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《症例１：メール本文》 

From: Dave Vousden [mailto:Dave@salvacare.co.nz]  

Sent: Thursday, July 7, 2016 7:23 AM 

Subject: FW: photo 

 

Hi  

 

Max story as follows, again another little boy in a situation that was so stressful for the family, 

Salvestrols and Eye Q worked miracles, like the other children we are working with, their immune 

system improved, hardly catch colds and are active, and better still they all seem to be doing better 

at school. 

 

 

Felicity Gould-Thorpe  33  tells the astonishing story of her son Max who at the age of 

four was diagnosed with a head tumour with spinal effects.  

“Chemo was ruled out as research showed this was ineffective in children and his prognosis 

was initiially three months, then later revised to six and nine months as treatments 

including radio rherapy and surgery took place. 

“Through a very good friend we heard about Salvestrols and we were put in touch with 

these during a radio therapy phase and a June 2013 surgical removal of the tumour This did 

not remove all of the tumour. However, Salvestrols were all natural and seemed beneficial. 

Then they came up with a clean scan and the oncology team was greatly surprised.” 

Max took four tablets each morning and four each night and every six weeks the scan was 

lear.  

“The tumour expected to grow back but it didn't so the medics wondered if they had miss- 

diagnosed because they could find not a single not a single cancer cell – nothing after 

taking Salvestrols which are doing wonders for his body. His balance was bad – he was 

tiring easily. Now he is doing well at school, out playing sport and has as great immune 

system with lots of energy and has good skin. Salvestrols have done amazing things with 

the body, and of course it is also important to have faith and we have also cut out 

processed foods”. 

 

From: Felicity  

Sent: Tuesday, 14 June 2016 1:44 p.m. 

To: Dave Vousden 

Subject: Re: photo 

 

Hi dave  

What a great story . . So lovely to hear other stories , similar to us. 

mailto:Dave@salvacare.co.nz


 

This is a picture from a couple of weeks ago. 

Our big boy is coming up three years since diagnosis next week! 

 

Much love  

 Felicity  

Sent from my iPhone 

 

On 14/06/2016, at 12:05 pm, Dave Vousden <Dave@salvacare.co.nz> wrote: 

Hi Felicity 

  

I am next week hosting a conference on cancer in Australia and have a private meeting with a few 

doctors who we have been working with children and would like to show them a recent photo of 

Max, if this is ok with you could you please let me have ASAP? 

  

Thought you would like to read unedited email from Linda in Perth, at long last we have inspiring 

photos of Zac, have not attached them as the file is big!. 

  

Hi Dave, 

Here are a photos, it was very difficult to take photos of Zac while he was quite sick, he hated the 

way he looked, hope these I have sent can help you. The last couple are him now, doesn't he look 

great. 

He is turning 17 on the 30th June,  we have had 4 beautiful birthdays since diagnosis, something we 

where told would not happen.  On the 19th July it's also 4 years since dx. He is working and soon 

to get his drivers license, great milestone I think for a kid who has been through so much. 

I often think of you and our first phone call, how desperate I felt looking for someone to listen and 

help our boy. Dave you gave us hope telling me about your own story. You will always hold s special 

place in our hearts, knowing you listened to our sons story.  I truly believe he is still here with us 

thanks too Salvestrols working after he had had his radiation treatment.  

Regards, 

Linda 😊 

mailto:Dave@salvacare.co.nz


 

《症例１：メール日本語訳》 

 

こんにちは、 

 

マックスの話は次の通りです。小さな男の子の闘病のストーリーで、家族にとってとてもストレスの多

い状況でした。サルベストロールと Eye Q が奇跡のような効果を発揮しました。私たちが見てきた他

の子供達と同様に、彼らの免疫系は改善し、ほとんど風邪もひかず元気で、更に彼らは皆、学校の

成績も良くなっているようです。 

*********** 

フェリシティ・グールド・ソープ（３３歳）さんは、４歳の時に、脊髄浸潤性脳腫瘍と診断された彼女の息

子マックスの驚くべき物語を語っています。 

「子供には効かないという研究結果があったために抗ガン剤治療は行われず、初期の段階では余命

３ヶ月と言われ、その後の放射線治療と手術を受ける中で、余命 6～9 カ月と訂正されました。」 

「仲の良い友人からサルベストロールの話を聞き、2013 年の腫瘍摘出手術の後、放射線治療中にサ

ルベストロールを始めました。手術では腫瘍のすべてを摘出できませんでした。私はサルベストロー

ルがすべて自然由来であり、有益なように感じていました。その後のマックスの CT 検査で腫瘍は影

も形もなく、腫瘍科の医師たちはとても驚いていました。」 

マックスは毎日朝 4 錠、夜４錠を摂取し続け、その後 6 週間ごとの検査でも、腫瘍の再発は見つかり

ませんでした。 

「腫瘍はいつか再発するだろうと予測されていましたが、そのようなことは無く、医療チームは『誤診』

だったのではないかとも考え始めました。サルベストロールが彼の体に奇跡を起こし、飲み始めてか

ら癌細胞は１つも見つかっていません。彼は当時、疲れやすく身体のバランスが取れていない状態で

した。今では、学校の成績もよく、外でスポーツをし、強い免疫システムを持ち、エネルギーに満ち溢

れ、肌も良い状態になっています。サルベストロールは彼の体に素晴らしい影響を与えました。また、

サルベストロールを飲むことだけでなく、信じ続けること、そして、加工食品を取らないことも重要でし

た。」 

 

From: Felicity 

Sent: Tuesday, 14 June 2016 1:44 p.m. 

To: Dave Vousden 

Subject: Re: photo 

 

こんにちはデイブ、 

何て素敵な話なんでしょう。私たちと似た他の人の話を聞くことはとても素晴らしいです。 

これは数週間前に撮った写真です。 

私たちの大きな息子は、来週、診断から３年を迎えようとしています！ 

 

愛を込めて 

フェリシティ 



 

 

On 14/06/2016, at 12:05 pm, Dave Vousden <Dave@salvacare.co.nz> wrote: 

 

こんにちはフェリシティ、 

 

私たちは来週オーストラリアで癌に関するカンファレンスを予定していて、子供の患者を診ている何人

かのドクター達と話をする予定です。マックスの最近の写真を彼らに見せたいので、送ってもらえない

でしょうか。もし問題ないようであれば、なるべく早めに送ってもらえると助かります。 

 

きっとあなたが読みたいだろうと思うので、パースに住んでいるリンダからのメールを、そのまま添付

します。ファイルが重いので添付しませんが、やっと、素晴らしく感動的なザックの写真も貰うことがで

きました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイブより 

  

こんにちはデイブ 
 
写真を添付します。ザックの体調が非常に悪かった時期は、彼自身が自分の見た目を嫌っていたので、ザッ
クの写真を撮るのはとても難しかったのです。この写真があなたの役に立つといいのですが。 
最後の数枚は、ザックの現在の写真です。素晴らしいでしょう？ 
彼は６月３０日に１７歳になります。脳腫瘍として診断されてから、４回も素晴らしい誕生日を迎えることができ
ました。医師からは、起こり得ないと言われていたことです。また、７月１９日は診断からちょうど４年になりま
す。彼は今働いており、もうすぐ運転免許証を取得します。これは大変な経験をしてきたザックにとって、記念
すべき出来事になると思います。 
あなたとの最初の電話・・・その時にどれだけ自分が必死に、私たちの話を聞き、私たちの息子を助けてくれ
る人を探していたことか・・・私は今でもそのことをよく思い出します。デイブ、あなたが、あなた自身の体験談
を語ってくれたことで、私たちは希望を見出しました。あなたが私たちの息子の話に耳を傾けてくれた・・・あな
たは、いつも私たちの心の中の、特別な場所にいます。彼が今も私たちと共にあるのは、放射線治療の後の
サルベストロールが効いたからだと、心から信じています。 
 
心を込めて、 
リンダ😊 
 

mailto:Dave@salvacare.co.nz


 

Before 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

当時 4 歳。サルベストロール開始時／ 
手術後の様子（2013） 

2016 年 6 月撮影。真ん中がマックス サルベストロールによって腫瘍が消滅 



 

《症例２：メール本文》 

-----Original Message----- 

From: Dave Vousden [mailto:Dave@salvacare.co.nz]  

Sent: Thursday, July 7, 2016 7:09 AM 

Subject: FW: Photos 

 

Hi 

 

Attached photos, Zac was in bed unable to move and had headaches and dizzy, within 

3 days on Salvestrols and Eye Q he felt better, his story which is going to feature 

in my new book is a s follows, his mothers email is also below; 

 

Linda Barile 's son Zachary is now 16.    

“In 2012 at 13. he had a melt down and became angry and aggressive which was 

completely out of character. Two GP's  diagnosed sinus infection and he ended up in 

hospital where psychological problems were suggested. With issues about schooling, 

the family decided to plan a holiday as a good change and this transpired into a 

holiday in Thailand. 

 But when we were there, Zac became lethargic and ill and started vomiting and 

walking like a drunk. We took him to a Thai hospital where he was again dianosed 

with sinus problems. 

 

Our next stop was Singapore and another hospital visit where meningococcal disease 

was diagnosed. Then an MRI scan showed a brain tumour and a verdict of six to nine 

months to live was like a blow from a sledgehammer. Some fluid was drained but a 

biopsy was ruled too dangerous. 

What followed was an emergency medical evacuation flight to Perth, accompanied by a 

doctor and nurse. 

“At Princess Margaret Hospital, Zac was treated  with high level steroids. The 

tumour was growing and then came six weeks of radio therapy. Then a friend 

mentioned Salvestrols which had helped her own cancer. We contacted Dave Vousden 

who in 2012 prescribed four capsules in the morning and four at night plus omega 

fish oil. 

Zachary has not looked back since. We have an organic diet at home but he is now 16 

years old and – well, he will slip up on diet. 

“He still has six-monthly checks but has now left school to become an apprentice 

cabinet maker, working from 7am ro 4pm. He's an active skateboarder and learning to 

drive. Now, we live for today and pray for tomorrow 

 

David Vousden 

Director 

 

SALVACARE BIOTECHNOLOGIES LIMITED 

10D Vega Place, Mairangi Bay, Auckland 

New Zealand.  Phone (64) 9 476-4460 

www.salvestrol.co.nz 

 

-----Original Message----- 

From: Linda 

http://www.salvestrol.co.nz/


 

Sent: Monday, 13 June 2016 2:25 p.m. 

To: Dave Vousden 

Subject: Photos 

 

Hi Dave, 

Here are a photos, it was very difficult to take photos of Zac while he was quite 

sick, he hated the way he looked, hope these I have sent can help you. The last 

couple are him now, doesn't he look great. 

He is turning 17 on the 30th June,  we have had 4 beautiful birthdays since 

diagnosis, something we where told would not happen.  On the 19th July it's also 4 

years since dx. He is working and soon to get his drivers license, great milestone 

I think for a kid who has been through so much. 

I often think of you and our first phone call, how desperate I felt looking for 

someone to listen and help our boy. Dave you gave us hope telling me about your own 

story. You will always hold s special place in our hearts, knowing you listened to 

our sons story.  I truly believe he is still here with us thanks too Salvestrols 

working after he had had his radiation treatment.  

Regards, 

Linda 😊 

 

  



 

《症例２：メール日本語訳》 

こんにちは、 

 

写真を添付します。最初の頃、ザックはベッドから起き上がることができず、頭痛や目眩がありました

が、サルベストロールと Eye Q を飲み始めて 3 日ほどで体調が改善しました。以下が、私の次の本

でも紹介するザックのストーリーと、彼の母親からのメールです。 

*********** 

リンダ・バリーレの息子ザカリーは今１６歳です。 

２０１２年、１３歳の頃、彼は急に怒りっぽくなり、攻撃的になりました。以前の彼からは考えられない

変化です。２人の医師による診断で、副鼻腔の感染と心理的な問題が示唆されました。学校において

もトラブルを抱えていたこともあり、良い変化を求めるために家族で休暇をとり、タイ旅行を計画しまし

た。 

しかし、タイでの休暇中、ザックは気力が低下し、ひどい体調の悪化におそわれ、嘔吐し、酔っ払いの

ようにフラフラと歩くような状態になりました。彼をタイの病院に連れていったところ、再び副鼻腔の問

題だと診断されました。 

 

私たちは次に、シンガポールの病院を訪れ、そこで、髄膜炎菌感染と診断されました。さらに MRI 撮

影で脳の腫瘍が発見され、余命６〜９ヶ月だと宣告されたのです。ハンマーで頭を叩かれたような気

持ちでした。髄液ドレナージを行いましたが、脳の腫瘍から試験的に組織生検を行うには危険が高す

ぎると判断されました。 

その後、私たちは医師・看護師が同乗する緊急医療用ジェット機で、パース（※オーストラリアの都

市）に向かいしました。 

プリンセス・マーガレット病院で、ザックは大量のステロイドを投与されました。腫瘍はどんどん成長し

ており、６週間の放射線治療が開始されました。あるとき、友人から自分の癌がサルベストロールに

助けられたという話を聞きました。デイブ・ヴォースデン氏に連絡を取り、彼からサルベストロールを朝

に４カプセル、夜に４カプセル、そしてオメガ３フィッシュサプリメントを取るようにとアドバイスを受けま

した。 

それ以来、ザカリーは回復し、過去を振り返っていません。私たちは自宅でオーガニックの食事に取

り組んでいますが、彼は今１６歳なので・・・間違えた食べものを選ぶことも有ります。 

彼は今も６ヶ月ごとの定期検診を受けています。現在は学校を辞め、飾りタンス職人の弟子として、

毎日午前７時から午後４時まで働いています。また彼は、元気にスケートボードをし、自動車の運転

を習っています。今、私たちは今日のために生き、明日のために祈っています。 

************** 

デビッド・ヴォースデン 

ディレクター 

 

 

-----Original Message----- 

From: linda  



 

Sent: Monday, 13 June 2016 2:25 p.m. 

To: Dave Vousden 

Subject: Photos 

 

こんにちはデイブ 

 

写真を添付します。ザックの体調が非常に悪かった時期は、彼自身が自分の見た目を嫌っていたの

で、ザックの写真を撮るのはとても難しかったのです。この写真があなたの役に立つといいのです

が。 

最後の数枚は、ザックの現在の写真です。素晴らしいでしょう？ 

彼は６月３０日に１７歳になります。脳腫瘍として診断されてから、４回も素晴らしい誕生日を迎えるこ

とができました。医師からは、起こり得ないと言われていたことです。また、７月１９日は診断からちょう

ど４年になります。彼は今働いており、もうすぐ運転免許証を取得します。これは大変な経験をしてき

たザックにとって、記念すべき出来事になると思います。 

あなたとの最初の電話・・・その時にどれだけ自分が必死に、私たちの話を聞き、私たちの息子を助

けてくれる人を探していたことか・・・私は今でもそのことをよく思い出します。デイブ、あなたが、あな

た自身の体験談を語ってくれたことで、私たちは希望を見出しました。あなたが私たちの息子の話に

耳を傾けてくれた・・・あなたは、いつも私たちの心の中の、特別な場所にいます。彼が今も私たちと

共にあるのは、放射線治療の後のサルベストロールが効いたからだと、心から信じています。 

 

心を込めて、 

リンダ😊 

  



 

Before 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After 

 

髄液ドレナージ後のザック。 

放射線治療 

16 歳になったザック 

サルベストロールにより改善

し、元気に遊ぶザック。14 歳 


