
1.ニセ科学宣伝の例：有機ゲルマニウム水
【注意！】この資料の内容を信じてはいけない。死にたくなかったら有機ゲルマニウムには手を出すな！

実際に、宣伝のウェブサイトに書かれている内容をコピーした。
資料配付のため、改行位置やレイアウトを少し変更しているが、書かれている内容はウェブサイトの内容そのまま
である。各自で確認していただきたい。
なお、この水が、松岡農水相の多すぎる事務所費の使い道として出てきた「なんとか還元水」の正体である。

1.0. 宣伝のトップページ

1.1. 「ゲルマニウムとは」



ゲルマニウムとは
32番目の元素Ge。32個の電子を持つ亜金属の半導体。ゲルマニウムには無機と有機があります。
100年ほど前に発見され、主にトランジスターの半導体として医療器具やIC機器に使用されています。
無機ゲルマニウムの生理活性作用の研究に於いて、赤血球や白血球を増やす作用があることは研究されていました
が、経口摂取すると腎臓障害を引きおこすなどの副作用が判明し、研究の打ち切りという結果になりました。
しかし、有機ゲルマニウムの開発により、今日では医学の分野でガンの特効薬として期待が持たれ、第三の医学と
して研究されています。

「万病は酸素欠乏より生ずる」野口英世博士
「ガンは酸素欠乏による」ワールブルグ ガンの権威者

有機ゲルマニウムの特性

有機ゲルマニウムの分子式は(GeCH2CH2COOH)2O3で示されるようにゲルマニウム(Ge)がガッチリと酸素(O)
をつかんでいます。有機ゲルマニウムが持っている酸素を細胞に届けることで痛んだ細胞を賦活させ、脳細胞内化
学反応を活発にします。さらに、体内から水銀やカドミウムなど有害な重金
属を排出する作用があります。

自然治癒力を飛躍的に高める有機ゲルマニウム
• 体内に酸素を急速に運び悪玉の水素イオン(H+)を排除する。
• 赤血球の流れを正常にし酸性体質、過酸化皮質体質を改善する
• ガンやウイルスに立ち向かうインターフェロンを直ちに誘起する
• 疾患部、生体内の電位変動を抑える
• 疲労、老化要因を取り除き細胞に活力を与える

患部・生体内の電位変動を抑える

人間の体内には微量の電流があり、体内に異常が発生したときに異常な信号が流れ、神経細胞が情報伝達をしま
す。この異常信号こそが肩凝りや腰痛、神経痛などを引きおこす原因です。
独特の電子特性を持つゲルマニウムの電位差が、この結部の異常電位を正常にして、細胞の活性化を促します。

体内酸素を豊富にする
体内酸素を運び悪玉の水素イオン(H+)を排除する。



半導体であるゲルマニウムは、相手がプラスの電気を持っていると自分はマイナスの電気を持ち、相手がマイナス
だとその逆の働きをして、電気を帯びたものと結びつく性質があります。
酸素は水に溶けるとマイナスになります。有機ゲルマニウムは赤血球と同じように、この酸素を捕まえて前進の細
胞まで運んでくれます。だから細胞は酸素に満ち溢れ、イキイキと活動できるようになります。
体内が酸性になると良くないと言われます。身体が酸性になると細胞の活動が衰えたり、血液が汚れるところか
ら良くないのです。この酸性の状態を作り出す原因は水素イオン(H+)にあります。特に、肉などの酸性食品を分解
したものを細胞が利用すると、このH+が大量に発生します。
有機ゲルマニウムは、このプラスを帯びたH+を引きつけたり、自ら運んで酸素と結びつけていきます。そうするこ
とで、酸性の源であるH+が無くなり、体調が良くなっていきます。

なぜ有機ゲルマニウムなのか

それは、吸収のしやすさが最大の効果を生むからです。人間の身体の大半は、タンパク質、炭水化物、脂肪などの
有機物で作られ、カルシウムや鉄・カリウムなどのミネラルも有機化合物といった吸収されやすい形で取り込んで
います。
なぜなら、あらゆる栄養分は血液などに含まれている水(人間の約70%は水)を通してやりとりされているからで
す。
栄養として吸収できるものは、水に溶ける状態でなければならないからです。しかも、吸収した後、エネルギーに
するには、有機化合物であることが必要だからです。

血圧と動脈硬化とは

高血圧の原因は偏った食生活やストレスなど様々です。解決策として、血圧降下剤の服用や塩分を控えるなどがあ
ります。血圧降下剤は服用しすぎると血圧が下がり過ぎるなどの障害があり、低血圧になると、朝起きることが大
変辛くなるなどの症状が現れます。ナノクラスターの水分補給と有機ゲルマニウムの酸素補給は、正常な血圧に戻
します。

動脈硬化は血流障害(血小板凝集:写真右/等)によって血栓ができ、脳(脳梗塞)や心臓(心筋梗塞)の血管を詰まらせた
り、破壊してしまいます。死亡原因の3割は赤血球のドロドロ状態によって引きおこされているといっていいで
しょう。血液細胞より粒子の細かな有機ゲルマニウムの働きで赤血球の凝集状態を正常な状態にし、健康な赤血球
の流れへと変えていきます。

自然治癒力 (生体防御機構) を活性させ防御力を高めるには

正常細胞が様々な影響を受けてしまった細胞などをはじめ、いろいろな異物が侵入すると体内の白血球
やリンパ球など、本来人の身体に備わっている自然治癒力が活発に働き、犯された細胞の修復や異物の



排除・根絶を行います。
しかし、自然治癒力の低下は免疫力が損なわれ、病気に負けてしまう結果になってしまいます。有機ゲ
ルマニウムを摂取することで血中酸素を豊富にし、自然治癒力を高め免疫力をつけることが大切です。

夢の新薬と騒がれたインターフェロンと免疫細胞

インターフェロンとは、生き物が自分自身の身体を守るために、身体に異物が侵入すると体内で作り出される物質
です。ウイルスが体内に入り、細胞にとりついて栄養を横取りし、細胞を殺します。これに対して、身体もウイル
スなどの異物が侵入すると、リンパ球を増やし抗体を作るなどして、ウイルスを撃退しようとします。この働きを
するのがインターフェロンです。
今では、インターフェロンは免疫細胞「マクロファージ」と「NK (ナチュラルキラー) 細胞」を活発にする役目を
持ち、弱った免疫細胞に働きかけ傷んだ細胞に対する攻撃力を高めるとして一躍注目されるようになりました。
しかし、人にはヒトの細胞から作られるインターフェロンしか効果がないため動物を使って大量に作ることは出来
ません。
このため、ある物質を自分の体内の細胞に作用させてインターフェロンを大量に作ります。このある物質をイン
ターフェロンインデューサーと呼びます。この方法で得られるインターフェロンは、自分の体内で作られるので最
大の効力を発揮します。
有機ゲルマニウムは、まさにインターフェロンインデューサーなのです。体内に入ってインターフェロンを誘発す
る物質は有機ゲルマニウムの他にもあります。しかし、副作用があるため簡単に使用することが出来ません。食用
植物から抽出された有機ゲルマニウムは、人体には無害であり、インターフェロンインデューサーとして、最も優
れています。(東北大学医学部にて証明)

オーガニックゲルマニウムが含まれているもの
素材含有量 (ppm)
霊芝 800～2000
ニンニク 754
田七にんじん 350～500
アシタバ 460
シイタケ 350
高麗人参 250～300
詞子 262
山豆根 257
磐梯キノコ 255
菱の実 239
コンフリー 152
くこの実 142
藤の瘤 108
紫根 88

血液と酸素不足と様々な疾患との因果関係

食生活をはじめ、生活習慣や睡眠不足・ストレス・日用品(シャンプーや石けん・歯磨き粉など)や加工食品に含ま
れている有害な化学物質などの体内への取り込みで、血液がドロドロの状態になってしまいます。



この状態を放置しておくと赤血球が酸素を運べなくなり、体内の組織が酸欠状態になり、自然治癒力・免疫力も
落ちてしまい、疾患を起こしやすくなってしまいます。

体内酸素低下の要因

合成界面活性剤の使用
　細胞膜が変性を受け細胞が死ぬ → アレルギー反応
　核の中のDNAが損傷を受ける → ガン細胞になりやすい
血液の酸性化
　酸性食品の摂取過多
　精神的ストレスで必須ホルモンなど分泌障害
空気の汚染
　公害物質(環境ホルモン等)が大気中に充満
　建築機材の発達による気密性と換気不足
慢性的運動不足
　呼吸器官の衰弱、酸素取り込みの低下を招く
↓

自己治癒力の低下を引きおこし取り返しのつかない事態を招くことになりかねない。
↓

必要成分と酸素の供給がスムーズになり、自己治癒力が高まり免疫力がつく。

ｩ オーガニックゲルマニウム株式会社. All rights reserved



1.2. まともな情報源にあたってみる（ネット上）
　「有機ゲルマニウム」で検索すると、「プロパゲルマニウム」の別名であり、商品名が「セロシオン」であるこ
とがわかる。
　業者の構造式は、書いた通りであれば単量体（モノマー）、薬剤の方はポリマーのようである。
　一般に、モノマーとポリマーでは性質が異なるが、宣伝のような免疫賦活作用があるなら、薬剤の方と共通の
性質があると考えるべき。

　普通に「ゲルマニウム」「免疫」といったキーワードで調べると、健康食品の宣伝が大量に引っ掛かる。検索の
時に、ac.jpやgo,jp限定でこのキーワードで調べると、比較的楽にまともな医学情報にたどり着ける。

1.2.0. 独立行政法人　国立健康・栄養研究所

　まずはお役所の情報から。
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail35.html
検索し、全情報を表示させると次のように出る。

注意！(1) データの無断転用，引用、商用目的の利用は厳禁．(2) 以下の情報は現時点で得られている素材の科学
論文情報です．実際に販売されている商品に以下の素材が含まれているとしても，その安全性・有効性がここに紹
介した情報と一致するわけではありません．(3) 詳細情報として試験管内・動物実験の情報も掲載してあります
が，この情報をヒトに直接当てはめることはできません．有効性については，ヒトを対象とした研究情報が重要
です．(4) 医療機関を受診している方は，健康食品を摂取する際に医師へ相談することが大切です．「健康食品」
を利用してもし体調に異常を感じたときは、直ぐに摂取を中止して医療機関を受診し，最寄りの保健所にもご相談
下さい．
項　目 内　容
名称 ゲルマニウム　[英]Germanium (Ge)　[学名]Germanium (Ge)
概要 ゲルマニウムは、ヒトでの必須性が認められてはいないが、生体内で健康に役立つ働きが

あると考えられている超微量元素である。しかし、その栄養学的な重要性は明確でなく、
ヒトでの有効性については信頼できるデータが見当たらない。安全性については、サプリ
メントとしての経口摂取はおそらく危険と思われ、末梢神経や尿路系の障害を起こし、重
篤な場合には死に至ることがある。その他、詳細については、「すべての情報を表示」を
参照。

法規・制度 別名として無機ゲルマニウム/有機ゲルマニウムがある。「非医薬品」に区分され
る(30)。

成分の特性・品質
主な成分・性質 元素記号Ge、原子番号32、原子量72.61。炭素族元素の一つ。空気中では安定、赤熱す

ると白色の酸化ゲルマニウムを作る。アルカリ溶液及び塩酸に不溶、王水に可溶。+2
価、+4価が有り+4価が安定である。

分析法
有効性



ヒト
での
評価

循環器・呼吸
器

調べた文献の中で見当らない。

消化系・肝臓 調べた文献の中で見当らない。
糖尿病・内分
泌

調べた文献の中で見当らない。

生殖・泌尿器 調べた文献の中で見当らない。
脳・神経・感
覚器

調べた文献の中で見当らない。

免疫・がん・
炎症

ある研究で、三酸化第2ゲルマニウム(Germanium sesquioxide)の経口投与で肺紡錘体細
胞癌が完全に寛解したという報告があるが、第1相や第2相の臨床試験に携わった多くの
研究者達は、ゲルマニウムは多くの生死にかかわる副作用があるために、安全ではないと
示唆している。この用途にはさらなる知見が必要であろう(64)。

骨・筋肉 調べた文献の中で見当らない。
発育・成長 調べた文献の中で見当らない。
肥満 調べた文献の中で見当らない。
その他 調べた文献の中で見当らない。

(欠乏症・先天性異常）
調べた文献の中で見当らない。

参考
情報

試験管内・
動物他での
評価

・ラットにおいてはゲルマニウム欠乏により、肝臓組成が変化した(1)。
・ラットにおいてはゲルマニウム欠乏により、骨が変化し、脛骨DNAが減少した(1)。
・ラットでのケイ素欠乏による影響を打ち消す(1)。

安全性
危険情報 ・医療従事者の管理下以外に経口摂取した場合、おそらく危険と思われ

る(64)。15-300gを2-36ヶ月摂取で腎障害、死亡が31例報告されている(64)。
・経口摂取により尿細管障害、貧血、筋衰弱、末梢神経障害、腎不全が起こり、死に至る
ことがある(64)。
・日本では1988年10月、厚生省が動物試験の結果から、酸化ゲルマニウムを含有させた
食品を継続的に摂取することを避けるよう注意喚起を行った。また、ゲルマニウムを食品
の原料として使用する場合は、予めその長期健康影響などの安全性を確認して使用するこ
ととされている（通知文）。
・ゲルマニウム含有製品摂取との関係が疑われる健康被害が報告されている。
1）38歳主婦が二酸化ゲルマニウム含有製剤を1日600mg、18ヶ月間摂取したところ、
急性腎不全で死亡した（1987068898）。
2）成人3名（24歳女性、37歳女性、36歳男性）が、肝炎の治療目的で市販のゲルマニ
ウム含有飲料水を6-18ヶ月摂取したところ、全例で腎機能不全と正色素性貧血、１例で
さらに、るい痩、筋力低下、末梢神経障害を起こした(1987133234)。
3）二酸化ゲルマニウム含有製剤を　4-24ヶ月摂取した7名（男性4名、女性3名、
16-55歳）が食欲不振及び易疲労性を訴え、腎機能障害と診断された（摂取量の詳細
は、総摂取量が36g（1名）、＜35g（1名）、＜100g（1名）、不明（2名）） 
(1989062289)(1990006349)。

禁忌対象者 調べた文献の中で見当らない。



医薬品等との相互作
用

・ゲルマニウムを含むニンジン製品により、フロセミド(利尿薬)の耐性が1例報告されて
いる(64)。
・他のハーブおよびサプリメントとの相互作用については十分なデータがない(64)。
・他の医薬品、臨床検査、疾病など健康状態との相互作用は知られていない。また、臨床
的に有意な相乗効果も期待できない(64)。

動物他での毒性試験 ・雌性ラット（10週齢）に二酸化ゲルマニウム150mg/kgもしくはカルボキシエチルゲ
ルマニウム三二酸化物240mg/kgを添加した粉末飼料を10週間投与したところ、二酸化
ゲルマニウムには強い腎毒性が認められたという報告がある(1989219186)。　
・雄性マウスに市販のゲルマニウム含有健康飲料水（ゲルマニウム約1,500ppm含有)も
しくはこれと同濃度の有機ゲルマニウム、無機ゲルマニウム（二酸化ゲルマニウム）を約
3-4mL/日、30日間給水ビン投与したところ、全群において体重が減少した他、甲状腺や
腎機能に影響を与えたという報告がある(1990154292)。
・10週齢の雌性ラットに二酸化ゲルマニウム10mg/kg、100mg/kg、300mg/kgを、
30日間腹腔内投与したところ、濃度依存的に体重増加が抑制され、100mg/kgと
300mg/kg投与群では骨格筋（ヒラメ筋、長趾伸筋）繊維の小径化、ミトコンドリアの変
性所見と筋鞘膜下への集積が観察されたという報告がある(1991031306)。

AHPAクラス分類及
び勧告

参考文献中に記載なし

総合評価
安全性 ・食品としての経口摂取はおそらく危険と思われる。

・経口摂取により末梢神経や尿路系の障害が起こり、死に至ることがある。
・日本では1988年10月、厚生省が動物試験の結果から、酸化ゲルマニウムを含有させた
食品を継続的に摂取することを避けるよう注意喚起を行った。また、ゲルマニウムを食品
の原料として使用する場合は、予めその長期健康影響などの安全性を確認して使用するこ
ととされている（通知文）。

有効性 (注：下記の内容は、文献検索した有効性情報を抜粋したものであり、その内容を新たに
評価したり保証したりしたものではありません。）
・ヒトに対する信頼できる有効性のデータは得られていない。

参考文献 (1)最新栄養学　第7版 （建帛社） 木村修一ら　翻訳監修
(64) Pharmacist’s Letter/Prescriber’s letter Natural Medicine Comprehensive 
Database、5th ed. Stockton, CA: Therapeutic Research Faculty(2003)((独)国立健
康・栄養研究所監訳: 「健康食品」データベース (日本語版),2004(第一出版)刊行予定)
(30) 「医薬品の範囲に関する基準」別添３　(平成16年3月31日　薬食発第0331009
号　厚生労働省医薬食品局長)
(1987068898) The Journal of Toxicological Sciences. 1985; 10(4):333-41
(1987133234) 内科. 1986; 58(5):1210-4
(1989062289) 臨牀と研究. 1988; 65(6):1850-2
(1990006349) 日本臨床電子顕微鏡学会誌. 1989; 22(1):1-11
(1989219186) 腎と透析. 1989; 26(4):774-8
(1990154292) 徳島市民病院医学雑誌. 1988; 2:63-6
(1991031306) 東邦医学会雑誌. 1989; 36(2～3)119-31



1.2.1. 薬品添付文書
　製薬会社が医者向けに配っている注意書き。副作用についても書かれている。
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1.3. ナノクラスターGeルルド水1200の宣伝

【注意】この説明も間違いだらけなので信じてはいけない。内容は、製造元であるオーガニックゲルマニウム株式
会社のウェブサイトからの一部引用である。なお、週刊誌等で話題になった「１本5000円の水」に該当するのは
この水である。

---------------------（宣伝ここから）
人間の身体は大半が有機物で作られています。炭水化物、タンパク質、脂肪の他、カルシウム、鉄分、カリウム等
のミネラルも有機化合物といった吸収されやすい形で身体に取り込んでいます。あらゆる栄養分は血液に含まれる
水を通じてやり取りされます。

ナノクラスターGeルルド水1200
商品の情報
品名清涼飲料水
内容量　500ml
原材料名　水・有機ゲルマニウム
採水地　鹿児島県志布志町
有機ゲルマニウム　1200mg
ナトリウム　11.8mg
カルシウム　9.9mg
カリウム　4.2mg
マグネシウム　2.5mg
健康維持のための一日の飲用量の目安
1日約100ccを3回(1回約30cc程度)に分けて飲用下さい。
1本価格:5,250円 (税込)
24本セット価格:126,000円 (税込)

健康維持のための一日の飲用量の目安
3種類の水とも、お口に水を含んだら瞬時に舌下から吸収されるように、 有機ゲルマニウムも天然水もナノ化し、
人の身体の細胞より小さな形状になっています。 お口に含んだら、すぐに飲み込まずにお口の中で15̃20秒程度
水を転がしてから、飲み込んでください。

ナノクラスター水とは
赤ちゃんの肌は何故あんなにスベスベなのか？
年齢を重ねると共にさまざまなトラブルが起きるのか？
人体の70%は水分で出来ています。
赤ちゃんの時は、ほぼ100%ナノクラスター水で、しかも、胎児を包む羊水もナノクラスター水といわれていま
す。
人が歳を重ねるに従って減少し、30代半ばでは約半分に、60歳では、20%近くまで減少してしまいます。それに
伴い、老化現象が始まるといわれています。



水道水などは水分子(H2O)の集合体が大きく細胞への浸透性が悪いのですが、ナノクラスター水は水分
子の集合体が均一で非常に小さいため、浸透性が高く、細胞の隅々まで浸透し、栄養素を運び入れ、老
廃物を効率よく排出し、細胞のひとつひとつをイキイキさせてくれます。
細分化したナノクラスター水を補うことで老化の症状を軽減することが出来るのです。

ナノってな～に
水の分子構造はH2O(水素が2つと酸素が1つ)ということは、誰もが知っています。ナノは1メートルの100憶分の
1という単位を表わす言葉です。
水の分子は非常に小さく普通の水(1憶分の1ミリ)を1とするとナノは100分の1の計算となり、大変細かい粒子の
水ということになります。
粒子が細かくなると、身体への吸収がよくなり浸透しやすくなります。また、飲んだ時に、非常にまろやかに感じ
ます。

クラスターってな～に
水は1つの水分子(H2O)ではなく、いくつかの水分子が水素結合によって結びついた構造となっています。このよ
うな水分子の集合体をクラスターといいます。クラスターとは、ブドウの房の意味で水分子(H2O)がブドウの房状
態になっていることからクラスターと呼んでいます。ナノクラスターとは、クラスターの分子集団が非常に小さい
ということです。

　



1.4. 体験談実物見本
　オーガニックゲルマニウムのウェブサイトで公開されている体験談の数々。この手のものが並んでいたら、何で
あってもその製品は怪しいと思うべきである。

様々な疾患を克服された方々の記録

名古屋在住 女性 (49才) M.Kさん
平成17年7月22日、下腹部の異変に気づき婦人科病院にて受診したところ、 卵巣にソフトボール大の腫瘍を発見
されオペを考えた、ところがナノクラスター有機ゲルマニウム水との出会いにより飲用と膣洗浄を約2ヵ月間程続
けた結果、 同年11月8日の最新により、ソフトボール大の腫瘍は確認することが出来なかった。

C型肝炎 女性 (61才)
平成17年7月、腸炎により具合が悪くなり緊急入院しました。病院での検査の結果、新たにC型肝炎ウイルス保菌
者であることが確認されました。腸炎は治まり、8月には退院したのですが、妹の勧めで11月中旬よりナノクラス
ター有機ゲルマニウム水を飲み続けました。その間も通院していたのですが、12月28日の検査でC型肝炎ウイル
スが検出されなくなり、担当医も驚いていました。検査の時点で飲んだ本数は15本でした。

糖尿病 男性 (48才)
平成15年1月26日の検査で、糖尿病HB-A1C8.9、中性脂肪1959、総コレステロール355と高かったのですが、
有機ゲルマニウムを平成16年2月下旬より服用し、3ヶ月には糖尿病HB-A1C6.0、中性脂肪114、総コレステ
ロール196とほぼ正常な状態になり、疲れなくなり体調も大変良くなった感じがしています。

子宮ガン 女性 (50才)
子宮ガンで病院にかかり、平成15年7月から平成15年末までの記録を見ると、様々な数値が基準を大きくオー
バーし。身体もやせ細ってふらふらの状態でした。平成16年になってすぐですが、勧められて有機ゲルマニウムを
飲み始め、3月の検査では総コレステロール値だけが292とオーバーしているだけで、腫瘍マーカーも基準値にな
り少しふっくらとして、今では健康になったと喜んでいます。

慢性肝炎 男性 (54才)
慢性肝炎15年。お酒が好きで慢性肝炎のことも忘れるほど飲んでいました。そのため、検査をするたびに、GOT/
GTP/ALPの肝臓数値が低くなることはありませんでした。しかし、有機ゲルマニウムを飲用し始めて40日目で検
査をしたところ、驚くことに肝臓数値が正常になっていました。お酒は少しは控えていましたが毎日のように飲ん
でいましたので、まさに、驚きです。医者には、よく節制をしたと褒められましたが？！
異常だった中性脂肪や総コレステロール値も正常になり、慢性肝炎と同時に男性機能も失われていましたが、快復
というおまけまでついてきました。

HIVウイルス感染症を発症 男性 (26才)
平成13年9月に突然倒れ、気を失って病院に搬送され、検査の結果エイズ（後天性免疫不全症候群）と診断されま
した。まさに青天の霹靂でした。その後、2週間、有機ゲルマニウムを高単位で飲み続けた後、免疫能力指数
219、エイズマーカー免疫能力指数810に激減という検査結果をいただき、改善の兆しを見ることになりました。

余命24時間の宣告からの帰還 笹田ココ (猫 老年期)
平成16年11月1日、脊不全、尿毒症、感染症（HIVウイルス）、筋肉損傷により、平成16年11月6日に余命24時
間と宣告されました。ナノクラスター有機ゲルマニウム水を1本を24時間をかけて少しずつ飲ませたところ、一命
をとりとめました。余命宣告から9日目には数値が正常となり、他の猫と同じ食事が与えられるようになり、ペー



ハー調製剤（メサジル）の投与だけとなりました。

【課題】
　なぜ、体験談が当てにならないのか、信じてはいけないのかについて、次回までに箇条書きでまとめておくこ
と。どう読むかという解説は次回行う。
　極端な場合は完全な嘘、作り話という場合もあるし、患者が真実を語っている場合もある。たとえ真実でもなぜ
信用できないかを考えること。
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ホーム ゲルマニウム
とは

ナノ水の紹介 お客様の声 会社概要 トピックス

フェニックス国際大学経営医療学教授　任命

医学博士 

田中　好信 

Yoshinobu Tanaka ph,D 

最優秀企業家賞　受賞
田中好信博士が、２００７年１月
１５日マレーシアのクアラルン
プールで挙行されたイギリス専門
経営協会（１８６０年設立）なら
びに イギリス経営者協会主催の受
賞式において、「最優秀企業家
賞」を授与されました。 受賞理由
は「商業と産業分野における優秀
な企業家精神を通じた業績に対し
て」です。当日は、イギリス、ポ
ルトガル などヨーロッパ各国をはじめ、日本、台湾、マレーシアなどアジア各国から大勢の大学関係者や企業家が出席しまし
た。 

イギリス経営者協会・名誉フェロー　任命
田中好信博士が、２００６年１２月２２日イギリス経営者協会より「教育に対する貢献」と
「実業界での貢献」 が評価され、名誉フェローに任命されました。１９５６年に設立された
イギリス経営者協会は、 経営団体とともに、経営管理学や経営訓練の指導に大きな役割を果
たしています。 
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ローマ法王ベネディクト１６世聖下より書簡を授与されました
田中好信博士がローマ法王ベネディクト１６世聖下より書簡を授与されまし
た。 

聖テオトニーオ騎士勲章を受賞しました
田中好信博士がポ
ルトガル王立聖テ
オトニーオ騎士勲
章グランド・クロ
ス（ 勲一等
IRMÃO

CONFRADE GRÃ

CRUZ DE MÉRITO ） を受賞しました。 聖テオトニーオ王立勲爵士団はポルトガル王室ドン・ミゲル・デ・ブラガンザ殿下（ビ
サウ公爵）の庇護の下に設立された伝統ある世界有数の王立勲爵士団で あり、前ローマ法王ヨハネ・パウロ２世ならびに、現
ローマ法王ベネデイクト１６世の祝福を受けております。 聖テオトニーオ勲爵士団Grand Priorのユリセス・ロリム伯爵より伝達
されました。 

モンゴル赤十字人道勲章を受賞しました
人道的、社会的、医学的に貢献のあった田中好信博
士がモンゴル赤十字人道勲章を受賞しました。 
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アメリカ合衆国「大統領チャンピオン・アウォード」金賞受賞
アメリカ合衆国ジョージ.Ｗ.ブッシュ大統領が推進する合衆国保険省福祉
サービス機構より、田中好信博士の老人・子供・女性の健康と福祉と教育に
対する貢献に対して、「チャンピオン・アウォード」金賞が贈られました。 

紀南新聞 平成18年7月11日号に紹介
紀南新聞平成18年7月8日新宮市井の沢の要外科・内科医院（要明雄医院長）にて行われた。
ホノルル大学生理学教授　田中好信医学博士の両医学博士による、有機ゲルマニウムと温熱
治療機器 「ゲルマニウム温熱器」のセミナーが開かれた。 

日本、米国、メキシコの産学協同研究、事業に関する会議
プエブラ大学、ホノルル大学、田中好信博士による産学、学術、経済、技術交流の拡大を推進 

左からホノルル大学学長、プエブラ大学学長
右から1番目 プエブラ大学病院長　Dr.Cecilio
Palacios F. 2番目 国際交流部長 Rafael
Hernandez Oropeza

ホノルル大学ゲルマニウム研究所開設
ホノルル大学ゲルマニウム研究所を開設、田中好信博士がゲルマニウム研究所所長に任命さ
れました。 
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「ザンテ聖デニス・ギリシャ・最高位グランド・クロス勲章」受章
理学博士田中 好信
氏(オーガニック
ゲルマニウム株式
会社会長)が、
2006年1月29日米
国カリフォルニア
州ロサンゼルス市
にて、「ギリシャ正教・叙位・叙勲協会」主宰者 ズビグナス・カシミア・プリンス・グランド・マスター公爵よりアジア初国際
栄誉賞「ザンテ聖デニス・ギリシャ・最高位グランド・クロス勲章」と爵位称号「サー」ナイト爵位を授与されました。

同章は、ギリシャ正教を発端とするギリシャ王室、及びデンマーク、ポーランド、フランス、ベルギー、イギリス等各王室の正
当な爵位・勲章授与の伝統儀式に従い、人道上、社会的に貢献ある人々に対し、同会の定める審査を経て、爵位及び以下の勲章
が、授与されるものです。

勲一等 GRAND CROSS「グランド・クロス勲章」

勲二等 COMMANDERS CROSS「コマンドール・クロス勲章」

尚、上記の受章者には、男性KNIGHT「ナイト爵位」・女性DAME「デーム爵位」が同時に授与されます。

韓国情報誌「MD（メディカルドクタージャーナル）」4月号に掲載
2006年4月　韓国の情報誌「MD」に理学博士　田中好信氏が開発したナノクラスター有機
ゲルマニウム水の紹介と、「ザンテザンテ聖デニス・ギリシャ・最高位グランド・クロス勲
章」受章について掲載されました。 

米国内新聞「羅府新報」に掲載
2006年2月28日　米国「羅府新報」に「ザンテ聖デニス・ギリシャ・最高位グランド・クロ
ス勲章」受章と弊社製品について掲載されました。 

「ゲルマニウム温熱器」新開発
理学博士　田中 好信氏 (オーガ
ニックゲルマニウム株式会社会
長) が、無機ゲルマニウムの性
質を利用したゲルマニウム温熱
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　　ポイントは『空気』
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　　マイナスイオンの健康効果
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　　普段の生活でマイナスイオンを増やす
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まずは、朝早起きをして窓を開け、新鮮な空気をお部屋に入れましょう。
ÙrÚ§Ûi�/012034r�§�^Ü�]tf#�qra§5k{;v:�^¸»¼iÝ

as�{;Þß�¾¼ràá:âãä]n±�/012034;�w�q:�^5w�}��

]ff!#

{t{t5Ú§Ùrqåæww;i/012034;ç~èÒmnÜ�]uf

　　もっとマイナスイオンを増やす方法
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まとめ

! できるだけ自然に接するようにしましょう。植物の多いところ、滝や噴水のように水のはじ
けるところでリフレッシュする時間を作りましょう。

! 家ではこまめに掃除をしましょう。空気中のゴミやほこりにプラスイオンがくっつきます。
ほこり⇒プラスイオンです。とにかくまめに掃除をして、空気の清潔な部屋にしましょう。

! 換気をしましょう。空気がよどむとマイナスイオンが消費されてなくなってしまいます。
朝起きたらすぐに窓を開けて部屋の空気を動かすように心がけましょう。

! お部屋に植物を置きましょう。 植物はきれいな酸素を出してくれます。
電子は酸素にくっついてマイナスイオンが多くなります。

! できれば電磁波を減らすようにしましょう。テレビやパソコンなどはつけっぱなしにせず、
使わないときはコンセントを抜くなど気をつけましょう。

! 自然素材の環境を作る 昔ながらの木造住宅。それが理想です。

　　さらに詳しい内容をお知りになりたい方は・・・
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!「マイナスイオンでよみがえる健康」(現代書林) 堀口　昇著
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