
一般演題 プログラム番号：O-36   2017 年 11 月 26 日(口演発表) 

第 21 回 日本統合医療学会 セッション名：エネルギー療法その他 口演 

     演題名   ジカウイルス感染症による、骨有機質形成障害、全身的骨疾患が            

原因で突発性難聴と波動測定されました。                           

 

演者氏名 川形 壽隆 

所属機関 フタカミエネルギー研究会、未病･長寿医学研究所代表、有限会社富多神(ﾌﾀｶﾐ)取締役社長 

    波動エネルギー健康法＜Vibrational Medicine研究＞ 司教会代表 

演題発表に関連し、開示すべき COI関係にある企業等はありません 



［背景］

・被検者Ａ様(20代男)は、2016年3月9日～4月4日まで印度から東南アジアへ
旅行されました。 帰国後に原因不明の体調不良で３～５日寝込みました。

・2017年5月15日に旅先にて食中毒による自家中毒発生し突発性難聴を発症。
＜波動測定結果/波動エネルギー健康法｢多次元経絡意識波動｣のプログラム活用＞

身体の状態が不安定、農薬による食道炎発症、嚥下困難、左右耳低音型
伝音性、感音声難聴と測定された。
自家中毒により食道炎から延髄の内耳神経、前庭神経、前庭神経核、
蝸牛神経核、と神経全般がマイナス共鳴と測定され、その他マイナス共鳴
する項目とアセンションプログラムのグリットと地球をマーカーに入力し、
自然治癒力のアップと13次元へのアセンション達成へと、6月15日に波動
修正しました結果、A様は13次元+2にアセンションしました。

［目的･方法/波動エネルギー健康法｢多次元経絡意識波動｣のプログラムを活用］
Ａ様は2017年6月17~19日に掛けて原因不明の体調不良で寝込みました。
6月20日波動測定の結果、6月15日の波動修正後(13次元へアセンション
自然治癒力の高まりで)の好転反応として浮上したのは、潜伏していた
ジカウイルス感染症、ジカ熱発症、ギランバレー症候群(急性・多発性の
根神経炎)神経146コード、ペルオキシソーム(細胞小器官)に細胞442コー
ドマイナスと測定されましたので、マイナスエネルギー共鳴する関連項
目コードをプラスに波動修正して健康回復を試みます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A5%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A0%B9%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%82%8E&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%B0%8F%E5%99%A8%E5%AE%98


［結 果］

・25次元+2へのアセンション達成、自然治癒力も向上しました。
マイナス波動測定された神経、細胞、ジカウイルスによる遺伝子損
傷･染色体異常と測定された遺伝子と遺伝子修復(骨有機質形成
障害、化骨異常、全身的骨疾患等)、五感(聴覚神経他)、延髄(内耳
神経、前庭神経等)、脊髄、骨関節、骨盤、下肢、上肢、呼吸器、肝
臓、臓腑、腎臓、脾臓、泌尿器、男性器、筋肉、脳脊髄の血管、動静
脈、感情、グリット、地球の

計3,516コードを波動測定器のマーカーに入力。

続いて、エネルギーの循環システムの8コード「魂、中心太陽、地球、
地球の中心、ゼロ磁場、意識、神、霊」を入力し、プラス波動に修正。

光エネルギーを活用の為、ライトボディと身体の各組織細胞の核と
25次元へのアセンション共鳴コード、25次元へのアセンション実現可
能なエネルギーを転写し、25次元+2へのアセンションを達成。

全身的骨疾患と組織細胞はプラス波動測定され、免疫、レントゲン
焼け、染色体、遺伝子の各項目は+100、酸性度他の各項目は+2に
アップしました。



［考 察］
・25次元+2にアセンションした効果は、英気も爽やかで、直感力が高
まり日々の業務に充実して励んでおられます。

仕上がりましたライドボディのチャクラから、プラズマ･光エネルギー
が導入されます。

始めに、αアルファチャクラ（「光の言語」の受容と解読、頭上30cm）
から１３のチャクラへ ⑬男性Galactic Male ⑫女性Galactic Female
⑪冠 金Crown ⑩松果体 視覚センター 白金Pineal ⑨脳下垂体
Pituitary ⑧夢センター 青紫 Well of Dreams  ⑦喉センター(通信
音声) 青Throat ⑥胸腺センター 緑Thymus  ⑤心臓 ピンクHeart
④横隔膜センター 茶(ストレス解消有害諸要素除去)Diaphragm
③太陽神経叢 黄Solar Plexus   ②性センター(仙骨､性腺) オレンジ
Sex ①根(尾骨) 赤Root  を通して、ωオメガチャクラ（完全なる具現
化）へ、そして地球の中心へとエネルギーの循環システムの8コード
「魂、中心太陽、地球、地球の中心、ゼロ磁場、意識、神、霊」と共鳴
して、エネルギーが高まり健康回復します。



青

    「α：アルファーチャクラ」は、頭上約１５センチ、頭の中心から前に約５センチ程の位置
にあります。

　　これは、あなた自身の永遠に不滅な高（５）次元の光のライトボディーに結びつけます。

　　「ω：オメガーチャクラ」は、あなたの背骨の末端から約２０センチ下にあり、あな
たの転生ホログラフィック全体だけでなく惑星（地球の中心）のホログラムとも結び
つけています。



［結 語］
・結婚を前に同居していた婚約者B様(20代女)が、性行為
感染症として、ジカウイルス感染症、ギランバレー症候群、
ペルオキシソームがマイナス波動となり(骨有機質形成障害、
化骨異常、全身的骨疾患等)Ａ様と同じ症状が測定され
ましたので、Ａ様の波動修正エネルギーをB様に転写し、

更にB様の女性器マイナス波動を修正転写した結果、B様
の自然治癒力とエネルギーが高まり免疫力と自然治癒力
+100と測定されました。 但し、Ａ様Ｂ様共に同じ症状(骨有
機質形成障害、化骨異常、全身的骨疾患等)の完全早期
回復の為、身体と骨組織のソマチットサイクルに共鳴する漢
方薬「茯苓飲合半夏厚朴湯ブクリョウインゴウハンゲコウボ
クトウ」の飲用を勧め、健康回復迄の期間性行為禁止を指
示しました。

骨組織疾患の完全回復確認の方法として、結婚前の
健康診断と遺伝子診断を勧めました。



         ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

氏名  Ｋ．Ｋ(男)／ Ｍ．Ａ(女) 平成 29 年６月 30 日～7 月７日 第 2 回 

コース 4197 コード写真クリーム転写 16:21 生年月日 ・平 １年 ９月１４日 

相談したい内容 ジカウイルス感染後遺症(性行為感染症)で K.K/M.A の二人同時測定開始。 

 低音性障害型感音性難聴、ウイルス性内耳障害、突発性内耳障害 

測 定 結 果 超短波 波動 １）→100）   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 ０)→２） 

免疫 波動 １→１００) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 １）→100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 １)→90) 

神経 波動 -1)→１００) 放射線毒素波動 -1)→100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 ０)→２) 

酸性度波動 -1)→ ２) 放射能 波動 -1)→100) 染色体 波動 -1)→100) 

血小板波動 １→) ２) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -1)→100) 遺伝子 波動 -1)→100) 

「測定基本コード」 

好転反応 波動 

(-2   

放射能   波動 

(-2 

寄生虫感染症波動 

(-2 

ジカ熱   波動 

(-2 

ジカウイルス波動 

       (-2 

卵巣組織再生 

波動    (-2   

ギランバレーバレ

ー症候群波動(-2 

ペルオキシソーム

302 波動  (-2 

ペルオキシソーム

303 波動 (-2 

（50459 寄生虫ウイ

ルス感染症）波動       

子宮組織再生 

波動   (-2   

2 次感染している 

波動    (-2 

2517 年   波動  

(-2 

6 月    波動 

(-2 

15 日    波動 

       (-2 

乳腺乳房組織再

生 波動  (-2   

ターミネーター 

波動    (-２ 

細胞 442 コード 骨関節赤 86 コード 食品 22 コード 

小陰唇の皮膚 

波動    (-2 

M.A 様 /好転反応 

 波動   (-2 

染色体   波動 

(-2 

遺伝子損傷 波動 

(-2 

シグナル伝達酵素マ 

ッキナーゼ波動(-2 

ゲノム損傷性ス

トレス波動 (-2 

染色体 No22 波動 

(-2 

乳授分泌ホルモン 

プロラクチン(-2 

染色体 No,6 波動 

(-2 

肩甲骨    波動 

(-2 

担当者からのメッセージM.A様／肩甲骨-2がK.K様と共鳴以後二人同時測定開始しました。 

195 全身的骨疾患、808 骨有機質形成障害、901 化骨異常、 

152 低リン血症性、 ジカ熱･ジカウイルス、584 性行為感染症、 

 



ＵＩＢ波動測定リスト  フタカミエネルギー研究会 

K.K／M.A  29 年 6 月 30 日～7 月７日  

波 動

3~1    

骨盤 48 コード 

 

上肢 57 コード 下肢 50 コード 

 

呼吸器 108 コード 

        

波 動

~2     

筋肉 122 コード 

 

脳と脊髄の血管 

35 コード 

脊髄 190 コード 

 

延髄 111 コード 

        

波 動

4~1    

遺伝子 311 コード DNA 修復 338 

コード 

ホルモン 187 

コード 

肝臓 167 コード 

        

波動 

~2     

臓腑 169 コード 腎臓 155 コード 

 

脾臓 158 コード 男性 189 コード 

        

波 動

5~1    

女性 251 コード 

 

泌尿器 25 コード 

 

五感 57 コード 

 

神経 146 コード 

        

波動 

~2     

頭頸部 195 コード 

 

動静脈 94 コード 

 

グリット 253 

コード 

地球 183 コード 

        

波 動

6~1    

感情 22 コード 

 

波動 

 

波動 

 

波動 

        

波動 

~2     

魂波動 

中心太陽波動 

地球波動 

地球の中心波動 

ゼロ磁場波動 

意識波動 

神波動 

霊波動       

 



波動エネルギー健康法  ＵＩＢ波動測定リスト フタカミエネルギー研究会 

ツムラ ブクリョウインゴウハンゲコウボクトウ  コース ツムラ漢方薬 No,116  

   氏名  茯苓飲合半夏厚朴湯  116 相談日平成２９年 ７月 ８日 

相談したい内容 http://net-shindan.com/kusuri/kusuri116/index.html 

「ジカウイルス感染症による、骨有機質形成障害、全身的骨疾患が原因で突発性難聴と 

波動測定されました」延髄、脊髄の骨疾患回復にお勧めしました、骨粗鬆症(3 の効果有測定 

測 定 結 果 超短波 波動 ２)→  )   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 ２)→  ) 

免疫 波動 ２)→   ) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 ２)→  ) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 ２)→  ) 

神経 波動 ２)→   ) 放射線毒素波動 ２)→  ) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 ３)→  ) 

酸性度波動 ３)→   ) 放射能 波動 ３)→  ) 染色体 波動 ２)→  ) 

血小板波動 ２)→   ) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 ２)→  ) 遺伝子 波動 ２)→  ) 

神 聖   波動 

  ( ２  

守護主神(地･金)波動 

詞志古美之大神(２ 

ココロ  波動 

  (２ 

不動のココロ波動 

   ( 

揺れ動くココロ分

野波動   ( 

省/直 霊  波動 

( ２  

勇/荒魂   波動 

(２ 

親/和魂  波動 

   (２ 

愛/幸魂   波動 

(10 

智/奇 魂  波動 

       (2 

霊     波動 

   ( ２  

先祖霊   波動 

(２ 

過去の統合波動 

     ( 

嘆き    波動 

 ( 

心(mind)  波動 

       ( 

天 命   波動 

ヒーリング( ２   

達成的傾聴 波動 

(２ 

親和的傾聴波動 

     (２ 

献身的傾聴 波動 

(10 

評価的傾聴 波動 

       (2 

天 職   波動 

ヒーラ  ( ２   

ライトボディレベル

ⅩⅩⅥ次元 (２ 

オーラ  波動 

     (2 

道反魂   波動 

(３ 

死反魂   波動 

       (10 

須比地邇美之大神

波動(地･土)(２  

ソマチット②波動 

胞子(準結晶)(２ 

骨有機質形成障害

波動   (４ 

全身的骨疾患波動 

(骨粗鬀症)(４ 

化骨異常 波動 

骨(組織)   (２ 

担当者からのメッセージ  植物霊  動物霊         骨粗鬆症(3  

微生物霊＋２  鶏霊  鶉霊  牛霊  豚霊  魚霊  

 

ジカウイルス感染症による、骨有機質形成障害、全身的骨疾患の早期の健康回復、骨組織

の正常化を目的として、下記の漢方薬ツムラ116茯苓飲合半夏厚朴湯 の服用を勧めました。 

お陰様で早期の健康回復が出来ました。(29 年 10 月 15 日記 川形) 



生命体の自然治癒力を高める「高次元/多次元のエネルギー循環領域システム」 　　　「波動エネルギー健康法」　　改編2017/5/29

2014年2月24日　アセンション最高次元、ＸＸⅦ（27）へ達成

      　原初2004/4/13、改編2011/10/28、　フタカミエネルギー研究会
１３層迄と１４層の意識（後半）は他の民間治療家の概念に基きました。(三次元モデル) １４層から川形モデル、多次元経絡意識波動プログラムです。 ホルモン

対応する骨 対応する神経 　　対応する腺 個人的体験 発達 時間支配能力 空間移動能力 マイナス感情

表層 現在 知識・智恵 ±一週間 ↓　ストレス　↓ 糖 ソマチット準結晶 ウイルス 金属毒素

１層 大脳皮質 側脳室 高校 情動 ±一　年 苛立ち 脂肪 ①原始相 真菌 準結晶

２層 　　頭骸骨 大脳辺縁系 視床・松果体 小学高学年～ 運動・行動 ±三　年 地域レベル 妄想 蛋白質 ②胞子 準結晶

３層 陰 脳　　　幹 視床下部・下垂体 　　　　　　～中学 意欲 抑鬱 アミノ酸 ③二重胞子
４層 陽 　　頚　椎 頚椎神経 甲状腺 ４歳～小学低・中 ±十　年 自分の行動 やきもち 細胞
５層 胸椎･肋骨 胸椎神経 胸腺・心臓 ０歳～３歳 同情・思いやり ±三十年 　　　速度up 懐疑心・不信 筋肉 <参考図>
６層 　　腰　椎 腰椎神経 腹腔神経(脾臓) お腹の中･祖父母 肉体維持 ±百　年 心配 ↓ 骨
７層 仙椎･骨盤 仙椎神経 性腺・副腎 ご先祖・染色体 運命を自分で ±三百年 国内レベル 恐怖 ラ 神経

変えられる事 怒り イ エネルギー

に気付く 絶望 ト 意識
８層 陽 　　尾　椎 尾骨神経 回転(下肢) 民族(国家) 自己実現 ±千　年 大陸レベル ↓ﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸ･ ボ 感情
９層 人類 使命・天命 ±30万年 地球レベル 　　　ﾋｰﾘﾝｸﾞ デ 質量

：（初期） （大陸間ﾚﾍﾞﾙ） 　物質的身体 ィ 素粒子
10層 地球 ：（中期） ±十億年 地球~月間ﾚﾍﾞﾙ 　1層から１３層迄 の DNA・水
11層 太陽系 ▼(末期) ±30億年 惑星間レベル 　　経絡系 レ 体液・血液

12層 銀河系 意識(前半) ±百億年 銀河間レベル ↑ ベ 脳/(半導体)

13層　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　以上13層までは新Ⅲ次元(旧Ⅲ次元)モデルと呼称します。新Ⅲ次元 宇宙 意識(中盤) ±３００億年 宇宙レベル ↑  　　　　　  ↑ ル プラズマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         14層より「気」に共鳴する､川形モデルの､四次元から二十七次元迄の多次元経絡意識波動プログラムです。長寿医学研究所　代表　川形　壽隆 の 光・気・生命

14層 第１･９胸椎､黄 トロボニン､血液循環 鉄･赤血球･赤色骨髄･トロンボクサン (他の説時空間・無∞） 　｛意識(後半)｝ 四次元､気 　　BC-008 ↓ 昇 0 13チャクラ ソマチットアモロファス ウイルス 金属毒素

15層 足関節 排泄分泌･体毛 忍耐寛容、慈に近い優しさ､情熱 五次元､気    BC-009 　肉　体 順 点 経絡 ④バクテリア 真菌 アモロファス

16層 ﾋﾞﾀﾐﾝA､皮膚 茶､知覚神経 気品･自愛､平常心･ﾊﾞﾗﾝｽ感覚 Ⅳ次元 六次元､気    BC-007 ↑経絡系 ↓ 生体 ⑤二重バクテリア アモロファ ス

17層 　　ドバミン アセチルコリン 尊厳､信頼､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ､責任感 ﾌｫﾄﾝ Something Great 七次元､気    EC-088 ↓肉体/ｴｰﾃﾙ体 1 磁気・磁場

18層 第3頚椎 緑､迷走神経 陰イオン､肯定的､リラックス 同上 イヤシロチ 八次元､気    EC-077 接触面 2 電磁場

19層 　　ﾋﾞﾀﾐﾝE 人を纏める能力 　信念､理想､勇気ｼｮｯｸ､決断力 同上 　　イヤシロチ　 九次元､気 　　EC-099 ↑　経絡系 2 電界・電荷

20層 ﾋﾞﾀﾐﾝC､亜鉛 ｾﾚﾝ・神経衰弱 深い信頼､克己心､不信､偏見 　　　　同上 　　イヤシロチ 十次元､気 　　ET-851 　　　　↓ 3 1 電解液 ソマチット葉状体 ウイルス 金属毒素

21層 脊髄神経･松果体 脳下垂体､F682　　　赤色骨髄､脳性麻痺､気力 　　　　同上 　　イヤシロチ   十一次元､気 　　ET-953 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 3 線 電解質 真菌 葉状体

22層 子宮､伏在神経 胸椎神経､D386 　　　　　　珪素、金 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十二次元､気 　　ET-663 　　　　↑ 3 表面・内部 葉状体

23層 　頚・紫外線 　　頚椎神経 　　　　　白金、紫、青 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十三次元､気 　　ET-571 　　　　↑ 4 2 活動電位 ソマチット結晶 ウイルス 金属毒素

24層 脳､脊髄組織 　　正中神経 　赤、炭素、セリン、リチウム 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十四次元､気 　　ET-431 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 4 面 システム ⑥⑦⑧⑨⑩ 真菌 結晶

25層 骨､橈骨神経 反回・末梢神経 ゲルマニウム､創造性豊かな 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十五次元､気 　　ET-786 　　　　↑ 4 熱雑音 結晶

26層 肺経、肺、緑 松果体､脊髄神経 　F682､白金、鼻,皮膚,気管 　　同上Ⅴ次元 　　イヤシロチ 　十六次元､気 　　AT-672 　　　　↓ 5 3 雑音温度 ソマチットコロイド ウイルス 金属毒素

27層 　肝経、目 視神経､知覚神経 体液血液､ﾘﾝﾊﾟ液､白血病､粘膜液系 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十七次元､気 　　AT-486 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 5 空 生体電流 ⑪破裂 真菌 コロイド

28層 口歯舌､味覚 胆経胃経､大小腸経 脾経ｵﾚﾝｼﾞ､亜鉛炭素男性ﾎﾙﾓﾝ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十八次元､気 　　AT-558 　　　　↓ 5 間 直流・交流 コロイド

29層 心臓､血管器 神経心臓､心筋 筋肉組織､血液循環､ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸､覇気 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十九次元､気 　　AT-335 　　　　↓ 6 4 未来世 ソマチットゲル ウイルス 金属毒素

30層 甲･副甲状腺 心包･肝経､粘液系 ﾄﾞバﾐﾝ大脳皮質海馬､有能､ｽﾄﾚｽ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　二十次元､気 　　AT-658 　　　　↓ 6 時 今　世 ⑫⑬⑭⑮⑯ 真菌 ゲル

31層 膵臓組織､血糖 糖尿病､膀胱経 視力､血液､血圧､赤血球､肯定的 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十一次元､気 　　AT-217 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 6 空 過去世 ゲル

32層 睾丸､卵巣子宮 三焦経､迷走神経 陰茎､胸乳房､白血球､ﾘﾝﾊﾞ球 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十二次元､気 　　AT-731 　　　　↑ 6 間 同体転生

33層 　経絡・督脈 攅竹､晴明、07787 　胸骨柄・横隔膜（腰椎部）､有能 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十三次元､気 　　KT-893 　　　　↓ 7 5 α チャクラ ソマチットグリット ウイルス 金属毒素

34層 督脈･腎組織 中印､幽門､不溶 卵巣ﾎﾙﾓﾝ､胸部神経叢呼吸中枢 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十四次元､気 　　KT-024 　ﾒﾝﾀﾙ体･ﾁｬｸﾗ 8 ωチャクラ 真菌 グリット

35層 　経絡･任脈 風府､あもん､天柱 肩ぐう､期門､日月､章門､大椎､肩井 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十五次元､気 　　KT-952 　　　　↑ 8 霊魂 グリット

36層 無限大＝∞ 遠赤外線､プラズマ､半導体､質量､素粒子､DNA/RNA､万能細胞 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十六次元､気 　　　HT-888　　コーザル体ﾁｬｸﾗ 9 10 11 地球(中心)

37層 自然治癒力 魂､中心太陽､地球､地球の中心､グランディング､神､霊 　　同上Ⅵ次元 　　イヤシロチ 二十七次元､気 　　　KC-099 ケーシ体チャクラ 12 Ⅵ 太陽(中心) ソマチット環状鎖 ウイルス 金属毒素

前頭葉イオン 同体転生､神聖の注入､遺伝子前駆物質､宇宙ソマチットグリット Ⅶ次元～Ｘ次元～ＸⅢ次元 Ⅶ次元　～　ＸＸⅣ次元 宇宙 古代ソマチット 真菌 環状鎖

発生機能部位 α チャクラ(光の言語)､ωチャクラ､ゼロ磁場、フエニックス銀河(サルーサ)、ペガサス銀河(サルサ)  ＸⅣ次元～ＸＸ次元～ＸＸⅣ次元
リバース 電子インパルス 天皇陛下明仁殿下､美智子妃､皇太子徳仁親王､雅子妃､愛子内親王､ (観音様､仏様､マリア､キリスト､モ-ゼ/ムハンマド) 　　　　　　　ＸＸⅤ～ 古代 超古代ソマチット 環状鎖

38層 宇宙意識生命体 天照日之大神 天照月之大神 造化氣萬男之大神 天之御中主之大神 天地の五行神 フォトン イヤシロチ　　　最高次元､　気 　CH-999 コアード体ﾁｬｸﾗ 　　超古代 ソマチット

天豊医師主尊 天照皇大神 建速須佐乃男神 天之常立之大神 国之常立之大神 伊邪那岐神 伊邪那美神 護法守天空神 千丈坊萬天空神 ＸＸⅦ次元 宇宙ソマチット

次元上昇 ２０１２年１２月２３日地球は護られて､Ⅴ次元へ次元上昇しました。　　更に２０１４年１月１日地球はⅥ次元へ次元上昇しております。 宇宙ソマチットグリット

２０１４年  ３月２４日Ⅲ次元が新Ⅲ次元へ移行、多次元最高次元ＸＸⅦ(27)次元達成・完結プログラムとして表示しました。
２０１７年 ２月  ３日地球はⅩⅥ次元にアセンションしました。次元の格差は、霊魂の新Ⅲ次元、Ⅴ次元、Ⅵ次元と格差が顕著です。

　多次元 経絡意識波動アセンションプログラム
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　氏　　名 様 　　　年　　月　　日　波動エネルギー健康法＜アセンション･プログラム＞

人は百二十歳まで生きることは可能か？ 　　　　フタカミエネルギー研究会/未病･長寿医学研究所

　可能であると、エネルギー医学療法 カルチノイド症候群/サルコイド-シス/未病と予防
　から測定できます。 能力 創造主 能力 　癌制御遺伝子BRCA1・2の損傷を測定修正可能

  教育  貢献 リーダー 　　疾患として測定された下記症状を
◎痴呆症、認知症の健康相談   神との シップ 　　アレルギー疾患とがん細胞発生を予防

　悩み解決相談を承ります。 コミュニケーション 「進行性痴呆､アルツハイマー型痴呆症､認知症」
　相談窓口　☎　０１２０－４９８０３－０ 育児 をプラスに修正するエネルギー波動で､脳組織､中枢

未病/長寿医学研究所　Healer　川形壽隆 伝承 　神経を修正､健康回復プログラムとして活用します

　お試し測定予約受付中　 結婚 人間力 　プラズマエネルギー波動測定法<アセンション･プログラム>

http://www.f-hado.com/energy/mail.html 恋愛 成功 お金 　　　　　　(多次元経絡意識波動プログラム)

仕事 ◎カルチノイド症候群＜食餌抗原により肝臓
人間関係 天職 　で産生されたトランス脂肪酸から発生する

職場 　　有害細胞/褐色細胞腫の修正と解消
姿勢 ◎アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露のサルコイドー

癌気質/体質     シス疾患原因はウイルスや細菌の感染から発生

疥癬、癜風気質/体質 オーラ 自分観 ※大型紡錘体小体<腫瘤型(急性/亜急性)>
梅毒気質/体質 仮面 ※ラングハンス巨細胞と上記※の修正と解消
淋病気質/体質 本音 ◎「未病」の解明 [ミトコンドリア病/チャネル病/オートファジー]

    自分との 　　※自覚症状はないが検査では異常がある状態

コミュニケーション 魂磨き 　　※自覚症状はあるが検査では異常がない状態

ブロンズ・チルドレン 感情 三位一体 免  疫

神  経

ゴールド・チルドレン

レインボー・チルドレン 体幹 血小板

ライトボディ アルツハイマー病(ＡＤ) 超短波

骨格矯正 アルツハイマー型認知症（A型） リンパ球

経絡 アルツハイマー型認知症（B型） 放射線毒素

身体感覚 認知症(自覚症状がない) 放射能

若年性認知症(自覚ある/ない) レントゲン焼

病気 先天性家族性疾患 ミネラルバランス

前世 常染色体優性遺伝 ホルモンバランス

常染色体劣性遺伝 ビタミンバランス

生死観 アミロイドーシス 染色体

カルチノイド症候群 遺伝子

サルコイドーシス 霊

母方 父方 シックハウス 癌制御遺伝子BRCA1

民族 認知症（Ａ型） 癌制御遺伝子BRCA2

認知症（Ｂ型) 老化ゲノム(波動修正と修復)

未病　　　　　 アルツハイマー

自覚症状はないが検査で異常がある

自覚症状はあるが検査で異常がない

痴呆症

進行性痴呆症(アルツハイマー型)

バイオレット・チルドレン

魂との

波 動 測 定 結 果

コミュニケーション

酸性度

※異物型巨細胞<全身性の肉芽腫性疾患>
自分の

中心

インディゴ・チルドレン

ニューエイジ・チルドレン/遺伝子 魂の叡智

結核気質/体質

ホメオパシー、サイコセラピー

の研究から仮定された物として

遺伝性ミアズム気質/体質改善
女性 男性

Energy  Navigate Tree 
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波動測定器ＭＲＡは、

※言霊と言霊の共鳴を測定する装置である。
言霊を数霊に変換して、数霊コード番号の電気エネルギーの抵抗値の共鳴を測定する。

※人体に及ぼす作用メカニズム（人体ヒーリングと高次構造の関係）について、関系する言霊コードの
一例を別紙｢地球(テラ)のコード別、次元領域･エネルギーの循環領域システム｣表の通りです。

◎ＵＩＢ装置、当研究会(フタカミエネルギー研究会)で用いる波動測定器の名称で
「未知への懸け橋」波動測定器「ユーアイビ ＵＩＢ」に由来する
ユー(友 優 有 勇) アイ(愛) ビ(美 微 日 火 )

ＵＩＢはホイーストンブリッジ理論を応用､未知の抵抗値を測定する
ＵＩＢは光･気･意識･人･物質等の未知のインピーダンス測定用に拡張されている
ＵＩＢは｢人の意識｣を電気エネルギーに変換して抵抗値を測定する
ＵＩＢは｢人の意識｣の言霊を数霊波動のコード番号に変換してエネルギーを測定する
ＵＩＢはエネルギーの抵抗値を±１００の単位で測定が可能である
ＵＩＢは測定する、数霊コード番号の電気エネルギーの抵抗値がマイナス(非共鳴)と

測定れた「光･気･身体･意識･物等の言霊」を下記例の通りプラスに修正変換する。

(例) 心臓疾患の例
マイナス(非共鳴)数霊コードを転写(エネルギー転写マーカ機構には８コード入力可能です)
(心臓-1)×(心臓組織-1)×(心筋梗塞-1)×(心筋-1)×(動脈硬化･血栓-1)×(血液疾患-1)×
(毒素-1)×(ストレス-1)＝心臓+1 (電気エネルギーとして転写修正)に、修正されます。

波動測定器の名称を下記に決めました。２００８年４月１５日
波動測定器 Ｕ Ｉ Ｂ ユーアイビ
「未知への懸け橋」 波動測定器 Ｕ (Un・known) アン・ノウン 未知の

Ｉ (Invisible) インビィジブル 目に見えない
Ｉ (Impedance) インピーダンス 電圧と電流の比
Ｂ (Bridge)ブリッジ(ホイートストンブリッジ/抵抗測定に用いられる回路)

戻り

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=2NwdbJFV3ih1i4czTTnxHjsdlptgBi0jr8Yq1nPG2S0MB7FNVBCOGYArzQDtkx7fgi854vOaHfS45Rd3Kzhqq0vOkx33EBbeLI6OGRL1sUBFXeJlxFWXVNgddY_3C1dVZ8xqcdakVn9udrUIG8qJeQ0BKy7Hf1yEWTM__2EZ6kRAr4oXJU62Qkg8aYRpIKyGUgXxzPcWWl6s7by0NjUgSHEWeaBXtKCUYUDZ744Oz_UgNm2.ulgUbXTC9CEH09Fzlxe2lOaPTgwnUmcbsMtguxSj1TiXqAZCFyAlwbQw7qZC83A8G6XKZ06rLRxSVYACL0phY11wNoTxpVzejvjyTZC43OCpVk.iJiP9L9j4olgHzn3sGgeN779jQa5lKKFFPttuEbq9koDaUM8.5OwSrMU1cjFNBdMAGp1pRn8e/_ylt=A3xT6LEPDWZSoFwBRSmDTwx.;_ylu=X3oDMTEydGtpc242BHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMTA-/SIG=16mesqdcf/EXP=1382520527/**http:/ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%8A%B5%E6%8A%97%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A&action=edit&redlink=1
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