
フタカミエネルギー研究会               2015 年 7 月 5 日 

会員のみなさまへ            天職は Healer川形 壽隆 

 

中東呼吸器症候群ＭＥＲＳコロナウイルス対策、研究報告を申し上げます。  

 

① 目 的 

中東呼吸器症候群ＭＥＲＳ対策エネルギー波動水/クリームのプラス・エネル 

ギーがＭＥＲＳコロナウイルスのマイナス・エネルギーをプラスに転換させて、

感染者の血液・血漿と体液のＰＨとイオンを正常な働きに回復させ、自然治癒

力を高めて、感染者の健康回復を図る事を目的の為に研究しました。 

 ＭＥＲＳコロナウイルスのマイナス・エネルギーを別紙波動測定リストのと

おり、プラス・エネルギーに変換させるエネルギーを転写して、エネルギー波

動水/クリームを作成しました。（＊運悪く感染された方において、既往疾病とし

て、特にカルチノイド症候群、サルコイドーシス等の疾病又は疾病潜伏者の方

には、会員制にて写真遠隔測定法で、自然治癒力を高めることにより健康回復

を図る、エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞療法を行っております） 

 

② 基本的な考え方   

プラズマ・エネルギー波動測定法エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞療法 

は、ホリスティック医学理論＜Vibrational Medicine ＞Richard Gerber MD（著

作）を、参考に川形壽隆が確立しました、ＯＮＬＹ ＯＮＥ （世界にただ一つ

の）医学療法プログラムを活用して、ＭＥＲＳコロナウイルの写真(別添)を遠隔

透視測定しました。 (解説用として「エネルギー医学の理」＜Vibrational 

Medicine ＞CD を別途お求め下さい) 

 

③測定の手順と測定リストの説明 

○測定手順 波動測定器の測定プレートにＭＥＲＳコロナウイルスの写真を 

載せて、ＭＥＲＳコロナウイルスと疾病のマイナス・エネルギーを測定します。 

 初めにマーカ No,1 に韓国コードを入力、韓国における中東呼吸器症候群(-2

が測定されマーカ No,2 に入力し、次に最も共鳴度が高く測定されたマイナス・

エネルギーの寄生虫感染症 455 を No,3 に入力、後順次共鳴測定されたマイナ

ス・エネルギーコードは、No,4 寄生虫コロナウイルス 55、No,5 呼吸器炎症、

No,6 太陽フレア 58、No,7 抗生物質 80 他薬剤等、No,8 に潜伏していた MERS 

53 コロナウイルスが測定されました。 

抗生物質 80 他薬剤等により、コロナウイルスが悪性のＭＥＲＳコロナウイルス

http://www.f-hado.com/energy/
http://www.f-hado.com/energy/
http://www.f-hado.com/energy/img/mers_image01.pdf


に原子転換して発生したものと測定されました、又中東呼吸器症候群発症の一

つの因子として太陽フレア 58、Solare flare 55 のマイナス・エネルギーが原因

でマイナス共鳴と測定されました。 

 最も注目すべき点は、抗性物質 80 他薬剤に加えて、シックハウス（ケガレチ

/病院）が原因で院内感染菌や日和見菌が、免疫力の低下した患者に襲い掛かり、

潜伏していた MRS54、MRS53、MRS52 コロナウイルスが発症活動始めたもの

と測定されました。院内感染菌は別途微生物コード一覧表のとおり(一欄表を閲

覧希望の会員は別途お申し出ください)、ペニシリウム属、アスペルギス属他多

数、ヘルミントスポリュウム属、汚染菌でカビを発生させる、フザリウム属、

フオーマ属（果物汚染、腐敗菌）ノイロスポラ・クラッサ（アカパンカビ属）

他が測定され、シックハウス内に発生して人に感染する、ケトミウム属、トリ

コデリマビリデが測定され、特に体内では膵臓等の臓器に寄生して生産したセ

ルラーゼや他の有害物質により、インシュリンの働きが悪くなる事が過去にフ

タカミエネルギー研究会会員において測定されております。 

日和見菌は腸内細菌や緑膿菌がマイナス・エネルギーを発生測定しております。 

ウイルス、細菌による汚染で、体液（体液と血液酸化測定リスト別途）80 コー

ドが測定されております。薬剤耐性プラスミド、クリプティック・プラスミド

がマイナスとなり、ヒトゲノム（遺伝子、染色体）が損傷し、ヒトグロビン遺

伝子、ヒトδ2 遺伝子、シトステロール血症がマイナス測定と確認されます。 

ＣＤに収録されております疾病例の健康回復の為のマイナス・エネルギー修

正測定過程では、遺伝子、染色体の修復測定（関連コード数約 1000 コード）の

修正を行っております CD をご参照ください。 

その他呼吸器炎症疾患を発症させる、アデノウイルスと変異したウイルス、

鼻風邪ウイルス、エンテロウイルス、肺炎球菌(S. pneumonia)､ムコール属、リ

ノスポリジウム症等も測定されております。  

 

④ 結 果 

コロナウイルスは、第４群（１本鎖ＲＮＡ+鎖）、ニドウイルス目、コロナウイルス科、 

＊コロナウイルス亜科 585、アルファコロナウイルス属、アルファコロナウイル

ス１、ヒトコロナウイルス NL63、ヒトコロナウイルス 229E、 

＊コロナウイルス亜科 588、ベータコロナウイルス属、ベータコロナウイルス､

ヒトコロナウイルス HKU1、コロナウイルス、MERS コロナウイルス 54、53、

52、         

＊トロウイルス亜科、トロウイルス属、ヒトトロウイルス、               

上記の通りコロナウイルスが悪性変化したウイルスのマイナス・エネルギーと

して測定されました。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E7%9B%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E7%A7%91
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%B1%9E&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%EF%BC%91&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%EF%BC%91&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%92%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9NL63&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%92%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9229E&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%B1%9E&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/MERS%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%B1%9E
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9&action=edit&redlink=1


別途微生物測定リストにおいて、コード番号 55 が~56~57 へ、65 が~66~67

へ、75 が~76~77 へ 85 が~86~87 へと遺伝子転換して変異しております。又コ

ロナウイルスが～MERS コロナウイルス 54~53~52 へと、遺伝子転換して変異す

る事がマイナス・エネルギーとして測定されました。 

これらのウイルス悪性変化を抑制する対策として、抗生物質の投与を控える

事と院内のイヤシロチ化が求められます。シックハウスにより発生する院内感

染菌(-2)対策として、院内又はベットサイドをイヤシロチに次元を高める事が必

要です。その対策として別途資料「生命の場」シート又はプラズマ・コーザル

シート、マゴコロシートをベットパットの下敷きとしてご活用ください。 

シートの遠赤外線効果により、免疫力、自然治癒力の高まりが期待され、ケ

トミウム属、トリコデリマビリデの発生感染を防ぐ効果があります。 

 別途体液測定リストのとおり、体液と血液の酸化を還元させ、ＰＨとイオン

エネルギーを正常化する事により、免疫力と自然治癒力の向上効果があります。 

 ウイルス、細菌のマイナス・エネルギーを修正する為に、測定されました環

境ストレス、自己嫌悪などのネガティブ感情の修正も大事です。 

トータルとして、魂「意識生命体」、中心太陽「生命エネルギーの基」、地球、

地球の中心、ゼロ磁場「イヤシロチのエネルギー」、意識「生命体への深い自愛

と尊敬」、神「創造主・宇宙意識生命体」、霊「ウイルス・細菌の霊障を解消」

の８コードを共鳴させて、プラス・エネルギーに転換するグッズとして、水と

クリームに転写しました。 

このエネルギー波動水とクリームは添付写真の通り保存しております。 

このエネルギー波動水とクリームを感染が疑われる人、及び感染者に投与して

クリーム塗布又は飲用させて、中東呼吸器症候群ＭＥＲＳコロナウイルスの悪

活性化を解消させ、感染隔離者の早期健康回復を図る事を目的としております。 

今までにご使用戴きました波動クリーム、波動水と同じ効果が見られます。 

 

日本国内への中東呼吸器症候群ＭＥＲＳコロナウイルスの感染移入の無きよ

うに祈念いたします。           

天職は Healer川形 壽隆 記 
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プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト  フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号 第 

回 氏名 中東呼吸器症候群ＭＥＲＳ対策  相談日平成２７年０６月１４日 

コース 528 ｺｰﾄﾞ波動水、クリームに転写  職業 

相談したい内容  中東呼吸器症候群ＭＥＲＳの感染ウイルス/細菌のマイナス

波動をプラスに転換させて、感染者の自然治癒力を高めて回復に向かわせたい。 

測 定 結 果 超短波 波動 1)→  )   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 0)→  ) 

免疫 波動 -1)→   ) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 -1)→  ) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→  ) 

神経 波動 1)→   ) 放射線毒素波動 -1)→  ) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 0)→  ) 

酸性度波動 -1)→   ) 放射能 波動 -1)→  ) 染色体 波動 -1)→  ) 

血小板波動 -1)→   ) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -1)→  ) 遺伝子 波動 -1)→  ) 

韓   国波動 

(1  

中東呼吸器症候群

波動    (-2 

寄生虫感染症波動 

455    (-2 

寄生虫 コロナウ

イルス 波動(-2 

呼吸器炎症  波動 

       (-2 

太陽フレア 58 

波動   (-2  

抗生物質 80 波動 

他消毒薬剤等(-2 

MERS 53 波動 

ｺﾛﾅｳｲﾙｽ   (2 

Solare flare 波動 

55     (-2 

MERS 54    波動 

ｺﾛﾅｳｲﾙｽ   (-2 

MERS 52 波動 

ｺﾛﾅｳｲﾙｽ （-2 

シックハウス波動 

院内感染菌 (2 

遺伝子   波動 

(-2 

染色体   波動 

(-2 

放射能    波動

(-2 

別紙微生物の波動 

291 コード 

電磁波 /携帯電話

電磁機器波動(-2 

身体毒素  波動 

(-2 

身体毒素排泄促進

波動    (-2 

放射線毒素  波動 

       (-2 

別紙体液の波動 

80 コード 

多くの恐れ 波動 

(-1 

非常な恐怖 波動 

(-1 

死に対する恐怖 

波動    (-1 

過ちを繰り返す波動 

       (-1 

別紙脾臓の波動 

134 コード 

錯乱状態  波動 

(-1 

環境ストレス波動 

ストレス  (-1 

自分を見失ってい

る 波動  (-1 

自己嫌悪   波動 

       (-1 

別紙の波動合計コ

ード 505/63P+1 

魂     波動

(-1 

中心太陽  波動

(-1 

地球    波動

(-1 

地球の中心  波動

(-1 

66×8 ゼロ磁場  波動

(-1 

意識    波動

(-1 

神     波動

(-1 

霊      波動

(-1 

担当者からのメッセージ太陽フレア 58/Solare flare55 のマイナス･エネルギー波動が免疫の低下 

した人に感染症を誘発する事が測定されました。感染発症した人が、抗生物質や院内感染菌    

等(ペニシリゥム属アスペルギルス等)により日和見細菌や関連ウイルスが悪活性化して悪化する 

 


