
 

 

 

 

 

 

■今話題のガン患者向け・コロイドヨウ素(液体)の講演会に参加       免研 NEWS 

 

 日時：2021.5.22.土曜日 PM1030〜330  場所：名古屋・長久手市 文化の森「風のホール」 

 書籍出版記念講演会『末期ガン患者を救った男』・・・(株)ウィンメディックス 白木茂代表 

 

◆コロナ問題が起こる前に東京・本社で白木氏とお会い。当方はすでにヨウ素配合のサプリを販売

し始めているときに白木社長の会社で面談。)彼は日本でヨウ素剤の医薬品の許可取得するつもりで活動

していました。しかし、日本での許可は大変難しく、今は海外、主として欧州で許可取得を目指して活

動されてました。彼の会社のメンバーに Dr.Torkel Falkenberg がおられこの方は、スウェーデン国に

あるカロリンスカ研究所のボードメンバーで、(株)WM の科学アドバイサーでした。この研究所はノー

ベル賞医学生理学賞の選考メンバーで、世界最高峰の医療研究機関です。これを知ったので、私・理事

長は興味を持ち接触した次第です。   2020.2.14.秘密保持契約締結 

           

(講演内容)：フォトン(光の粒子：エネルギーを持つ)体験会、講演会、白木社長の今までの映画上映、その

後、彼の講演会が出版本に基づき講演されました。アフリカ・コンゴ共和国にてコロイドヨー

ド水のウイルス性疾患・エイズの臨床試験で成果が認め国内キンシャサ工場で生産されていま

す。その後は、がん患者及び家族向け講演、免疫アップ笑いのヨガ体験会がありました。 

白木社長と山本理事長 

◆約 150数名の参加者、殆どがガン関係者            

「コロイドヨード水での症例」改善例も多々発表されました。       

前立腺癌、胃がん、肺がん、乳がん、腎臓がん、悪性リンパ腫、 

等々の改善例。資料あります。 
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〈「ガン」に使用・ヨウ素含有コロイド製剤＞              

■症例① 

◆［患者］60代男性   ［症状］前立腺がん・同第 4腰椎転移 

［経過］腰痛から前立腺がんが発見されたが、手術不能の状態だった。また、 

第 4腰椎には造骨性変化が認められた。PSA(前立腺の上皮細胞から分泌される 

タンパクの値)687ng/ml であり、彼の年齢での基準値 3.5ng/mlを大幅に上回 

っ ていた。他院にてホルモン剤を用いる療法を開始と同時に、ヨウ素製剤の服 

用を開始した。服用のみ(1回 30ml、2時間ごと、1日 8～10回)とし、ヨウ素 

製剤の注射は併用しなかった。 28日後に PSAが 12ng/ml となり、この時点で患者本人の 

判断で、ホルモン療法を中止している。60日後、PSAが 4.8 ng/ml となった。 

 さらに 90日後には、PSA が 1 ng/ml 未満となったため、ヨウ素製剤の服用を中止し、経過観 

察とした。3年後も再発が認められていない。また、第 4腰椎はMRI 上での認められていない。 

 

◆症例②    [患者]50代男性   [病状]胃がん(幽門がん)・同肝転移 

[経過]体重減少により幽門がんが発見された。内視鏡では、幽門部の若干の通過障害と同部の出血が 

認められた。CEA(がん胎児性抗原。胎児期に見られるタンパクの値)は 253ng/ml。患者は抗が 

ん剤療法等の通常療法を拒否したため、ヨウ素製剤の服用(1回 30 ng/ml、2時間ごと、1日 8 

回)を開始した。また、週 2回のヨウ素製剤の注射(1回 30 ml)を併用した。45日後には、内視鏡 

上で胃に異常は認められなかった。超音波検査で肝臓にも異常は認められなかった。CEAは 3.8  

ng/ml。 

◆症例③   [患者]60代男性    [病状]肺がん(腺がん) 

[経過]右胸水により肺腺がん(ステージ 4)が発見された。手術適応がなく、抗がん削療法を行うも、 

全身の倦怠感、膨気・膨吐が強く断念した。週 5回のヨウ素製剤の注射(1回 30)を開始した。 

3週間後、胸部単純 X 線上明らかな改善が見られ、運動時の呼吸困難が改善されたため、本人の希

望により注射を週 2 回とし、ヨウ素製剤の服用(1 回 30 ml、2 時間ごと、1 日 8 回)を主体とし

た。トータル 7週で胸部 CT上には、異常が認められない。 

 

◆症例④    [患者]40代女性    [病状]乳がん術後・同卵巣転移・同脾臓転移 

[経過]右乳がんの手術をして 3年後に、左卵巣転移、脾臓転移が発見された。抗がん剤療法を施行した 

  が、無効であったため、ヨウ素製剤の服用(1回 30 ml、2時間ごと、1日 8回)を開始した。 

注射との併用が望ましいと考えられたが、患者が遠方在住のため、服用のみとした。結果、

CA125(卵巣がんを発見するための腫瘍マーカー)は 439U/ml から 24U/mlに CA19-9 

(膵臓がんを発見するための腫瘍マーカー)は 68U/ml から 20U/mlに改善した。 

 

◆症例⑤    [患者]50代男性    [病状]腎臓がん 

[経過]直径 7cm の左腎臓がんだったが、患者が手術を拒否したため、ヨウ素製剤服用(1回 30ml、 

2時間ごと、1日 8回)と週 2回の注射を併用した。2カ月後に寛解と判断された。 

◆症例⑥  [患者]80代女性    [病状]骨髓異形成症候群 

[経過]貧血症状のため、輸血で対応していたが、頻度が月 1回から月 2回となり、また抹消血に芽

球が出現したため、抗がん剤療法が検討された。しかし、高齢のため、ヨウ素製剤の服用(1回 30ml、

1日 4回)を開始した。また、週 1回の注射を併用した。2カ月後から輸血せずに、Hb9台を保っ



ており、抹消血に芽球の出現も見られなくなった。 

◆症例⑦  [患者]60代男性    [病状]喉頭がん 

[経過]ステージ 3 の喉頭がん。本人が手術、抗がん剤を拒否したため、ヨウ素製剤

の服用(1 回 30ml、2 時間ごと、1 日 8 回)を開始した。また、吸入器(ネブラ

イザー)を用いて 1回 7〜分のヨウ素製剤吸入を 1日 3〜5回施行した。2週間

後の検査で、腫瘍の縮小が見られ、6 週間後では腫瘍自体が全く認められなく

なった。 

 

◆症例⑧   [患者]30代女性    [病状]悪性リンパ腫 

[経過]ステージ 3B の悪性リンパ腫で、右頸部に直径 2cm 程度のリンパ節腫脹(炎症などによるはれ)

が認められた。化学療法を先延ばしとし、ヨウ素製剤で治療を施行した。週 6回の注射(1回 30ml)

を 2週間連続でおこなった。この時点で頸部のリンパ節腫脹は認められなくなった。その後は週 3

回の注射とし、ヨウ素製剤の服用(1回 30ml、2時間ごと、1日 8回)を併用した。約 2カ月で寛

解と診断され、抗がん剤療法は中止となり、経過観察となった。3年経過後でも再発は認められな

い。 

◆症例⑨   [患者]60代女性    [病状]原発不明がん 

[経過]体重減少により、精査の結果、骨盤内の巨大腫瘍が発見された。腸閉塞症状は見られず、少量貯

留していた腹水を針を刺して吸い取り、細胞診をした結果、腺がん細胞との所見だったが、依然と

して発症した部位は不明であった。ヨウ素製剤の注射を主体として治療を開始した。まず、1 日

30mlの注射を 7日間連続で施行したところ、食欲が向上し、全身倦怠感も軽減したため、さらに

2週間注射を継続した。その後は週 3回の注射としたが、MRI検査上は腫瘍が著明に縮小し、トー

タル 3カ月で認められなくなった。治療中、著しい体力の向上が見られた。 

 

◆症例⑩   [患者]50代男性    [病状]S状結腸がん術後・同腹膜播種・同肝転移 

[経過]S 状結腸がんは、すでに腹膜播種、肝移転が判明していたが、腸閉塞対策で切除を行った。通常

療法を施行するならば、抗がん削療法が必須であるが、患者が拒否したため、ヨウ素製剤療法とな

った。ヨウ素製剤を 1回 30ml、2時間ごと、1日 8回服用することとしたが、症状がほとんどな

いためか、患者本人があまり熱心ではなく、1日の服用回数は 2〜4回だったと考えられる。 

1カ月後、手術後の CEA は、89 ng/ml から 126 ng/mlとむしろ悪化しており、食欲不振など

の症状が出現してきた。そこで 1 日 8 回のヨウ素製剤の服用を厳守とし、週 3 日のヨウ素製剤の

注射(1 日 30ml) を併用することとした。さらに 1 カ月後、CEA46 ng/ml、食欲・全身状態の

改善が見られた。さらに 2 カ月後には CEAは 3.6 ng/mlとなり、画像上は寛解と診断された。 

 

◆症例⑪   [患者]40代女性     [病状]乳がん術後・同肺転移・同肝転移・同骨転移 

[経過]乳がん術後の転移・再発である。抗がん剤、ホルモン剤の効果はなく、多発肺、肝転移、骨転移

は第 3・4腰椎、右第 9・1肋骨、左肋骨である。来院時は、体力低下が著しく、食欲不振であっ

た。通院している病院では、緩和ケアへの入居申込を勧められていた。ヨウ素製剤 1回 30ml、2

時間ごと、1日 8回服用することとしたが、食欲不振のため十分に服用することができず、

1日 4〜5回の服用がやっとであった。しかし 3日後には、食欲が出てきたとのことで、ヨ

ウ素製剤を 1日 8 回(夜間覚醒時にも服用したため、1日 8〜回)服用できるようになった。

また、吸入用ネブライザーを用いて 1回 7〜10分のヨウ素製剤吸入を 1日に 3〜5回施行

した。2 週間で体力がかなり回復してきたため、2〜3 のヨウ素製剤の注射(1 回 30ml)を



併用した。治療開始時から約 2カ月で肺、肝転移はMR1 画像上、検出されなくなったが、骨転移

に関しては不十分と考えられたので、ヨウ素製剤療法を継続した。治療開始時から約 3 カ月で、

PET(断層撮影)画像上は、骨転移を含む転移巣はまったく検出されなくなった。 

 

◆症例⑫    [患者]40代女性     [病状]食道がん 

[経過]下部食道で閉塞しかけた、ステージ4の食道がんである。抗がん剤放射線療法を検討していたが、

治癒が望めないとのことで、ヨウ素製剤療法を患者が希望した。 

飲水は可能であったため、ヨウ素製剤を 1回 30ml、2時間ごと、1日 8回服用することとした。ま

た、週 5回のヨウ素製剤の注射も併用した。2週間後には、何とか固形物も摂取できるようになって

きた。4週間後には、固形物は問題なく摂取できるようになった。ヨウ素製剤療法開始後、3カ月で

内視鏡上で食道がんは消失、CT画像上で縦隔リンパ節の腫脹も消失した。 

 

◆症例⑬    [患者]50代男性     [病状]食道がん術後・同縦隔リンパ節転移・肺転移 

[経過]食道がん切除(再建胸骨)後の再発である。吻合部の再発はなし。 

縦隔リンパ節転移、肺転移のため抗がん剤療法を予定していたが、治癒が望めないためヨウ素製剤療

法を患者が希望した。ヨウ素製剤を 1回 30ml、2時間ごと、1日 8回服用することとした。1カ月

後の検査では、変化が見られなかったが、2カ月後では腫瘍は半分に縮小。3カ月後では検出されな

くなった。PET画像上も異常は見られなかった。 

書籍「末期がん患者を救った男」・・・白木茂 出版より抜粋 

 

   作成：一般社団法人 免研アソシエイツ協会    

              NPO補完代替医療推進センターCAM 

                     理事長 山本英夫 

 

◎参考 

[コロイドヨード療法]・・・代替医療であるがため、保険適用外の自由診療となります。高額な費用が必要

です。クリニックや販売会社から購入できますが。500ml の内服液の場合、1 本あたり約 5 万円、

推奨される使用方法では 2 日に 1 本のペースとなりますので、1 ｹ月で約 15 本。クリニックでの

診察や検査なども考慮すると、1 ｹ月で 100 万円程度を考えておく必要があります。コロイドヨー

ド療法は薬の副作用や外科的手術などによる身体への負担を抑えることができるため、入院などに

よる生活の制限も極端に少なく、仕事を続けながら治療することも可能です。 

 

[ヨウ素サプリによる改善方法] 

 サプリメントでありますが、ヨウ素製剤です。免研オメガ・イオジンカプセル剤は聖

マリアンナ医科大学名誉教授医学博士・飯島登医師が開発小実

績も多々あるヨウ素サプリメントです。これまで飯島医師の臨

床例ではガンを初め種々の難病治療に使われていました。 鱈

油にヨウ素をマッチングした製品です。  
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