできませんでした。  
 

事実だ 

- マラリア調査 2012 ウガンダ    
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2.8 MMSとインフルエンザ  
 

インフルエンザはここでは特殊なケースです。私は個人的に

なぜ多くのMMSやCDSはインフルエンザの速い治癒につな

がることができますが、他の人のためにほとんど何も改善さ

れませんでしたジムハンブルに尋ねたことがあります。ジム

は、インフルエンザには2つの原因があると説明しました。

最初の原因は、実際の細菌であり、そこにMMSは、この感

染症を高速で敗北させるのに役立つ可能性があります。もう

一つの原因は、肉体的にも精神的にもあまりにも長い時間を

かけて無理をしてしまったことと、身体の回復段階を許可し

ていないことが関係していることが多いです。このインフル

エンザも症状からすると似たような感じですが、この場合、

体は必要な休息を取ることを主張します。本当にベッドレス

トしかありません。実は私自身も後にそのようなことがあり

ました。インフルエンザの前兆で寝る前の夕方にクララ6+6

プロトコールを服用しました。今まで何度もインフルエンザ

の流行を止められたことがありました。しかし、今回は頭痛

と手足の痛みが残り、鼻水が出続けていました。 
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2.9 危険な予防接種  
 

乳幼児突然死、ADHD、自閉症、神経皮膚炎、アレルギー、

不耐症など、これまであまり広まっていなかった病気が劇的

に増加していることから、複数回のワクチン接種との直接的

な関係が指摘されるようになってきました。これはもっとよ

く見ないといけない。理論的には、人は殺されたウイルスの

一部でワクチンを接種され、病気になることなく免疫反応を

起こし、その後の実際の感染から保護されます。どうやら、

これは全く効いていないようだ。その間に、人々はしばしば

黙認して「生ワクチン接種」に切り替えてきたからだ。これ

も効果がなかったようで、いわゆる「効果増強剤」と呼ばれ

るものを予防接種に加えて、体の反応を誘発させなければな

らなくなったからです。しかし、これらの増感剤は、アレル

ゲン性のあるアルミニウムや水銀化合物で構成されており、

乳幼児や子供には、これらの物質の成人の限界値の200倍の

濃度で使用されています。これでもまだ十分な効果があると

は思えないので、同じ活性物質で最大3回までの予防接種が

行われます。関連する結果は、特に成長している体にとって

は、実際には予見可能であり、まだ完全に否定されています

。MMS／二酸化塩素は既知のウイルスを安全に死滅させる

ことができるので、予防接種の感覚が全く問われます。統計

的に確率が低いにもかかわらず、健康な子供はすべての既知

の病原体に対してワクチンを接種しなければならないのでし

ょうか？それとも一部の病人だけをMMSで治療すればいい

のでしょうか？ 
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予防接種についての批判的な疑問 
 

なぜ予防接種反対派や予防接種拒否派が排除され、危険

なものとして分類されるのか？ａｃａｌｄｅａｃｅＺｌ

_2028ranchesWenn予防接種が実際に機能しているのです

が、予防接種を受けていない人は、どのようにして予防

接種を受けた人を危険にさらすことができるのでしょう

か？ 

 

なぜ予防接種の案内チラシを見せてくれないのか？ 
 

なぜ医師は今後、このチラシを見てはいけないのでしょ

うか？ 
 

前回の麻疹流行時に、なぜほとんどの病気の子供たちが

三種混合ワクチンを適切に接種したのでしょうか？ 
 

なぜオバマは、すべてのワクチンメーカーをあらゆる賠

償請求から保護する法律を可決したのでしょうか？ 
 

なぜワクチンは、これらのウイルスにしては珍しい方法

で体内に（注射で）持ち込まれるのでしょうか？ 
 

なぜ赤ちゃんは2歳までにワクチンを接種するのか？予

防接種から何かを学ぶことができるかもしれない自分自

身の免疫システムは、現時点ではまだ形成されていない

のです！ 預金口座に振り込まれているのですか？ 

預金口座に振り込まれているのですか？ 
 

血液脳関門がまだ形成されていないため、重金属が直接

脳に届く可能性があるのに、なぜ2歳未満の子供にワク

チンを全く接種しないのでしょうか？ 
 

なぜ、何万人もの兵士が強制的にワクチンを接種され、

今では湾岸戦争症候群になってしまったのか。 
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現在、ドイツではなぜ多くの予防接種指導員が国家ぐる

みで訓練を受けているのでしょうか？ 

 

ビル・ゲイツの最初の予防接種には、なぜアフリカの女

性を不妊にするホルモンが密かに含まれていたのか？ 
 

ビル・ゲイツはなぜ第三世界のマラリアにワクチンを打

ちたがるのか、MMSを使った安価で100％効果のある治

療法があるのはなぜなのか。 

 

事実だ 

- 書籍"ワクチンはやらない！"マイケル・ライトナー  

- 動画 "予防接種はしない！"マイケル・ライトナー  
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2.10 MMSが成功した疾患一覧  
 

これは、MMS、CDS、CDSplus、二酸化塩素およびDMSOを

用いた内部および外部処理の成功報告の不完全なリストです

。それは、文明の疫学的に蔓延している病気のほとんどは、

おそらく感染症、欠乏症状、中毒によるものであることが判

明した。 

 

 エイズ/HIV 

 にきび 

 光線性角化症 

 アレルギー 

 アレルギー性気管支アスペルギルス症 

 アルツハイマー病 

 筋萎縮性側索硬化症 ALS 

 アメーバ赤痢 

 狭心症 

 強直性脊椎炎 

 貧血 

 炭疽菌  

 アフトマキ科 

 意識障害 

 関節炎 

 関節炎 

 喘息 

 アテローム 

 自閉症 

 目と視力の問題 

 自己免疫疾患 

 サナダムシ感染症 

 バサリオマ属 

 膵臓疾患 

 膵臓がん 

 バジン病 
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 バートンレスチケット 

 ベータタラセミアマイナー 

 双極性障害 

 膀胱炎 

 血液のスポンジ 

 打撲 

 高血圧の方 

 ライムびょう 

 気管支炎 

 乳がん 

 乳腺炎 

 カンジダ真菌症 

 チクングンヤ感染症 

 慢性骨盤痛症候群 CPPS 

 慢性うつ病 

 慢性肥満 

 慢性疲労症候群 

 慢性腎臓病 

 慢性リンパ性白血病 

 頚椎症 

 潰瘍性大腸炎 

 コロナコビド-19の感染症 

 クッシング症候群 

 涙嚢炎 

 大腸がん 

 下痢 

 デング熱 

 糖尿病Ⅰ型・Ⅱ型 

 憩室炎 

 棘イボ 

 循環器疾患 

 湿疹 

 エプスタインバーウイルス病 

 風邪 
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 結節性紅斑 

 線維筋痛症 

 発熱 

 沸騰 

 子宮頸がん 

 関節痛・炎症 

 黄熱 

 ジアルジアラムリア 

 痛風 

 淋病 

 インフルエンザ 

 杮葺き 

 聴覚障害 

 抜け毛 

 痔 

 喉の痛み 

 尿路の炎症 

 皮膚の発疹 

 皮膚真菌 

 皮膚がん 

 酵母感染症 

 ヘリオバクター 

 A,B,C型肝炎 

 口唇ヘルペス、性器ヘルペス 

 杮葺き 

 動悸 

 心臓不整脈 

 炎症性心疾患 

 花粉症 

 ヒトパピローマウイルスHPV 

 髄膜炎 

 甲状腺機能亢進症  

 イシャルギア 

 特発性拡張型心筋症 
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 間質性膀胱炎 

 虫刺され 

 虫歯 

 手根管症候群 

 白内障 

 顎の炎症 

 骨の痛み 

 骨がん 

 喉頭炎 

 膝の痛み 

 結膜炎 

 コンジローム 

 頭痛 

 下肢静脈瘤 

 様々な種類のがん 

 食中毒 

 麻痺 

 リーシュマニア症 

 ハンセン病 

 白血病 

 白質細胞症 

 白斑症 

 肺炎 

 肺がん 

 エリテマトーデス 

 リンパ腫 

 ライムボレリア症 

 胃潰瘍 

 消化器感染症 

 マラリア 

 扁桃腺炎 

 メガ食道 

 メラノーマ 

 髄膜炎 
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 骨への転移 

 転移性乳がん 

 偏頭痛 

 クローン病 

 クッシング病 

 モルゲロン病 

 ＭＲＳＡ感染症 

 デュピュイトレンびょう 

 蚊に刺される 

 疲労感 

 多発性骨髄腫  

 多発性硬化症 

 筋リウマチ 

 筋肉の緊張  

 筋肉痛 

 緊張した筋肉 

 筋緊張 

重症 筋無力症 

 心筋梗塞 

 マイコプラズマびょう 

 筋腫 

 爪のカビ 

 爪の病気 

 傷跡の問題 

 鼻づまり 

 副鼻腔炎 

 じんましん 

 神経皮膚炎 

 神経障害 

 腎疾患 

 腎臓結石 

 腎不全 

 腎炎 

 ノロウイルス感染症 
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 浮腫み 

 オープンレッグ 

 耳の感染症 

 食道の病気 

 骨減少症 

 骨粗鬆症 

 骨肉腫 

 卵巣嚢腫 

 歯周病 

 寄生虫の侵入 

 パーキンソン病 

 パルボウイルス 

 腺熱 

 吹き出物 

 副鼻腔の真菌感染 

 真菌症 

 花粉症 

 多関節症  

 前立腺炎 

 乾癬 

 Ｑ熱 

 むずむず脚症候群 

 過敏性膀胱 

 過敏性腸症候群（RDS 

 網膜芽細胞腫 

 リウマチ性疼痛 

 風疹 

 ルール 

 サルコイドーシス 

 猩紅熱 

 甲状腺の病気 

 滑液包炎 

 重金属中毒 

 側湾症 
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 乾癬  

 豚インフルエンザ 

 セプシス 

 しげろうせん 

 鎌状赤血球貧血 

 副鼻腔炎 

 胸焼け 

 太陽アレルギー 

 口の中のスラッシュ 

 性器領域のツルツル 

 脊柱管狭窄症 

 緊張型頭痛 

 強直性脊椎炎 

 声帯麻痺 

 副鼻腔炎 

 前頭洞の感染症 

 梅毒  

 結核 TBC 

 破傷風 

 血小板減少症 

 耳鳴り 

 扁桃腺炎 

 三叉神経痛 

 腫瘍 

 腸チフス 

 太りすぎ 

 非互換性 

 やけど 

 やけど 

 中毒 

 心房細動 

 疣贅 

 おむつ皮膚炎  

 水痘 
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 創傷治癒障害 

 歯茎の出血 

 歯肉炎 

 根源的な癌 

 ダニに噛まれる 

 肝硬変 

 シスト 

 嚢胞性線維症 
 

このリストは技術的に正しくも完全でもありません。しかし

、ほとんどの病気が細菌や毒によるものであることを示して

います。二酸化塩素はどちらも安全に対処できます。一見す

ると、レメディがそのような万能薬であることを疑うかもし

れません。しかし、MMSは実際には体の水を浄化するだけ

で、ほとんどの病気は消えてしまいます。  

 

私は、あなたが上記の病気を持っている場合は、MMSが100

％あなたと一緒に働くことを主張しません。そのためには、

個々のケースごとに多くのエビデンスに基づいた二重盲検研

究が必要となる。その上、病気の起源の理由は、非常に多様

で個人差があることが多いです。1つを素晴らしく助けるも

のは、他のものを少し助け、3つ目のものは全く助けない。

これについての詳細は他の場所で。しかし、個別のレポート

や体験談のまとめなど、少なくとも希望を与えてくれるもの

はたくさんあります。誰もがこれらの経験の知識くらいは持

っているはずです。MMSでそのような自己処理をするかし

ないかは、誰もが自己責任でお願いすることにしています。 

 

結論：世界中のクリニックでもMMS / 

二酸化塩素と非常によく多数の実績と成功した治療法があり

ます。しかし、エビデンスに基づく二重盲検試験はほとんど

行われておらず、中でも二酸化塩素溶液と効果のない比較液

を味や匂いで誰でもすぐに見分けることができたからです。 
 

事実だ  
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- ゼーガルテン・クリニク スイス  

- マラリア研究  

- 本 "MMSハンドブック"博士医学アンチェ・オズワルド  

- 書籍「MMSを臨床的に検証してみた 
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2.11 CDSとコロナパンデミック  
 

危機の背景 

2020年は中国からの悪いニュースで始まった。そこにいた人

たちは、外道でハエのように死んでいました。伝えられると

ころによると、武漢の動物週販市場のコウモリから人間に突

然変異した病原体が飛び込んできたという。すると、それは

あっという間に起きてしまい、私たちは突然、日常生活にか

なりの制約のある世界的なパンデミックに見舞われてしまい

ました。ここでは政治的背景ではなく、健康面に関心を持つ

べきである。多くの病人が呼吸器症候群で亡くなっています

。ここで注目されているのは肺であり、肺胞内の酸素の取り

込みが妨げられたのでしょう。2020年の年末に向けて、私に

とっては以下のような状況でした。ヨーロッパの多くの国、

特にドイツでは、以前に健康被害としてメディアのパンデミ

ックがありました。どのメディアも感染者の数や死亡率がこ

れまで以上に高くなったことで溢れかえっていました。本発

明者によれば、使用されるＰＣＲ検査は、感染症、疾患、ま

たは感染の危険性を判定することができない。2020年のドイ

ツの全死亡者数でさえも、統計的には前年より高くはなかっ

た。これは他の多くのヨーロッパ諸国にも適用されました。

多くの専門家が抗議したが、聞く耳を持たなかった。彼らは

頑なにロックダウンプログラムを続けたため、多くの人がこ

のパンデミックを「パンデミック」と呼ぶようになった。

第一波で病院も救急室も完全に空いてしまった。だから、危

険なウイルスが道路上にあったはずがない。合併症を伴う普

通のインフルエンザと比較した人もいました。 

 

しかし、メキシコやボリビアなど南米の他の国からは、かな

り違ったメッセージが届いていました。数千人の医師を含む

数万人がここで亡くなったのは事実です。彼らのプロのマウ

スガードでさえ、どうやら何の役にも立たないようだった。

ここには、明らかに別の原因があったはずです。これがコロ

ナウイルスの別の変種なのか、別の生物・化学兵器なのか、
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放射線によるものなのか、私も今の段階では何とも言えませ

ん。最新の携帯電話規格である5Gは、60GHz帯での送信も

可能です。よく知られているように、肺胞内の酸素取り込み

が強く影響を受ける頻度。いずれにしても、ほとんどの患者

が酸素不足で窒息すると脅されていた。ここでは、いくつか

の医師は、ほとんどの南米諸国でアンドレアス・カルッカー

の多くのMMSの講義を覚えていた。彼らは彼に連絡を取り

、CDSが助けになり、患者に危害を加えないことを確認した

。一部の医師、政治家、将軍が自ら重症化し、二酸化塩素水

溶液の経口摂取ですべてが回復したときに初めて、MMSの

ためのブレークスルーが来ました。ボリビアでは、コビド19

人の患者の治療のために二酸化塩素を明示的に許可した法律

が急遽可決された。今、大学は二酸化塩素を大量に生産し、

人口の間で広く配布することを約束した。1日160人の死亡者

数から、最終的には1日6人の死亡者数になりました。アンド

レアス・カルッカーはその後、これらの国のほぼすべてのテ

レビ局のインタビューを受けました。アルゼンチンのテレビ

司会者ビビアナ・カノーサは、番組の最後に二酸化塩素溶液

を飲んで、「お勧めはしません、私がやっていることをお見

せします」と言っています。  
 

20カ国の4,000人以上の医師が国際協会www.COMUSAV.com

を設立したのは、すべての医師が15万人以上のCOVID-19患

者にCDS二酸化塩素溶液を使用することに成功したからです

彼らは、わずか4日以内にこれらの患者のほぼ100％の治癒を

達成し、副作用なしでこれを達成しました!病人だけを治療

することに成功しているのに、なぜ世界的な予防接種が必要

なのか？ 

 

私の結論：このパンデミックには少なくとも2つの異なるき

っかけがあります。そのうちの一人は命に関わるものです。

それが伝染するか、戦時剤や放射線の放出が引き金になるか

は関係ありません。二酸化塩素は、危険を回避し、この攻撃

を安全に乗り切るための予防的、急性的な措置として使用す
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ることができます。そのため、これを読んだ人には、クラシ

ックMMSとCDS/CDSplusをストックしておくことをお勧め

します。将来、再びロックダウンが始まると、小包サービス

が過負荷になるか、第一波のように、一部の国では単にスイ

ッチが切られることになるだろう。ということで、今すぐ在

庫を確保しましょう 
 
 

二酸化塩素は本当にコロナウイルスに効くのか？ 

 

MMS/二酸化塩素を信じるかどうかは別にして、誰でも-

どんなに頑固なMMS評論家でも-

自分や家族を守るためには、いくつかのアプリケーションが

あります。二酸化塩素が40ppm（更新：3ppmではなく）（

百万分の一部分）という非常に低い濃度でもコロナウイルス

を安全に死滅させることができるという事実は、中国の研究

で証明されました。重症急性呼吸器症候群関連コロナウイル

スの耐性に関する研究」と題したこの研究は、2005年6月に

実施され、既知のコロナウイルスのみを対象とした。そう、

この研究では、二酸化塩素が少量でも血液や尿、便に含まれ

るウイルスを試験管内で排除できることを証明したに過ぎな

いのです。これらの成功は体外試験管内でのものだったので

すね!それにもかかわらず、生体内、すなわち体内でも役立

つという科学的に正当化された希望もあります。いずれにし

ても、二酸化塩素はコロナウイルスに対して非常に良い消毒

剤のようです。この研究は、ウェブサイト（www.mms-

seminar.com）にリンクされています。 
 

基本的にMMS/二酸化塩素は、本書でここまで説明されてい

るように、日常生活の多くの場面で消毒に使用することがで

きます。ここでは、いくつかの例をご紹介します。詳細なア

プリケーションについては、本書の対応する章で詳しく解説

しています。 
 

食品を消毒する 
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国によっては、果物や野菜、肉や魚の消毒にも二酸化塩素が

使われています。例えば、清潔なキッチンシンクに冷水を入

れて、MMSを約10滴45秒間活性化させ、水に入れる。今、

あなたはそれに1-

2分間食品を浸します。今は完全に消毒されているので、野

菜にグリホサート（収穫直前に最後に一度だけ散布されるこ

とが多い）が残っていれば、それと一緒に酸化されてしまい

ます。レタスの頭とキュウリは冷蔵庫で10日以上保存でき、

収穫してもシャキシャキしています。 
 
 

対象物と表面の消毒。 

この目的のために、MMSだけでなく、CDS、CDL、CDSplus

も消毒剤として使用することができる。ここでは、疑いがあ

る場合には単純に過剰摂取することができます。例えば、冷

水1リットルあたり20滴のMMSを活性化します。二酸化塩素

水溶液で対象物を拭いて、約30秒ほど効果を発揮させてくだ

さい。 
 

車や部屋の消毒 

これはクラシックMMSでしかできないことで、CDSやCDL

、CDSplusを消毒剤として使うことはできません!重要:薫蒸作

業中は、人や動物を室内や車内に入れないでください。終わ

った後はしっかり換気をしてくださいね!ここでは、2つの物

質が混合され（それぞれ約20～30滴ずつ）、水が加えられて

いないため、常に二酸化塩素ガスが発生します。それは密室

を埋めて、小さな濃度でもすべてを消毒することになります

。 

 

洗濯物、洗濯機、乾燥機の消毒 

通常、多くの雑菌を殺すには洗剤と温度で十分なはずです。

誰がそれにもかかわらず、確認したいと思っている、例えば

、水とMMSの6活性化された滴を取り、最後のすすぎでこれ

をヒントにします。乾燥機では、この溶液に布を少し浸して

、これらを空の乾燥機に投入し、運転を開始します。その後
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、装置のすべての気道を消毒します。その後、機器は中性的

にまた新品のような匂いがします。 

 

手を消毒する 

安全面では最低でも30ppm以上をお勧めします。このような

二酸化塩素水溶液は、手洗いに使用することができる。一番

いいのはポンプスプレーのボトルに入っていて、手に何度か

吹き付けてこすり込むという方法です。 

 

顔を消毒する 

目を閉じたままの顔にも同じスプレーを吹きかけて擦り込む

ことができます。 
 
 

目の消毒 

中国のお医者さんが、マウスガードをずっとつけていても感

染していたと言っていました。目から感染したのではないか

と疑っている。ここでは、1つは非常に弱いCDS溶液を作る

ことができ、溶液中の酸残基のためにMMS溶液をしないで

ください。1つは、ピペットで10〜20mlのボトルに1〜2mlのC

DSの例を取ります。今、各目に1-2滴ずつ落として、1-

2分待ちます。二酸化塩素が入っているから燃えないのでは

なく、溶液に塩分が入っていないから燃えないのです。普通

の水道水でもシャワー時などに目に火傷をします。 

 

口や喉の消毒 

また、他の感染の可能性のある人と接触した人や、同じ部屋

に長時間いた人は、必要に応じて口や喉をすすいでください

。 
 

空気、気道、気管支を消毒する 

気道の奥にあるのは気管支と肺です。これを行うには、ポン

プスプレーヘッドで再度溶液を使用し、空気中にミストを噴

霧します。今度はこちら側を吸い込みます。これを3～5回繰

り返してください。 
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体を浄化し、内向きに 

この時点までは、すべてのMMS-

scepticは、まだ彼の視点を放棄することなく従うことができ

ます。しかし、病原体が体内にあり、適切な薬や予防接種が

できない場合はどうでしょうか？これらの一夜開発された薬

や予防接種が利用可能であったとしても、通常の長時間の検

査なしに、それらはその後どのように安全なのでしょうか？

だからこそ、ジム・ハンブルによると自己責任のセルフセラ

ピーは、一人一人に役立つのではないでしょうか。これは各

個人で決めなければなりません。誤ったことをして自分を傷

つけないようにするためには、このように無料電子書籍「M

MSで癒される？ 
 

マスクの消毒 

布製のマスクは、必ずしも多額の費用をかけて洗濯する必要

はありません。二酸化塩素による消毒の方がはるかに早いで

す。あなたは小さなガラスのボウルに4-

5滴ずつ活性化し、水を追加しないでください。そして、こ

のボウルの横にマスクを置き、大きめのサラダボウルですべ

てを覆います。その後、約10分ガスを与え、この大きなボウ

ルの下はすべて100％消毒されています。 
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動物を使った3つのMMSの成功例  
 

人間でのMMSアプリケーションは、いくつかの特殊な機能

を除いて、通常、動物にも同様に移植可能です。多くの関心

のある人たちは、すでに絶望的なケース（獣医師に見放され

た）の中で、絶望からMMSを動物に与えています。彼らは

それがどのようにうまく機能するか、驚いて、その後見たと

き、彼らはしばしば自分自身でそれを使用することにしまし

た。私は長い間ペットを持っていなかったので、私はステフ

ィ-

ラインからこの問題について自分自身の専門家のアドバイス

を得ています。彼女は、Facebookの動物のためのMMSグルー

プ（https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/）の創

設者であり管理者でもあり、動物のためのエネルギッシュな

アニマルコミュニケーションやその他の代替ヒーリング方法

（http://www.energetik-

sr.de）を提供しています。そんな彼女の体験談やおすすめポ

イントをまとめてみました。 
 

MMSとCDSを責任を持って取り扱うための重要な情報 

MMSとCDSを決して混同しないでください。活性化されたM

MSもその個々の成分も、それが腐食（酸性）することがで

きるので、常に水で希釈して、純粋に与えられることはあり

ません!一方、CDSはpH中性の溶液ですが、水で希釈されて

います。希釈した溶液は、カニューレを使わずに注射器で汲

み上げ、動物に経口投与することが多い。 

 

MMSとCDSはフィードに属していません! 

動物が二酸化塩素水溶液を受け入れることを好まない場合に

は、肉のストック、クリーム、または例えば自家製のリンゴ

ジュースなどと混合してもよい。古典的なMMSの活性化は

、必ず最初に水を加えて停止させてから、これらの液体のい

ずれかに入れてください。ステフィはまた、CDSを少しの水

で薄めます。 



MMSでヒーリング？  

129 

 

必要な水量 

彼女は、少なくとも10ミリリットルの水、より良いより多く

を追加するには、活性化MMSの1滴から動物をお勧めします

。雫の数が多いほど水を足す必要があります。彼女の経験に

よると、人間と大型犬は通常、MMSの2滴以上、またはCDS

の4ml以上を1回の投与で必要としません。CDSだとメーカー

にもよるだろう。安定化していないCDSでは、例えば4滴で1

mlの水しか必要としないのに対し、安定化CDSplusでは味の

関係上、この4滴に少なくとも2mlの水を必要とします。  
 

投与量の目安 

常に少量から始めて、徐々に増やしていきます。MMSとCD

Sをどのくらいの期間投与しなければならないかは、病気や

動物の全体的な状態によって異なります。若くて体格の良い

動物は、1～2週間以上与えられることはありません。だから

、防衛システムも貢献できる。癌などのために長期に渡って

与えなければならない場合は、3週間ほど休んで抗酸化物質

を体に補給した後、最小量のMMSやCDSで再スタートする

ことを勧めています。MMSはまた、次の時間に7倍の量まで

動物の胃でアフターガスを発生させることができるので、そ

れは十分な2-3 MMS-投薬毎日のほとんどです。  
 

3.1 小動物のプロトコール  
 

ウサギ、モルモット、鳥、ハムスターなどの小動物にはCDS

の使用をお勧めします。動物の大きさにもよりますが、重度

の場合は1/2～4滴が非常に効果的で、これを1日3～5回程度

、1～3週間の間、投与します。それ以外の場合は、1～2週間

の期間に1日2回の同じ単回投与で十分です。  

 

3.2 猫と小型犬のためのプロトコル  
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猫 

彼女自身の猫の運動失調症やその他の感染症の経験をもと

に、独自の猫のプロトコルを開発しました。彼女のCDS猫プ

ロトコルの用量はまた、任意の癌に適合しています。猫のた

めの古典的なMMSから、次のように準備されている1/4滴で

十分です：1滴を活性化し、45秒の待ち時間の後、水の約20 

mlを追加します。この溶液から５ｍｌを注射器で抜き取り、

単回投与することができる。あとは単純に動物に使われてい

ないだけです。 
 

軽い痛みや痛みに 

1日3回投与してください。最初の2回分はCDSを4滴ずつ（3,0

00ppmまたは0.3％）から開始します。3回目以降は1回に1滴

ずつ増やして最大12滴まで服用してください。朝、昼、夕方

に3回の単回投与を行うか、集中プロトコルを行い、これら3

回の投与を1時間の間隔で行うか（アンドレアス・カルッカ

ー博士の集中プロトコルに似ています）のいずれかを選択し

ます。この方法では、朝にホメオパシーのレメディを与えて

から集中プロトコルを行い、夜には食事に吸収剤を加えるな

ど、一日をより効率的に使うことができます。吸収剤として

、ヒーリングアース、ゼオライト、ベントナイトのいずれか

を使用します。 
 

がんなどの感染症や命に関わる病気には 

最初の3日間は1日5～7回の服用から始めましょう。最初の2

回分を4滴のCDSでスタートし、3回目からは1滴ずつ1滴ずつ

増やして最大20滴まで増やしていきます。4日目から1週間、

1日3回まで。その後、最大用量を1日2回、さらに1週間与え

ます。 

 

プロトコールは良いガイドラインですが、実際にはそれぞれ

の動物に個別に調整することで最良の結果が得られることが

示されています。 
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重度の下痢を呈するパルボビロ病などの疾患には、すぐにM

MSやCDSを塗布するのではなく、薬用炭を投与する。下痢

がなくなったときだけ、MMSとCDSを与えることができま

すが、その後、時間を遅らせて、再び飼料中の上記の吸収剤

のいずれかを使用してください。 
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3.3 中型・大型犬のプロトコル  
 

CDSの単回投与量は1mlから4mlに増やすことができ、MMSの

場合は1/2滴から最大2滴まで増やしてください。感染症では

、「地中海性疾患」（リーシュマニア症など）、がん、代謝

性疾患のステフィ・ラインは、MMSまたはCDSを1日2～3回

、3週間投与することを推奨しています。また、ここでも多

くの毒物が体内にあることを考慮して、必ず吸収剤をここで

も飼料に入れて与えてください。  
 

3.4 馬のためのプロトコル  
 

ステフィは自分で馬を使ってCDSを使うのが好きです。彼女

は1回の投与量が4mlから始まり、馬の大きさに応じて10～20

mlまで増やすことができます。クラシックMMSは5個から最

大20～30個のドロップを増やす必要があります。最小量（C

DS 4ml、MMS 

5滴）から始めて、最低でも250mlの水で作業し、可能であれ

ば最後に自家製リンゴジュースを飲ませてください。MMS

では、より高い用量で常に1-

2滴のDMSOを追加すると便利です。したがって、塩素酸塩

の生成を防ぐことができます（DMSOの章を参照）。また、

ここでは、それが増加しているが、どのくらいの頻度で、ど

のくらいの期間、我々はMMSやCDSを与えると、他の何が

良い動物に行うことができますどのように高くなるかに依存

します。馬は吐くことができないので、吐き気の閾値に到達

する危険性さえあるべきではありません。彼女自身の経験や

FacebookのMMS動物グループからの報告から、蹄癌、蹄葉炎

とその結果、代謝性疾患、アレルギー、感染症などの重篤な

疾患は、すでにここで述べた手順（3週間、1日2～3回、その

後2～3週間の休息をとり、再度3週間、少量から始める）で

非常にうまく治すことができると言えるでしょう。ライム病

で治療を受けていた馬が、たった1週間でMMSを取得しまし
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た。常に5滴から20滴に増加。MMS管理後、明確な改善が見

られるようになった。  

 

ステフィはMMSの大ファンですが、彼女は決して一つの手

段や方法で単独で治療するのではなく、常に全人的に治療し

ています。そうすることで、明らかな症状が沈静化するだけ

でなく、実際の原因を見つけて解決することができるのです

。 

 

3.5 反芻動物のためのプロトコル  
 

反芻動物は、以前の胃の腸内フローラがどの程度まで乱され

るかはまだ完全には明らかではないので、経口的にMMSやC

DSを受けてはいけません。また、ルミナントをするとガス

が入ってきたところにガスが出てきたり、吸い込んでしまう

可能性もあるので、全く効果が得られるかどうかはわかりま

せん。羊、ヤギ、牛の治療は、したがって、現在はまだ浣腸

や輸液で十分な経験をすでに持っている専門家の手に属して

います。しかし、MMSを10滴活性化させ、200mlの水で満た

し、この溶液で乳頭の乳管をすすぎ、例えばカニューレのな

い注射器などで乳房の炎症を自分で治療することができます

。  
 

創傷治療 

動物が自分で舐めることができる場所では、必ず内服するよ

うに混合物を塗布してください。そうでなければ、100～200

mlの水に10～20滴のMMSを混ぜることができます。彼女は

混合物にスプレーできない場合は、彼女が溶液に浸して、処

理する場所に数分間保持する紙のハンカチを使用するのが好

きです。彼女の意見では、CDSはアウトガスが早すぎるため

、外部治療にはあまり向いていないとのこと。 
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動物にMMSやCDSを与えることができず、クリームや肉汁

、自家製りんごジュースで摂取しない場合はどうすればい

いのでしょうか？  

それから例外として、亜塩素酸ナトリウム水溶液NaCIO2を

単独で水に加えるだけで、飲むときにはそこにある塩酸と一

緒に胃の中で活性化され、目的の二酸化塩素ガスが発生しま

す。しかし、ここでは、活性化されたMMSとは直接比較で

きない二酸化塩素生成の遅延型に関するものである。250-

500mlの水または1リットルの水で6-10滴の1-

5滴は、ここで彼女の良い推奨事項であろう。  
 

動物のMMSやCDSの取り扱いでよくある間違い。  

水の混入量が少なすぎると、将来的には動物が味を気にして

MMSを拒否してしまう可能性があります。あまりにも高用

量を投与した後、下痢や嘔吐が発生した場合、動物はこれを

互いに結びつけてしまうため、MMSを受け入れようとしま

せん。吸収剤が添加されず、それによって動物がさらに悪化

した場合、これはまた、将来的にMMSが拒否されるという

事実につながる可能性があります。ドイツ語ではこう言った

：神は動物が愚かではないことを知っている 

 

ステフィ・ラインは、実際にはエネルギー的な癒しの仕事に

加えて、ホメオパシー、シュッスラーソルト、バッハの花な

どの他の穏やかなレメディや方法を好むだけですが、彼女は

MMS/CDSを頻繁に使用するのが好きです。生物エネルギー

テスト手順を使用して、彼女は通常、特にそれぞれの動物の

ためのすべての可能な救済策をテストします。ここでは、試

験手順は、動物に対する適合性および／またはＭＭＭＳおよ

びＣＤＳの利点を非常によく示した。このようにして、彼女

はまた、その微妙な効果に出会い、時間をかけてそれらを評

価することを学びました。私たちの動物の病気や不満は、飼

い主さんとその対象領域に大きく関係しています。飼い主と

の確執の解消が、その動物の病気の治癒につながることもあ

ります。そのため、ステフィは飼い主と動物を一つのユニッ
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トとして扱うことが多いです。これについての詳細は、彼女

自身のウェブサイト www.energetik-sr.de。 

 

二酸化塩素を大騒ぎせずに仕事をする獣医師が増えています

。結局のところ、命を救い、苦しみを和らげることが大切な

のです。これを公表し、当局とトラブルになり、道徳的な勇

気を示した獣医師の最近の報告がこちらです。 



www.mms-seminar.com 

136 

3.6 二酸化塩素に納得の獣医さん  
 

ハンブルクの有名な獣医師ディルク・シュレーダーは、二酸

化塩素を使用して、多くの異なる方法で動物を非常に正常に

治療します。10,000ユーロの罰金の脅しを受けて、彼は二酸

化塩素溶液による処理を直ちに中止するよう命じられました

。その後、彼は反撃に出て、この決定に異議を申し立て、当

局に刑事告発までした。彼は、あまり効果的で高価な抗生物

質の代わりに、部分的に二酸化塩素を使用した治療法を使用

していますが、部分的には、そうでなければ、絶望的で不治

の病として眠らせなければならないようなケースにも使用し

ています。健康と消費者保護のための当局の図太いアプロー

チ、これについての専門家の無知、そして最後に動物を死か

ら救うための禁止がシュレーダー氏を行動に移させた。シュ

レーダー氏は現在、ハンブルク検察庁に共同で権限濫用を行

ったとして、地元当局を刑事告訴している。彼の意見では、

治療の緊急事態にある医師は、たとえ認可されていない医師

であっても、どのような手段や方法を用いても自由である。 
 

主張声明の中からいくつかの興味深い文章を紹介します。 

"特に亜塩素酸ナトリウム/二酸化塩素酸ナトリウム(MMS)、

過酸化水素、次亜塩素酸塩(例：MMS2)については、免疫学

の基礎研究で数十年前に確立されています(ノーベル賞を受

賞したこともあります)。酸化剤は、微生物がそれらに対す

る抵抗力を構築することができないという決定的な利点を持

っている、つまり、我々は 

"進化"は喜ばしい予見を証明することができます。一方、ヒ

ト/動物の細胞は、自然に一定量の酸化物質を許容している

のに対し、微生物や他の抗原（病気の原因となる病原体）は

、はるかに低い濃度で破壊されてしまいます。…” 
 

と、上に書いてあります。 
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"何十年にもわたって広範囲に使用されてきた酸化剤に対す

る現在の感情的で不当な"魔女狩りは、このような背景から

は客観的に理解できません。科学的な基礎的な情報が顕著に

欠如していただけに、処罰の脅しをかけられて公務命令が問

われることになってしまったのです。 
 

私は、ダークシュレイダーのような染毛の獣医師の横にも代

替医療や精力的に働く動物のセラピストは、ユニゾンで正常

にMMS/二酸化塩素を使用していることをここで非常にエキ

サイティングな発見。効果だけでも納得できそうですね! 
 

事実だ 

- 獣医師がMMS禁止後に刑事告訴  
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4.MMSメディアベイト  
 

2014年4月までのドイツ語圏ではMMSに関する書籍が多く、

すでに聞いたことがある人や利用したことがある人は50～10

0万人と推定されていました。それにもかかわらず、それは

むしろインサイダーの間でのインサイダー・タレコミでした

。我々はこれを変更したいと思ったので、我々はハノーバー

の "健康Kongress 

2014の精神"の組織とジムハンブル出版社からレオKoehofを

サポートしています。イベントは大盛況で、1000人をはるか

に超える来場者が訪れた。急にマスコミの関心も高まり、複

数のテレビ局が議会に来て数回の取材を行った。最初の報告

書にはMMSの警告が含まれていましたが、会議の参加者も

発言していました。ある参加者は、MMS摂取後わずか3ヶ月

で腫瘍が90％縮小したという事実を語った（NDRレポート

）。これは、今のドイツ全体がMMSに興味を持っていると

いう効果がありました。そして、マスメディア(ARDのレポ

ート、ARDの対照、RTLの昼の雑誌、RTLの爆発物、ミラー

TV、ミラーオンライン、T-Online、NDR-

Visite、MDR、HAZ、絵新聞)の調子がMMSに対してより鋭く

なったことをすぐにそこに見なさい。興味深いことに、異な

るテレビ、オンライン、印刷メディアの異なる記者たちは、

常に同じフレーズ、真実ではないこと、裏付けのない告発、

古い引き出しを使って、現役スピーカーを糾弾していました

。このような真実味のない報道が、人々が「嘘の報道」を今

年の言葉に選んだ理由の一つだったのではないでしょうか。

いわゆる質の高いジャーナリストが、結果を出さずに独自の

調査を行っているという話は、もはやありえない。彼らは契

約書の報告書であり、一方は他方から書き捨てられていた。

このため、ここでは個々の非難は、誰もがMMSについて自

分自身で判断できるように、ロード可能な事実に対抗するこ

とになっています。プロパガンダではなく、開放性に頼って

います。 
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事実だ  

- MMSに対する鈍感なメディアのヘイト集  

- スピリット・オブ・ヘルス・コングレス2014    

- スピリット・オブ・ヘルス・コングレス2015  



www.mms-seminar.com 

140 

4.1 告発：「MMSは有毒塩素系漂白剤である  
 

ウィキペディアで"塩素系漂白剤"という用語を検索すると、

興味深いことに、純粋な塩素に直接導かれ、二酸化塩素につ

いてのエントリではなく、また、MMSの基本的な材料であ

る亜塩素酸ナトリウムにも導かれません。しかし、素人には

そのような繊細さを見分けることはできません! 

 

定義：ハンブルク大学によると、塩素系漂白剤は、塩素系

漂白剤としても知られており、塩素系漂白剤またはジャヴェ

ルの灰汁としても知られており、希釈した苛性ソーダに（元

素、すなわち純粋な）塩素を加えることで製造されます。 

 

しかし、MMSのアプリケーションプロトコルは、間違いな

く塩素系漂白剤を使用していません!出発物質である亜塩素

酸ナトリウムも、MMSの実際の活性物質である二酸化塩素

も、定義上は塩素系漂白剤ではありません。また、亜塩素

酸ナトリウム水溶液は、それ自体は全く飲まず、酸で活性化

して二酸化塩素ができた場合にのみ飲用しています。順番に

二酸化塩素は、飲料水の消毒のために100年以上使用されて

いる、私たちの食品ナンバー1、果物や野菜だけでなく、肉

や魚は何年もそれで消毒され、より長く耐久性のあるものに

しています（アメリカ）。再度フィルターをかけたり、食材

を洗い流したりする必要もありません。例えば、乳製品、ビ

ール、ワインなどの食品加工工場では、個々の生産バッチ間

のラインパイプを消毒し、それを用いて洗浄している。だか

ら、私たちの食べ物や、それを消費する人や動物に害を与え

ることはありません。二酸化塩素水溶液の経口摂取の無毒性

は、WHOとEPAによる国際的に認められた研究によって十

分に証明されています（下記参照）。パラケルススはすでに

「毒物」であることを述べています。毒性を比較してみると

、実際にはニコチンやコーヒー、アスピリンよりも二酸化塩

素の方がはるかに「無毒」であることが明らかになっていま

す。 
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事実だ  

- ユニ・ハンブルグ 塩素系漂白剤の定義  

- 二酸化塩素に関するウィキペディアのエントリ  

- 亜塩素酸ナトリウムのウィキペディアのエントリ  

- ウィキペディアの「塩素」の項目  

- 二酸化塩素の毒性  

 
二酸化塩素に関するウィキペディアのエントリ 

"高等生物は、嚥下による二酸化塩素の吸収に比較的鈍感で

ある。例えば、人間を対象とした研究では、健康な男性10人

に24mgの二酸化塩素を1リットルに単回投与しても、亜塩素

酸塩2.5mgを500mlの水に入れても、陰性の変化は見られませ

んでした。これは、ドイツの飲料水処理の最大値である飲料

水1リットル当たり0.2mgよりも10倍から100倍も高い。 

 

事実だ  

- 二酸化塩素に関するウィキペディアのエントリ  
 

二酸化塩素の経口摂取に関するWHO調査 

1982/1984年のWHO(世界保健機関)の研究では、10人の男性

を対象に12週間にわたって異なる摂取プロトコルと用量で二

酸化塩素水溶液を経口摂取し、Jim HumbleのMMS-

1000プロトコルの3倍の時間をかけて摂取したというものが

あります。血圧、呼吸数、脈拍、口内温度、心電図のほか、

広範な血液および尿の分析が行われた。  

結果：有意な副作用は測定されませんでした 

 

事実だ 

- 二酸化塩素の経口摂取量に関するWHOの研究 
 

二酸化塩素の経口摂取に関するEPAの研究 

また、アメリカ環境保護庁（EPA）は、二酸化塩素水溶液を

経口摂取した場合の影響について、ヒトや動物を対象とした
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多数の研究を委託したり、文献からまとめたりしていました

。 

 

結果：私たちの飲料水で合法的に許可されている100倍の濃

度のClO2でさえ、人間や動物に悪影響を与えないことがわ

かりました。 
 

事実だ 

- 二酸化塩素の経口摂取に関するEPAの研究  

 

結論：人々のはずの保護者や批判的なジャーナリストとし

て、まだMMS、亜塩素酸ナトリウムや二酸化塩素を「毒性

のある塩素系漂白剤」と呼んでいる人は誰でも、意図的に嘘

をついており、経口摂取したときの二酸化塩素の無毒性に関

する既存の国際研究を無視しています!MMSも出発物質の亜

塩素酸ナトリウムも、実際の活性物質の二酸化塩素も、塩素

系漂白剤ではありません!この気取った、意図的な混乱で1つ

は、MMSのコミュニティにその後、結果として生じる損害

をプッシュするために、非毒性の二酸化塩素で処理する代わ

りに、危険な塩素系漂白剤で新しいスタートアップと素人を

誘惑したいと思います!これは、故意の人身事故未遂という

犯罪行為を満たしています! 
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4.2 疑惑：「MMSは効果がない  
 

すべての化学の教科書には、二酸化塩素が世界一のウイルス

・細菌キラーであると書かれています。ジム・ハンブルの独

自の考えによると、体外の病原菌を確実に殺すことが知られ

ているものが、なぜ体の中でそうしないといけないのでしょ

うか？何万人ものポジティブなフィードバックは、たとえラ

イセンスを持った医師からであっても、全く異なるイメージ

を与えてくれます。効果がないとの主張のみがなされている

が、確かな根拠は示されていない。  

 

4.2.1 マラリア調査ウガンダ  

 
2012年末、ウガンダの赤十字局では、3つの独立した国際的

なカメラチームがマラリア調査の様子を記録しました。日間

で７８１人を診察し、そのうち１５４人がマラリアに感染し

た。まず、従来のマラリア迅速検査で感染を判定し、その後

、顕微鏡下での血液検査で陽性の疑いのある各症例を明確に

確認しました。マラリアの可能性のある5つの病原体のうち2

つに二重感染している人もいました。すべての成人には活性

化18滴を1回投与し、すべての子供には活性化9滴のMMSを

飲ませました。24時間後、マラリア陽性と判定されたのは15

4人中11人だけだった。他の人は皆、不満や症状はありませ

んでした。まだ感染していた11人は、すべてを飲んでいなか

ったか、薬を飲んだ直後に嘔吐したと述べています。彼らは

監督下で同量の2回目の投与を受け、翌日には全員がマラリ

アを発症しなかった。このよく文書化されたマラリアの研究

がテレビの報道で疑問視されていました。これを確認する医

師がいなかったため、MMSが24時間以内にマラリアを治し

たという証拠はないと主張されていました。この主張は署名

や写真で完全に反論できる。一方、テレビの報道では、MM

Sを服用した後、すべてのマラリア患者が確かに「無症状」

であったことを認めています。どうしてこんなことになって
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しまったのでしょうか？今日まで、オーソドックスな医学で

は、この短期間でマラリア患者を無症状にすることはできま

せんでした。  

 

4.2.2 ジオキシクロルの臨床使用  
 

ジオキシクロルは、原子状酸素の作用で真菌や細菌、ウイル

スを破壊する薬剤です。本製品は、ブラッドフォード研究所

、スタンフォード大学、国立がん研究所（NCI）、メイヨー

クリニックの研究者の緊密な協力のもと、生産形態と効果の

両面から、数多くの試験でさらに開発され、最適化されてい

ます。この酸素製剤の有効性は、世界中の様々な適応症で5

万回以上の輸液で証明されています。ジオキシクロルの有効

成分は、その名の通り二酸化塩素です。 

 

引用元: ゼーガルテン・クリニク・シュヴァイツ  

インフルエンザ、ヘルペスI・II、B型肝炎、エプスタインバ
ー、細胞巨大症、ポリオ、トキソプラズマ症、結核。ジオキ
シクロルはまた、カンジダ・アルビカンスやマイコプラズマ
のような悪性の真菌症、血液寄生虫や多形菌の治療にも成功
しており、これらは通常、多発性アレルギーに見られるもの
である。さらに、慢性疲労症候群（CFS、エプスタインバー
、HHV-

6ウイルス）など、抗生物質の長期使用後のアフターケア治
療やその結果的なダメージを軽減するための治療法の開発に
も取り組んでいます。ヨーロッパとアメリカでのジオキシク
ロル療法の説得力のある成功により、適応症のリストは、す
でに述べた疾患に加えて、歯肉炎、免疫系の弱体化、嚢胞性
線維症、再発性肺炎、再発性感染症を伴う気管支肺炎など、
他の疾患状態にも拡大されました。 
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4.2.3 

EUが医薬品として承認した亜塩素酸ナトリウム  
 

亜塩素酸ナトリウムは、番号EU/3 

/13/1139の下で19.6.2013年以来、希少医薬品の共同体登録簿

に登録されています。提出された研究によると、ALS（筋萎

縮性側索硬化症）の治療で進行を止めるようです。  
 

ウィキペディアへ。 

"亜塩素酸ナトリウムは、免疫系の一部であり、炎症プロセ
スに関与しているマクロファージの機能を混乱させます。筋
萎縮性側索硬化症（ALS）という希少疾患は、マクロファー
ジが過剰に活性化され、脳や脊髄の神経細胞にダメージを与
えるサイトカインが高濃度に発生することが原因であると考
えられています。米国[10]やEU[11]では、ALS治療用の亜塩素酸
ナトリウムはオーファンドラッグのステータスを持っており
、製薬会社が薬の承認に関して特権を持っていることを意味
している」と述べている。  

これ以上の追加はないと思います。 

 

4.2.4 HIV/AIDSでの成功例  
 

医師のクラウス・シュスターダー博士は、中央アフリカ共和

国の保健当局と協力して、二酸化塩素のHIV/AIDS患者への

影響についての研究を初めて行った医師である。博士医学ク

ラウスSchusterederは、ジムハンブルによって作られた多くの

癒しの約束から自分自身を切り離していますが、彼はHIV/A

IDSの治療における二酸化塩素の治療効果を認めています。

彼は、疫学的疾患の治療のための二酸化塩素の可能性をより

よく理解するために、政府当局と協力して包括的な臨床研究

を行うことを訴えています。さらに、医学博士は、二酸化塩

素の作用機序を理解するための薬理学的研究を求めている。

このインタビューでは、博士は、アフリカは次の基準を満た

http://de.wikipedia.org/wiki/Makrophagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Seltene_Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Zytokine
http://de.wikipedia.org/wiki/Orphan-Arzneimittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Arzneimittelzulassung
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す必要があります治療的アプローチを必要とする理由を説明

しています。効率性、無毒性、費用対効果、文化的統合。Sc

husterederによると、二酸化塩素は、これらの基準を満たし

ているため、第三世界の多くの人々を助けるために潜在的な

機会を見ています。 
 

米国保健福祉省の機関である国立衛生研究所（NIH）は、献

血された血液の浄化に二酸化塩素を使用した研究を発表し、

実験室でもこの効果を確認しました。特に、二酸化塩素（M

MS）の「エイズウイルス」への影響がそこでは調べられて

いました。15％の乳酸と約2.8％の亜塩素酸ナトリウムの原

液を2回希釈したものを使用した。1:150希釈ではHIV-

1の有意な消失が認められたが完全ではなく、1:100希釈の原

液ではインビトロで5分以内に血中の「エイズウイルス」を1

00％消失させた。 

 

結論：ジム・ハンブルによって宣言されたMMSのブロード

バンド効果は、多くの病気に対する研究や経験報告によって

十分に証明されています! 
 

事実だ  

- マラリア研究   

- ジオキシクロルの研究  

- ゼーガルテン・クリニク スイス   

- EUで医薬品として承認された亜塩素酸ナトリウム  

- 亜塩素酸ナトリウムのウィキペディアのエントリ   

- アフリカでのHIV/AIDSの成功  

- 国立衛生研究所「二酸化塩素はエイズ/HIV-を排除する 

ウイルス  

- 二酸化塩素による血液消毒の特許  

- 書籍「MMSを臨床的に検証してみた  
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4.3 告発：「MMSは純粋な金儲けである  
 

クラシックなMMSセットは15～25ユーロで、通常2～3年持続

します。奇跡の治療法で金持ちになりたい人は、通常、新開

発の薬でC型肝炎を治すために現在患者一人当たり20万ユー

ロなど、かなり高い金額を取る。重病人に誤った希望を与え

ることは、非常に不道徳なことであり、非常に不道徳である

。ジム・ハンブルは、最初の無料の本でこの知識を人類に無

料で提供し、寄付と他の本の売上金だけで生活しています。

2回ほど訪問しました。私が初めてドミニカ共和国を訪れた

時、彼はどの観光地からも3時間ほど離れた、地元のスラム

街の真ん中に住んでいました。彼の宿泊施設の設備はスパル

タンとは言えないだろう。50年前のユースホステルの方が設

備が整っていました。今日まで車を所有していない。また、

2回目の訪問時のメキシコでのドミトリーは、単純明快なも

のと言えます。今日まで彼の上には高級品やシンボルマーク

は見たことがありませんでした。彼は発見以来、人類にとっ

て大切なこの癒しの知識を広めるために、すべてのお金を使

ってきました。 

 

結論：ジム・ハンブルがMMSを通じて金持ちになり、今で

は贅沢な生活をしているという証拠はありません。 
 

事実だ 

- 書籍「癒しは可能」アンドレアス・カルカー博士  

- 記事"C型肝炎治療薬ソバルディ ..."オンラインミラー  
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4.4 告発「ジム・ハンブルとサイエントロジー  
 

そう、ジム・ハンブルはラリマーストーンがトレードマーク

の白いスーツに白い帽子で登場するのが大好きなのです。"

ショーは続けなければならない" 

彼はアメリカ人だからなそして、そう、彼はほとんど最初か

らサイエントロジストと一緒にいました。当時は、ロン・L

・ハバードの斬新なテクニック（ダイアネティックス）を用

いて、現世や前世のトラウマや恐怖、偽りのプログラミング

から自分の心を浄化しようとする運動でした。結果は、自由

で、人を寄せ付けない人たちでした。その後、この運動は浸

透し、今では「金目当てで洗脳された宗派」というイメージ

を持つようになりました。私は、この会や会員とはまだ故意

に接触していないので、決定的な判断はできません。しかし

、私はダイアネティックスの本やDVDには非常に深く関わ

っており、どちらもイデオロギーにとらわれない非常に興味

深いものだと思っています。ジムに聞いてみたところ、どの

質問にもオープンに答えてくれました。この組織の脱落者に

対する執拗な嫌がらせのようなこうした否定的な変化が始ま

ったとき、彼は当時の他の多くの人々と同様にサイエントロ

ジーを離れました。彼にとって、この章は30年間完全に閉ざ

されていた（！）。彼のMMSトレーニングやジムとの他の

すべてのミーティングにおいても、彼が自らの合意のもとに

サイエントロジーの分野の話題を取り上げたことは一度もあ

りませんでしたし、マインドマニピュレーションのテクニッ

クを使用したこともありませんでした。疑う余地なく証言で

きる。本当にただの地味なおじいちゃんで、人懐っこい笑顔

をしています。  
 

結論：世界的なMMSムーブメントは、サイエントロジーと

は全く関係のないこと以外には何もありません。人が惹かれ

ることや過去にしてきたことは本当に重要なのでしょうか？

それとも、これらの個人的な名誉毀損は、彼の実際のトレン

ドである内容や発言を、視聴者（引き出しのサイエントロジ



MMSでヒーリング？  

149 

ー）が扱うことを妨げるだけのものであるべきなのでしょう

か？ 
 

事実だ  

- 書籍「ダイアネティックス」人間の心のガイド  

- DVD「ダイアネティックスの使い方  
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4.5 告発「創世記Ⅱ教会  
 

ジムがアフリカの様々な国で多くのMMSヘルパーを訓練し

たとき、彼は何度も同じ脅威を経験しました。アフリカの多

くの国は政治的に不安定で、一方では武装した反政府勢力、

他方では政府軍がほとんどです。このゲームの善人と悪人が

誰であろうと、彼とその助っ人は何度も何度も政府や反乱軍

のスパイと見られ、武力で死を脅かされてきました。また、

国際的な宗教支援団体（赤十字、赤新月社）のIDを持って

いる人は、IDだけでそのような疑惑から守られていること

が多いと当時見ていた。そこで彼は「創世記二世教会」を設

立し、それに対応する身分証明書をヘルパーに配ったのです

が、それはかなり効果がありました。また、認められていな

い治療薬の無料配布は、多くの国で法的に処罰される可能性

があるので、MMSで消毒された水は、配送と配送者を法的

に保護するために、聖餐（例えば、ウェハや聖水のように）

にそれ以上のことをすることなく、宗教の自由の下で名前を

変更されました。一方、彼の世界的なMMS運動のほとんど

すべての信者は、このアイデアを取り上げ、彼らの国でその

ような脅威なしで彼の「教会」に参加しています。しかし、

この国の私たちが教会を想像していることは、決して真実で

はありません。誰もが以前の信仰を維持することができるの

で、宗教とは関係ありません。それはもっと、同好の士のゆ

るやかな会のようなものです。会員になるための唯一の告白

は、「良いことをして、良いことをしなさい」ということで

す。すでにあなたも会員になっています。形式主義も官僚主

義もない。MMSで鍛えられた人は「牧師」というステータ

スを持っています。MMSの訓練を受けていたり、最低限の

アドバイスをしていれば、「保健大臣」になることができま

す。また、訓練を行ったり、運動への他の偉大な奉仕を行う

者は、単に「ビショップ」と宣言されます。これらの肩書き

は、実際の上下関係や権利、義務とは無縁のものであり、笑

顔さえあれば、ほとんどの人が使うことすらありません。誰

もが目の高さで自分を見ていて、誰もがそれを持っていて、
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やっていてもやっていなくても、それは自分でしか見ること

ができない。誰もが、この地球上のすべての人がMMSや二

酸化塩素との健康の可能性について知ってもらうという共通

の目標に到達するために、彼ができるか、やりたいと思って

いる貢献をしています。この知識を持って何をしたいのか、

何をしたいのかはみんなに任せて、もっと知りたい人を応援

しています。また、この"教会"はいつでも問題なく再び去る

ことができ、ジムはこれを非常に重要視しています。 
 

また、この運動が成功裏に目標を達成できるように、あなた

の貢献をしたいと思っていますか？MMSの話をして、この

電子書籍を広めればいいのです。もちろん寄付はいつでも大

歓迎です 
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4.6 メディアへの質問-MMSの有効性  
 

どのような研究をしていても、この二面性の中で、すべての

物事には長所と短所があります。MMSについての報道では

、可能な限りの不利益を一方では間違った非難をしたり、単

に意識的に物事を発明したり交換したりするような形で明ら

かに見えます。他方では、MMSが何度も証明してきた成功

とプラスの効果を意図的に無視して隠しています。明らかに

これは、視聴者や読者から否定的な感情的反応を意識的に誘

発するために行われます。これはもはや独立したジャーナリ

ズムやオープンエンドな報道とは呼ばれず、単なるプロパガ

ンダに過ぎない。 
 

事実に戻って、これらのマスメディアの代表者たちへの不愉

快なカウンター質問をしてみましょう。 

 

4.6.1 ジオキシクロルの報告はどこにある？  
 

数々の試験を経て、ブラッドフォード研究所、スタンフォー

ド大学、国立がん研究所（NCI）、メイヨークリニックの研

究者の緊密な協力のもと、製品であるジオキシクロル（有効

成分二酸化塩素）をさらに開発し、製造形態と効果の両面で

最適化を図りました。この酸素製剤の有効性は、世界中の様

々な適応症で5万回以上の輸液で証明されています。なぜ、

この大規模臨床試験である二酸化塩素の静脈内投与とその成

功についての報告がないのでしょうか？おそらく、二酸化塩

素の臨床研究がないと主張し続けることができるのではない

でしょうか？ 

 

事実だ 

- ジオキシクロルの研究  
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4.6.2 A.L.S.に対するMMSがEUで承認された!  
 

2014年には、テレビやネット上で、芸能人や自分がそうだと

思っている人たちのおかしなアイスバケツ賭けについて詳し

く報道されていましたね。人々が氷の入ったバケツに冷たい

水を注いだ時、あなたはカメラを持ってその上に立ち、これ

らの低レベルの自画像は何週間も夕方のニュースで取り上げ

られました。すべては、ALS研究に必要な資金を調達するた

めに始まったと思われます。しかし、アメリカでもEUでも

、MMS/亜塩素酸ナトリウムをベースにしたALSに対する有

望な薬がすでに承認されているという事実については、あな

たはそれについて一言も言わないし、書かないのですね。ど

うして？片目でも両目でも目が見えないのか？ 
 

事実だ 

- EUで医薬品として承認された亜塩素酸ナトリウム   

 

4.6.3 健康分野における二酸化塩素特許 
 

検索エンジンや私たちのMMSファミリーを少し調べてみる

と、二酸化塩素をベースにした承認された医薬品がどんどん

出てきています。  
 

ここで、例えば、動物の創傷消毒用の米国承認スプレーCid

erm SPは、Frontier Pharmaceutical Inc. of Melville, NY 11747 

(www.cidermsp.com)から入手可能である。  

 

非毒性の防腐剤としての亜塩素酸ナトリウムの使用に関す

る1977年12.07.12の特許US-

4035483。テキストには、やけどなどの傷の治療や、自然の

再生過程を妨げることなく、感染症の治療に役立つと書か

れています。 

 

1988年2月16日にドイツのOxo Chemie社に付与された特許US-

4725437は、ハイデルベルクのFriedrich W. 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf
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Kühne博士が発明した物質で、「オキソフェリン」と呼ばれ

る物質に関するものです。FDAに承認された「WF-

10」に名称を変更したアメリカの会社に4500万ドルで売却す

ることができた。 
 

一般臨床用の防腐液の販売に関する特許（米国特許第270178

1号、08.02.1055号）。 

 

1991年5月28日にアルキド社に付与された特許US-

5019402は、血液および血液保存液の消毒のための二酸化塩

素を含む製品の販売を目的としています。現在では主に輸

液部で感染症予防のために使用されています。血液は生命の

万能薬であり、二酸化塩素で処理しても害はないのですね？

ならば、そんなに危険なことはないのではないでしょうか？ 
 

成分が亜塩素酸ナトリウムであり、免疫系を刺激すること

を意図した製品の販売に関する1998年3月11日の特許US-

5830511。バイオキシ社に付与されたもので、飼料補助食品

として動物に使用され、死亡率の低下、窒素の排泄量の低下

、抗生物質や予防接種への依存度の低下、免疫力の強化に

寄与することで動物の健康状態の改善につながります。 
 

1999年05月01日の特許US-

5855922は、慢性的な創傷や治りの悪い、または傷跡が残ら

ない他の皮膚疾患の治療に使用される製品のマーケティン

グのために、バイオサイド・インターナショナル社に付与さ

れました。この経験は、何年も前から開脚している場合（ほ

とんどが糖尿病患者さん）にも報告されています。 

 

免疫系の刺激剤として使用される製品の商業化に関する2000

年08月08日特許US-6099855は、Bioxy Inc.に付与されました。 

この製品は、動物の健康を改善し、食品の変換を強化し、

死亡率を減少させ、抗生物質やワクチンへの依存を減らし

、免疫系の改善により一般的な健康を改善することを目的

としています。 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6099855.pdf


MMSでヒーリング？  

155 

 

二酸化塩素の経口投与によるアメーバ赤痢の制御製品の販

売に関する1981年10月20日の特許US-

4296102、メキシコシティのFelipe Lazoに付与された特許。 

 

2001年6月26日の特許US-6251372 

B1は、プロクター＆ギャンブル社が口臭予防のための製品

を販売するために付与されました。 
 

1989年7月25日の特許US-

4851222、Oxo社に付与された骨髄再生用製品の販売に関する

特許驚異的！ 
 

皮膚疾患における細菌、真菌およびウイルスと闘うための

製品の販売に関する1988年02月04日の特許US-4737307。 

 

1982年3月2日付の特許US-4317814は、メキシコのFelipe 

Lazoに皮膚熱傷治療薬の商業化のために付与されました。 
 

1993年12月10日の特許US-

5252343は、最大1,000ppmの二酸化塩素を使用した細菌感染

症、特に乳腺炎の予防と治療のための製品の販売のためにAl

cideに付与されました。 
 

エイズに起因する認知症の治療のための特許US-5877222。 
 

神経変性疾患の治療薬としてUS-8029826B2、US-

7105183B2の特許を取得しました。 

 

ハンガリーでは、ブダペスト大学の技術と経済のための科学

者のグループが、ゾルタン・ノズティツィウス教授とヨサ・

アンドラーシュ・クリニックを中心に、承認された非処方の

医療用二酸化塩素溶液（300-

1200ppm）を開発し、特許を取得しています。彼は、「ソル
ミウム（二酸化塩素）は、これまでで最も効果的な消毒剤の

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4737307.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4737307.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4317814.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5252343.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5252343.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5252343.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5252343.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5877222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5877222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8029826.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US7105183B2.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US7105183B2.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US7105183B2.pdf


www.mms-seminar.com 

156 

一つです。それは、細菌、真菌、原虫、ウイルスなどのすべ
ての病原体を殺し、このすべてを害することなく、知られて
いる副作用はありません」。応用分野は、がん創傷、ヘル
ペス、皮膚外傷、開放創傷、膀胱炎、皮膚感染症、皮膚の真

菌感染症、MRSA、咽頭痛、歯肉炎、歯周病、口臭、歯痛、

根管治療、口腔外科、口腔内感染症、鼻づまり、扁桃腺炎

、かゆみ、麦粒、膣内点滴＆浣腸などです（特許文献１）

。ＥＰ２０６９２３２；ＵＳ-

８５１２６７１；ＣＮ１０１６０５７２０）。) 
 

これらの特許のリストは、完全なものではありません。見つ

けたらもっと特許を送ってください。 

 

事実だ 

- ホームページの特許明細書へのリンク 

- ソルミウムの二酸化塩素入りの市販薬  

- 局所防腐剤としての二酸化塩素の研究  

 

4.6.4 

アメリカ陸軍：エボラに対するMMSは成功しまし
た  
 

世界的に活躍するジョンソン・エンド・ジョンソン・グルー

プは、子会社のクローディシス・システムズを通じて、二酸

化塩素をベースにした特許を販売しており、室内や医療機器

の細菌の消毒に使用されています。  
 
One praises on US Army web page www.army.mil 

ここでは、次のように活性物質の二酸化塩素を賞賛していま

す。 

"二酸化塩素は、塩素系漂白剤に似た微かな臭いを持つ黄緑
色のガスですが、それ以外は全く違います。" 

アハハ、だから金儲けできる人は、二酸化塩素と塩素系漂白
剤の違いをよく知っているんだね!  

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8512671.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8512671.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8512671.pdf
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"ClorDiSysは、アフリカにおけるエボラ出血熱の蔓延との戦い
に貢献できることを誇りに思っています」と、ClorDiSys 

Systemsの技術部長であるMark Czarneski氏は述べています。 

 

"二酸化塩素は、胞子、細菌、ウイルス、真菌を殺す広義の
殺生物剤です。これまでのところ、ClO2に耐性があること
が証明された病原体は見つかっていません。エボラなどの
ウイルスよりも殺傷が難しい細菌の胞子を効果的に殺すこと
ができました」とクリストファー・ドゥーナ博士は言う。 
 

だから今再びジム・ハンブルの重要な質問：体外の二酸化塩

素がエボラ病原体であっても安全にこれらのすべての細菌を

殺すことができるならば、なぜ二酸化塩素は体内の水（血漿

と間質水）で同じことを行うことができないはずですか？今

、私たちの世界的なMMSファミリーのアフリカの医師は、

すでにエボラ患者の治療にかなり成功しています。彼を守る

ために、ここでは名前や場所については触れません。 

 

事実だ  

- 米軍：二酸化塩素によるエボラ対策   

- クロルディシス社   
 

4.6.5 ダブルスタンダード「塩素チキン  
 

一方で、MMSや二酸化塩素は非常に有毒で危険なものとし

てメディアで紹介されています。一方で、プロパガンダが何

を狙っているのかによって、クローバーよりも同じ物質を同

じ連邦リスク評価局や同じテレビ局が褒め称えています。 
 

多くの消費者にとって、「塩素チキン」は、EUの米国との

自由貿易協定（TTIP）をめぐる議論の中で、重要な感情的

支点となっている。背景：米国では、全鶏や鶏肉の部位は、

通常、梱包・冷凍前の最後の作業工程で二酸化塩素溶液に浸
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漬され、徹底的に消毒されています。TTIP協定があれば、1

997年から除外されているEUでも販売される可能性がありま

す。二酸化塩素は、EUでは長い間、番号E926の防腐剤とし

て承認されていました。アメリカに道を開くために、ARD

（ドイツの公共テレビ局）は明らかなダブルスタンダードを

追求している。それがジムハンブルによるとMMSとの健康

治療についてであれば、それはソース製品の亜塩素酸ナトリ

ウムまたは身体と生命のための悪い危険性（ARDコントラ

スト）と「毒塩素漂白剤」の周りの活性物質の二酸化塩素と

懸念しています。しかし、アメリカで家禽の殺菌に同じ物質

が使われている場合、同じ専門家や機関がこの物質の無害性

を肯定することがあります（ARD 

REPORT）。米国のヒアリング・ルポルタージュでは、同じ

連邦リスク評価局のBfR専門家Ellerbroek氏が、ドイツでも家

禽製品の二酸化塩素処理を嘆願しています。ベルリン自由大

学の食肉衛生技術研究所の所長であるラインハルト・フリー

ス氏や、ハノーバー獣医大学の疫学者であるトーマス・ブラ

ハ氏など、他の科学者も明らかな利点を指摘し、家禽製品の

このような治療法を提唱しています。 

 

しかし、この3つの発言に共通しているのは、わざと「塩素

化合物による処理」と「家禽の塩素処理」だけを語っている

ことです。しかし、純粋な塩素やほとんどの塩素化合物は毒

性が強いか、疑問のある化合物を生成します。ここで実際に

使用されている活性物質、すなわち亜塩素酸ナトリウムまた

は二酸化塩素は、ＭＭＭＳ社および株式会社のフリーチケッ

トの発行を避けるために、ここでは意図的に明示的に言及さ

れていません。二酸化塩素で処理された食品を鶏肉や飲料水

のように何の躊躇もなく摂取でき、プールの処理された水を

何の躊躇もなく浴びることができ、それにもかかわらず「有

毒な塩素系漂白剤」に関係していることを、愚かな消費者に

も説明するにはどうしたらよいのでしょうか？体外では効果

が高く毒性がないことが証明されている同じ有効成分が、な

ぜ体内では効果がなく毒性がないといけないのでしょうか？
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二酸化塩素についての数え切れないほどの公式研究の一つ一

つが、ついにMMSのもう一つの議論として、これまでのと

ころ判明しています。 

 

と畜場にいる鶏の5羽に1羽がサルモネラ菌に汚染されている

ので、私は実際に二酸化塩素を使った家禽の処理は賢明で無

害であると考えています。2013年1月には、ZDF Zoom 

Magazinは、ほとんどのスーパーマーケットの製品の中に危

険な抗生物質耐性MRSA細菌を発見したことさえある。奇妙

なことに、専門家は、それが明示的に消費者保護についてで

あるときに、個人の家庭でこれらの汚染された製品の処理に

特別な注意や衛生を助言していません。唐揚げや焼き鳥、調

理済みの鶏肉は確かに雑菌が入っていません。しかし、包丁

や、例えばキッチンのまな板はどうでしょうか？私たちの"

MMSのヒント"では、MMS/CDSを使って、まな板、包丁、

キッチンスポンジなどを絶対的に無菌状態にする方法を紹介

しています。 
 

事実だ 

- リスク評価のための連邦事務所BfRの警告   

- 塩素鶏のBfR  

- 善の枢軸"塩素化されたニワトリ～バードオブザイヤー～"  
- standard.at "Does a chlorinated chicken come flying"   

- ARD政治誌レポートマインツ「塩素ニワトリは  

より不健康  

- BUNDはアラームを発生させる：七面鳥の細菌  
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5.レジャー・家事・休日のMMSのヒント  

5.1 MMSのヒントその1 アパートのカビ  
 

多くの場合、1つが考えているよりも多くの場合、リビング

スペースのオープンまたは隠れたカビの侵入は、多くの非互

換性、アレルギーやその他の病気のための実際のトリガーと

なっています。カビは、不適切な外断熱材や不適切な換気習

慣など、湿気の多い石積みが原因で発生することがあります

。カビの菌や胞子は、通常、二酸化塩素では問題ありません

。応用の可能性は2つあります。  
 

一方で、問題の部屋は二酸化塩素燻蒸で殺菌することができ

ます。古典的なMMSだけが、活性化時に強力なガス形成を

引き起こすので、これに適しています。部屋の大きさに応じ

て、1つはガラスのボウルにMMSの例えば30〜40滴を活性化

し、水を追加していません。代わりに、1つはこの反応を完

全に逃がします。1つはこのボウルを部屋の真ん中に置き、

窓やドアなどの隙間を閉め、数時間かけて部屋にガスを入れ

ます（一晩で最高）。この方法は、目に見える部分のカビや

胞子を殺すだけでなく、空気中に浮遊しているカビや胞子も

殺すことができます。その後、溶液が透明になり、二酸化塩

素が排出されて分解されます。 

 

注意：燻蒸期間中は、人や動物をこの部屋に入れないでくだ

さい。燻蒸後、二酸化塩素の大部分はすでに分解されていま

すが、安全性を考慮して、まず部屋の換気を十分に行う必要

があります。 
 

一方、活性化されたＭＭＳまたはＣＤＳ溶液、純粋なもの、

または例えば水で１：１０に希釈したものを使用して、スプ

レーボトルを用いてカビの生えた部分にスプレーすることが

できる。必要に応じて、両方の方法を組み合わせて使用する

ことも可能です。 
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その他の応用分野 
 

病室の滅菌 

家族に伝染性の病気がある場合は、病気を克服するまでの間

と克服した後の間に、このように病室を燻蒸して除菌するこ

とが有効です。他の子供や家族への感染を防ぐための対策と

して考えられます。 

 

強烈な臭いを中和する 

有機物がバクテリアによって分解されると、非常に不快な刺

激臭が発生します。特に動物の死骸や人間の死体が長い間部

屋に眠っていた場合。ここでも、部屋の燻蒸が非常に効率よ

く行われ、部屋は再び無臭になり、完全に殺菌されます。 
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5.2 MMSのヒントその2 冷蔵庫・車・部屋の除菌  
 

ジム本人からの情報です。私の訓練中に一度、彼はドミニカ

共和国のバラホナにある彼の小さなアパートに私を招待し、

彼は非常に実用的なMMSのヒントを持っていることを教え

てくれました。私の目は輝いていて、癌のような命に関わる

病気をもっと早く根絶するための全く新しいヒントを期待し

ていました。その代わりに、MMSで冷蔵庫を殺菌する方法

を説明してくれとのこと。最初はがっかりしましたが、この

ヒントだけで、私のMMSセミナーでヒットしたことが判明

しました。ジムによると、細菌は、倒れたり、悪くなった食

べ物から、新しく保存された食べ物に移ることが多いそうで

す。これらはその後、一方ではそれほど耐久性がなく、他方

ではこれらの細菌はまた、健康に危険になることができます

。また、多額の費用をかけて最初に潔癖症の冷蔵庫を掃除し

てから湿った雑巾で拭く、特に雑菌は擦り込むだけのことが

多いので、彼はあまりにも怠け者でした。ということで、こ

こにヒントがあります。 
 

ガラスのボウルに古典的なMMSの10〜15滴を活性化し、任

意の水を追加しないで、冷蔵庫に入れて、例えば一晩。やっ

た！待って：冷蔵庫の中身はどうなっているの？心配しない

でください、何も起こらないから。二酸化塩素ガスが部屋全

体を満たし、冷蔵庫内のあらゆる表面を消毒します - 

果物、野菜、肉などの上でも、食品にダメージを残すことな

く。翌日にはボウルの中の溶液は透明になり、冷蔵庫では完

全に殺菌されています。二酸化塩素は、通常、すべて排出さ

れた後、分解されます。アンドレアス・カルカー博士は、不

要になった活性化MMSの残渣を、キャップを開けたままガ

ラス瓶に入れるのが好きです。これを冷蔵庫に入れて、上記

の一度だけの消毒とは対照的に、数日間かけてゆっくりとし

た永久的な消毒を確実に行うことができる。そうすれば、腐

った果物や野菜は二度と手に入らなくなりますが、その代わ

りに乾いてゆっくりと枯れていきます。実際に破損する可能
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性がある冷蔵庫の中身は、細菌や菌類がコーティングされて

いる高価な特別なチーズだけかもしれません。 

 

その他の応用分野 

 

車・エアコン除菌 

いつのまにか換気ホースやカーエアコンのコンデンサー部分

の結露水が発芽し、換気のスイッチを入れると必ず車内で嫌

な臭いがします。また、犬を飼っている方などは、車、特に

車のシートがカビ臭いという悩みを抱えていることが多いで

す。これは、よだれの出る粘液などの有機物が細菌によって

分解されることで起こります。ワークショップでは、少なく

ともエアコンと換気管の消毒を約70ユーロで提供しています

。ここでは5セントのためにそれを行う方法のヒントが来ま

す。 

 

クラシックMMSの約15〜20滴をガラスのボウルに入れて活

性化させ、フットウェルの前面に配置します。ここで換気扇

を一番高い位置に切り替えて、外気を吸い込まずに室内の空

気だけを吸い込むように設定します（換気扇は新鮮な空気で

はなく、循環する空気に設定します）。今、すべての窓やド

アを閉めて、約15〜20分間、二酸化塩素ガスを車内に循環さ

せます。完全にスイッチが入ったファンは、車のバッテリー

を著しく消耗させる可能性があるため、この手順の間に短時

間エンジンをかけておくこともできます。そうすると、全て

の施術が必ずしも住宅街で行われるべきではありません。こ

の手順はほとんど行われていないため、アイドリング排気ガ

スによる環境への影響は、現代のエンジンでは、私の考えで

は無視できるほどのものではありません。 
 

注意:薫蒸期間中は、人や動物を車内に入れないでください!

安全のためには、まず車内の換気を十分に行う必要がありま

す。 
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5.3 MMSのヒントその3 

ホリデーセイバー（CDSスプレーボトル  
 

一つの病気があると、せっかくの休日を台無しにしてしまう

ことがあります。WHOによると、休日の下痢性疾患のほと

んどは、汚染された飲料水が原因だという。また、腐敗した

食べ物や汚染された食べ物から感染したり、感染した傷口か

ら感染したりする感染症もあります。 
 

MMSコミュニティの普遍的な問題解決者であるCDSスプレ

ーボトルがあります。すでにスプレーヘッド付きの10mlガラ

スボトル（投薬補助剤またはセットとしていくつかのサプラ

イヤーから入手可能）とあなたの休日は保存されています。 
 

MMSです。 

10mlのガラス瓶に6～15滴を直接入れ、残りを水で満たして

ください。 
 

或いは  

 

CDS/CDSplus。 

ガラス瓶に2～5mlのすぐに使える黄色の溶液を入れ、残りは

水で満たします。 
 

この混合物を冷やさずにハンドバッグに入れて最大14日間持

ち歩くことができるようになりました。スプレーヘッドは、

二酸化塩素ガスがすぐに逃げるのを防ぎます。温度が高いほ

ど、上記の用量を作ることができます。 

 

休暇中の手続き。 

- 休日の直前にこのスプレーボトルを準備します。  

- 

MMSセットまたは起動したCDSplusをケースに詰めてくださ

い。 

- で手荷物と一緒に飛行機内に持ち運ぶことができます。  
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中身が100ml以下なので、透明な袋。 
 

コメントを。 

以下のほとんどのアプリケーション分野では、MMSかCDS

かは基本的には関係ありません。MMSで作られた溶液はpH-

酸性であり、より大量にテキスタイルを攻撃する可能性があ

ります（希釈に多少依存します！）。 

 

アプリケーションの可能性 

 

1.船内トイレ 

飛行機の中の400人までの人は、3～4人のトイレに面してい

るだけです。衛生状況はそれなりにあります。ドアの取っ手

と便器の蓋に1～2回のスプレーストロークで数秒で解決しま

す。 

 

2.病気の旅行仲間 

飛行機やバスの中で隣にいるのは、例えば風邪をひいている

人で、いつもくしゃみをしているので、空気中に菌を撒き散

らしています。休日に咳や風邪薬の薬局をチェックしたり、

他の人が素敵な旅行に行ったりしているのを想像してみてく

ださい。その後、空気中で1〜2ストロークの高さにスプレー

します。空気中の雑菌を殺菌することが証明されています。

また、このスプレーミストを吸い込むことで、再び気道を無

菌状態にすることができます。二酸化塩素水溶液のエアゾー

ルは、純粋な二酸化塩素ガスではないので危険ではありませ

んので、ご安心ください。 

 

3.ウェルカムドリンク 

ホテルに到着すると、ウェルカムドリンクが用意されていま

す。これはたいてい大丈夫なのですが、角氷はそうではない

ことが多いです。ほとんどの角氷機は完全に発芽しています

。ガラスの中に1～2回スプレーして短時間待つと、この問題

も簡単に回避できます。 
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4.ホテルの部屋/バスルーム 

ホテルのバスルームは表面的にはきれいに見えるとテレビで

報道されています。しかし、紫外線下では、雑菌が擦り減っ

ただけのように見えることが多いです。そのため、便器の蓋

やボウル、建具などにスプレーをして、少し待ってから、す

すぎや拭き取りをします。休日の時間帯にはすでにまともな

トイレがあるんですね。 

 

5.ホテルの部屋の不機嫌さ 

湿度の高い国では、ホテルの部屋やソファ、ベッドなどから

カビ臭い匂いがすることがよくあります。これは常に高い細

菌負荷を示しており、臭気はほとんどが細菌の腐敗過程によ

るものである。ここでも、数回のスプレーバーストが役に立

ちます。部屋全体であれば、前回のMMSのヒントでも述べ

たように、部屋のガス抜きがここでは役立つでしょう。これ

は古典的なMMSでしかできません。 

 

6.エアコン 

暑い休日の国では、エアコンも常備しています。暖かい空気

は冷たい空気よりも多くの水分を運ぶことができるので、こ

れらの装置では常に結露水が凝縮します。これは時間の経過

とともに発芽する傾向があるため、エアコンやその供給ライ

ンも常に部屋を雑菌で汚してしまうことになります。またし

てもスプレーボトルの応用編。 

 

7.食品・飲料水 

市場に向かう途中や山の中では、安全ではない水源からの飲

料水に頼ってしまうこともあるかもしれません。温暖な国の

果物や野菜もA型肝炎を感染させる可能性があります。ここ

でも、飲料水や果物・野菜にスプレーすると、休日も楽しく

過ごせるようになります。 
 

8.創傷消毒 
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ビーチで貝殻で切ったり、ハイキング中に傷を負ってしまっ

た場合は、この吹き付けや傷口の感染を避けることができま

す。 

 

9.体臭・口臭 

あなたが自発的に休暇で素敵な誰かに会う場合は、CDSであ

なたの体にスプレーすることによって成功のチャンスを増や

すことができます。あなたの汗は、肌の上の細菌が酪酸に変

換して初めて臭うのです。雑菌もなく、体臭もない！？これ

もジムとのドミニカ共和国で見事に機能しました。また、口

の中に衝撃をスプレーして、1～2分ほど唾液で歯と歯の間を

通過させます。すでにこれ以上の口臭は、有望なデートのた

めにあなたの邪魔をすることはありません。親愛なる女性を

心配しないでください、二酸化塩素の臭いは両方のアプリケ

ーションを使用して数分以内に完全に消えます。 

 

10.腐敗した魚介類による食中毒 

体に悪い魚や貝類での食中毒は命に関わります。私自身も1

週間近く嘔吐して下痢をしたことがありました。その時はM

MSがありませんでした。博士アンドレアスKalckerは、この

ような状況でも1回MMSの6活性化ドロップを取って、これ

はまだ2回後に毎時。すると、すべての不満は収まり、この

超感染症で体が勝利を収めた。 
 

過剰な衛生状態になると敏感になったり、病気になったりす

ることもありますよね。これは、MMSが休暇中に意味のあ

る助けを与えることができます収集されたすべてのものを一

度は誇張されました。誰もがこのスペクトルから彼に魅力を

感じるものを選ぶことができます。もしかしたら、もう少し

面白い可能性を考えられるかもしれません。この投稿を改善

するために協力してください 
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5.4 MMSのヒントNo.4 

浴室、トイレ、キッチンのバイオフィルム  
 

細菌が個々に泳ぎ回って増殖するという考えがあります。実

際、細菌はコロニーで生活していることが多く、コロニーの

周りに保護スライム層（バイオフィルム）を形成しています

。これにより、細菌は、環境のｐＨのような極めて不利な境

界条件から抵抗力を持ち、保護される。このバイオフィルム

はまた、多くの殺生物剤や抗生物質のような他の脅威から外

部的にそれらを保護し、内部的には細菌の成長のための最高

の生活条件を提供しています。キッチンやバスルームでは、

これらのバイオフィルムは、例えば、赤みがかったまたは黒

のストライプとして、またはタイルの接合部で見ることがで

きます。しかし、これらのバイオフィルムはまた、水槽、水

フィルター、パイプ、冷蔵庫の排水口、または常に湿った台

所のスポンジなどに形成されます。二酸化塩素は、他の多く

の殺生物剤に比べて非常に特殊な性質を持っています。  

 

二酸化塩素は、非常に迅速にバイオフィルムに浸透し、そ

れらを完全に溶解することができます。  
 

そして、無防備に二酸化塩素にさらされ、細菌を徹底的に死

滅させます。この効果は、例えば、醸造所や牛乳加工工場な

どで利用されている。そこでは、パイプや容器を定期的に二

酸化塩素で洗浄し、消毒しています。 
 

同様に、人間や動物の体内にいる病気の原因となる細菌もま

た、コロニーを保護するためにバイオフィルムを形成してい

ます。二酸化塩素の強い酸化力に加えて、この性質が、体内

での迅速で徹底した消毒効果を説明しているのかもしれませ

ん。抗生物質があれば、このバイオフィルムを通過するため

には、これまで以上に高い用量を投与しなければならず、そ

の後、突然変異によって抵抗性を開発するために細菌の適応
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性と格闘しなければならないだろう。幸いなことに、二酸化

塩素にはこのような問題はありません。 
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の指示に従ってください。 

MMSチップNo.3に従ってMMS/CDSスプレーボトルを作成し

、10分ごとに数回バイオフィルムにスプレーし、簡単に洗い

流せるようになるまで効果を発揮させるだけです。 

 

5.5 MMSチップNo.5 DMSOの純度回復  
 

DMSOは純粋に販売されていることが多い（純度約99,9％）

。また、長期間保存していると、水分を引き寄せてしまい、

結果的に水を含んでしまうこともあります。普通は希釈する

方法しか知らない。また、液体をより高く濃縮するためには

、沸騰させることでしか実際には知りません。化学構造を破

壊してしまうので、ここではDMSOでは使えません。しかし

、DMSOの1つの性質を簡単に利用することができます。DM

SOは18度以下では結晶性になるため、特に冬場に納品され

た場合は固体となります。今、DMSOのボトルを冷蔵庫に一

晩入れておくと、その中でDMSOは固まりますが、冷蔵温度

では水が凍らず、上に沈殿してしまいます。あとは、分離し

た水を流して、再びボトルを閉めるだけです。そして、DM

SOボトルをぬるま湯で温めます（レンジは使わない！）。

このシンプルなプロセスにより、DMSOの濃度をほぼ100％

にまで高めました。  
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5.6 MMSチップNo.6 DMSOスカー溶液  

(ハルトムート・フィッシャー博士にちなんで 

www.pranatu.de) 
 

この素晴らしいヒントは、DMSOの専門家であるハルトムー

ト・フィッシャー博士自身から得たものです。何年も前のケ

ガや手術の傷跡でも、ほとんど消えてしまうことがあります

。なぜかDMSOは細胞の再生に働きかけて、古い細胞の構造

や秩序を回復させるようです。DMSOはまた、放射線損傷な

どからのDNA損傷を修復することができ、すべての放射線

治療の緊急治療薬として利用可能です。 

 

スカー液を混ぜる。 

まず、１リットルの水に３５グラムの塩化マグネシウムを溶

かします。スプレーまたはスポイトボトル（以下の供給源を

参照）をDMSOで半分に充填し、プロカインの2アンプルを

追加します。この混合物を上記のマグネシウム水でボトルが

いっぱいになるまで満たします。DMSOはプラスチックと接

触してはいけない!アンプルからの液体の移動には、カニュ

ーレ付きのシリンジを使用するのが最適です。この溶液を暗

い場所に保管してくださいこの混ぜ物には100mlのガラス瓶

が必要です! 
 

瘢痕液の塗布。 

耐性がある場合は、1日1回（綿棒や指）で気前よく傷跡を湿

らせ、長時間作用させてから再度衣類を塗るようにします。 

 

残ったマグネシウム水をそのままにしておくか、ショットグ

ラス一杯に薄めたものを毎日飲むだけでOKです。血管洗浄

のための素晴らしいレメディです。 
 

ちなみに：誰にでもある傷跡：おへその上。私自身の経験

から言えることは、非常に集中的な精神的、スピリチュアル

なプロセスが開始される可能性があるということだけです。
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だから横になって、おへそを自由にして、垂れ流して、目を

閉じて、楽しんでください。  

 

供給源。  

www.mms-seminar.com の「供給源」を参照してください。 
- 

塩化マグネシウム・DMSO・投薬セット(シリンジ・スポイ

トボトル)・ArcadeZl_2028 lets2 

セントプロカインパスコニューラル2% 5mlアンプル(薬局) 
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6.結論  
提示された事実、研究、臨床経験報告に基づいて、以下の検

証可能な結果は必須である。 
 

- 二酸化塩素は、純粋な塩素や  

塩素系漂白剤まで！？ 

 

- 二酸化塩素は有毒ではないし、発がん性もない! 
 

- 結局、分解して水と酸素と  

生理食塩水だ 
 

- 二酸化塩素は、この地球上で最高の細菌キラーです! 

 

- 二酸化塩素水溶液の経口摂取は  

知られている、または持続的な副作用はありません! 
 

- 二酸化塩素は突然変異原性がなく、子孫に害を与えません! 

 

- に従ったＭＭＳアプリケーションプロトコルに従った個々の缶  

ジム・ハンブルは無事だ！ｅＰＡ研究 
 

- ジムによると、MMSアプリケーションのログの持続時間  

謙虚さが安全です!ｗｈｏｗｗｗ 
 

- 二酸化塩素は広範囲に健康に良い影響を与えます。  

体への効果! 

 

- 中でも、二酸化塩素はマラリアに効果があります。  

HIV/エイズ、さらにはエボラまで！？ 
 

- わざとらしい真実味のない中傷キャンペーンが行われている  

マスコミのMMS! 

 

- 危機を防ぐために、MMSは各家庭で使用する必要があります  

を在庫しています。 
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さらに、現在、pH中性CDSやCDSplusなどのMMSのさらなる

開発が行われています。素人が高濃度の薬品を扱う必要が

なくなった二酸化塩素溶液です。このように、誤った取り

扱いによる危険性はほとんど排除されています。 
 

詩人や思想家の地で徹底した調査に基づく、開かれた質の高

いジャーナリズムがこれ以上存在しないか、二酸化塩素の誤

った絵が意図的に、意図的に描かれているかのどちらかだと

思います。私にとって、真実の重要な部分を隠すことは、間

違いなく意図的な嘘をつくことと同じです。私の質問「クイ

ボノ？"それで誰が得をするのか？お金の痕跡を辿れば、有

罪の当事者を見つけることができます。 

 

最終的な結論は、それぞれの個人が自分自身のためだけにこ

こに描くことができますし、描くべきです。ここでは、検証

可能な事実と情報源に基づいて、私の個人的な要約を述べま

す。MMSは非常に汎用性が高く、単純な感染症からマラリ

ア、血中毒（敗血症）、食中毒、MRSA感染症、AIDS/HIV

、マラリア、デング熱、SARS、豚インフルエンザ、エボラ

、癌、糖尿病などの生命を脅かす病気までを迅速かつ効率的

に助けることができるか、またはその可能性を持っています

。抗生物質耐性菌も安全に死滅させてくれるし、腸内フロー

ラにもダメージを残さないので、抗生物質の代用品としては

とても面白いです。MMSは、既知の、そしておそらく将来

の未知の細菌から保護することができ、パンデミック、すな

わち世界的な伝染病のための可能性を書き込みます。しかし

、最大の利点は、おそらく非常に多くの人々は、推奨される

プロトコル、処方および用量で二酸化塩素の経口摂取によっ

て深刻な急性または永続的な損傷が知られていないので、既

知および未知の病気の幸運にも単にMMSを適用することが

できます。 
 

これらの印象的な効果にもかかわらず、私にとってMMSは

万能薬ではありません。純粋に物理的なレベルでそんなもの

があるとは思っていません。私がいつも言っているのは、「
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MMSはあなたに人生の時間と質を与えてくれます。自分の

病気の原因となる霊魂を見つけて解消するために使ってみて

ください。そうでなければ、純粋に症状の緩和と抑制のため

に、オーソドックスな薬のようにMMSを使ったり、誤用し

たりします。しかし、実際の原因の治療だけが、永続的な解

決や「完全回復」につながるのです。そこで、私は以下のウ

ェビナーと電子書籍「Back2Balance」と「Back2Health」を参

考にして、身体と心のバランスと感情のバランスに戻る新し

い方法をご紹介します。Back2Balance」では、体内の毒や欠

乏症状につながる5つの大きな道筋（アシドーシスやスラグ

など）を指摘しています。幸いなことに、これらすべての方

法に戻って、再びバランスを見つけることができます。Back

2Health"は、トラウマ、恐怖、恐怖症、神経症、精神病だけ

でなく、罪悪感、恥、悲しみ、許しなどのトピックを精神的

、精神的なレベルで発見し、解消するための現代的で迅速か

つ効果的なテクニックについてのものです。これらの知識と

技術があってこそ、私の経験上、健康と病気の全体像を把握

することが可能になるのです。 
 

6.1 MMSセミナー・ワークショップ  
 

その間、MMSのセミナーやワークショップを開催しなくな

りました。その代わりに私は7時間のウェビナーを録画し、

ウェブサイト（www.mms-

seminar.com）で無料で利用できるようにしています。この無

料の本と多くの言語で何百もの体験ビデオと一緒に、それは

最も好奇心旺盛なMMSに興味を持っている人々にもサービ

スを提供するのに十分でなければなりません。  

ニュースレターの登録と私のドイツ語電報チャンネルAKAS

HA.TVの購読をお願いします。  
 

この目的のために私は交互にAKASHA会議BACK2HEALTH

を整理します。これについては、www.akasha-congress.com! 
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6.2 MMSウェビナー  
 

この刺激的な癒しの知識をさらに広めるために、MMSのウ

ェビナーも開催しています。これらは、2日間のMMSワーク

ショップと同じ内容のオンラインビデオを録画したものです

。そのため、誰もが現地でのMMS-

Workshopの旅費、宿泊費、食費、入場料を節約することが

できます。また、時間や空間の問題もなくなりました。いつ

でもどこでも好きな時にMMSウェビナーを開始して、面白

い文章を何度でも繰り返しましょう。また、私は旅費、宿泊

費、部屋のレンタル料、そしてそのようなイベントの宣伝費

の一部を節約しています。 

MMSウェビナーの大幅な割引価格を提供することで、この

ことを皆様にお伝えしたいと思っています。個人的な会議の

利点を評価する必要があります、あなたはもちろん、サイト

上の私のAKASHA会議BACK2HEALTHイベントに参加する

ことを非常に歓迎しています。 
 

6.3 個人的な相談  
 

私のセミナーでの経験から、ホリスティックな健康観は避け

て通れませんでした。一方では、MMSアプリのような物理

的なレベルでの対策も必要かもしれませんが、精神的・精神

的なレベルでの病気の原因となっている話題への対応も必要

となります。オーラの浄化、パワーライト（制限なしでレイ

キの一種）とCQM（ガブリエル・エッカートによると中国

の量子メソッド）のような精神的感情的なテクニックのいく

つかは、私が個人的に学び、ボランティアの非常に興味深い

結果と適用してきました。時間をかけて、これらのテクニッ

クといくつかの新しい要素が混ざり合って、私自身のテクニ

ック「3ステップバック」が発展していきました。機会があ

れば、私はこれらの個人セッションを提供し、これらのトピ

ックに共鳴している人、あるいは私のために登録してくれる
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人だけにお願いしています。最初は基本的にオーラクレンジ

ングをしたり、魂との再接続のようなことをしています。こ

の覚醒は、私の経験上、土台となるものです。そうすると、

人々はずっと安定していて、CQMや他のスピリチュアルな

テクニックの方が早くて効率的であったり、もう必要ないこ

とが多いのです。初回は1時間半から3時間で、寄付制で行い

ます。それ以降は、これ以上のことはしない方がいいです。

これまでの99％のケースでは、それ以上の話題はすべて後か

ら自分で処理できるようにしておくべきなので、このセッシ

ョンだけです。スピリチュアルヒーリングは正統派医療で認

められている技術ではないので、事前に効果を約束すること

はできません。あなたの魂が許す限りのハプニングは常にあ

ります。それに、私は何かを治すのではなく、あなた自身を

治す手助けをします。  
 

6.4 新しいMMSプラットフォーム  
 
www.mms-seminar.com 

の機能を大幅に拡張しました。メールアドレスやFacebookア

カウントでの登録後、MMSや他の代替療法や方法について

の多くの無料情報にアクセスすることができます。この電子

書籍以外にも、無料でMMS入門ウェビナーを視聴したり、M

MSの最新ニュースを読んだり、他のユーザーと情報交換し

たりすることができます。さらに、最新の書籍や供給源のリ

ストにアクセスできるだけでなく、常に成長している経験値

データベースにもアクセスできます。これらの無料オファー

に加えて、他のホリスティックヘルスに関するウェビナーや

電子書籍も有料で提供されています。  
 

6.5 寄付の呼びかけはもうしない！？  
 

この本では、代替療法や方法についてのみお伝えしています

。それは、必要としている人々に希望を与え、自分自身の責
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任を自分の手に取り戻す方法を示すべきです。これらの情報

はすべて、多くの愛と時間と費用と個人的な努力で何年にも

わたって収集されたもので、ほとんどが無料でここに提供さ

れています。 
 

もしあなたやあなたの家族、友人、ペットがここで得た知識

によって何らかの助けを受けたのであれば、あなたもまた、

オルタナティブ・ヒーリングの知識を広めたり、ジム・ハン

ブル運動の世界的な活動をサポートすることができます。 
 
UPDATE: 

私はすべてのPaypalアカウントから禁止され、私は決して銀

行ではなかったこの銀行から生涯追放されました。また、最

初の寄付が届いた直後にイングディバのアカウントもキャン

セルされました。アンドレアス・カルカーとケリー・リベラ

は同じ歌を語ることができる。そこには、二酸化塩素という

単純な真実がいかにダークサイドが恐れているかがわかりま

す。 

 

このため、私はすべての金銭的な寄付を放棄します 

それでも真実は道を見つけるだろう! 
 

6.6 あなたの力も必要です  
 

翻訳 

言葉の壁は、代替療法や方法についての知識がローカルなも

のであることが多い主な理由の一つです。もしあなたが多言

語をお持ちで、この電子書籍の内容を他の言語の人にも使っ

てもらいたいと思っているのであれば、この本の翻訳や修正

に協力してください。そうでなければ寄付金を使わざるを得

ない。英語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、フラン

ス語への母国語翻訳を優先しています。しかし、他の言語も

大歓迎です。  
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分布 

まだまだ多くの人がこの本の知識を知らない。MMSの話を

して、この電子書籍をメールで送る。職場やクラブ、他のプ

ラットフォームやソーシャルネットワークなど、あらゆる場

所でこの知識を広めるのに協力しましょう。 
 

地域社会の精神を示し、共通の利益に貢献しましょう!  
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6.7 Jim Humbleからのコメント  
 

"この世界では非常にうまくいかないことが多い"という印象

をお持ちの方も多いのではないでしょうか。これもまた事実

であり、私たちの時代にはさらにエスカレートしていくこと

でしょう。善と悪の2つの本来の極の間の古代の闘争がクラ

イマックスを迎えようとしている。予言されているいわゆる

「黄金時代」は自力では来ない。天使やエネルギー存在、地

球外生命体のような高次の力は、私が否定しないが、私たち

の救助には来ないだろう。それはまさに私たち自身の仕事で

す。そのために今、あなたはここにいるのです。だから、自

分自身、自分の人生、自分の健康、自分の環境に責任を持っ

てください。まず、肉体的にも精神的にもスピリチュアルな

レベルで自分を浄化しましょう。そして、同じ志を持った人

たちとネットワークを作り、ここで実際の仕事を思い出して

ください。この最後の大きな決戦は、どんな武器を使っても

勝てないし、外でも勝てない。そのためには、自分の内面に

入り込み、この宇宙には自分よりも大きな力はないことを認

識し、受け入れなければなりません。MMSは旗竿の終わり

ではなく、始まりに過ぎない... " 
 

2014年12月にメキシコで行われたジム・ハンブル氏のインタ

ビューより抜粋 

 

- 終了 
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著者について  
 
 

Dipl.-Ing.アリ・エルハン-

機械エンジニア、ITコンサルタントは、彼自身の苦しみを通

して、代替治療法に来ました。MMSの自己治療に成功し、

発見者であるジム・ハンブル氏とのトレーナー研修では、個

人的に彼の将来の道を示しました。独立したセミナーリーダ

ーとして、夜のセミナーや実践的なワークショップで「MM

Sで癒される？ここでは、ジム・ハンブル、彼の発見、MMS

や二酸化塩素の作用モードとアプリケーションについてのす

べてを学ぶことができます。チャンスはあるが、リスクや副

作用、MMSの限界も批判的に指摘されており、これまでに

知られていた出版物をはるかに超えている。さらに、彼はそ

のようなはるかに優れた耐性とphニュートラルCDS（二酸化

塩素溶液）などの新しい開発についても詳細に説明していま

す。もう一度、一人一人の個人責任を強化し、健康の全体像

や病気になる過程を伝えることが大切だという。  

 
 

...と、どんどん増えてきています! 
 
 
 

答えは42です。 

愛こそが答えだ! 
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