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■「胃悪性リンパ腫（癌）が３ヶ月の ZEN ホメオパシーにより改善し、『異

常なし』 と診断され治癒したケース」 
 

日本ホメオパシーセンター仙台榴岡 

JPHMA 認定ホメオパス No.0808 

ZEN メソッド修得認定 No.0163 

JPHF 認定インナーチャイルドセラピスト No.0057 

三森 弥生（みつもり やよい） 

 

【はじめに】 

日本人の 2 人に 1 人が癌になり、3 人に 1 人の死因が癌となっている。 

現代医学における治療の目的は、表出している症状が消えることであり、癌治療の 3 本柱「薬、

手術、放射線治療」は、体に大きく負荷がかかる。 

 胃に不快感があり医療機関を受診し「胃悪性リンパ腫」と診断され治療を受けたが、一向に回復

せず、家族に勧められホメオパシーを選択した。健康相談会を開始し、３回通った３ヶ月後に、「胃

悪性リンパ腫」は消失し、治癒したと診断された。 

 

【主訴・クライエント情報】 

 診断名：胃悪性リンパ腫 

主症状：前かがみの時に生じる胸やけ 

その他の症状：痛くて座れないほどの膝の痛み、動悸、便秘、尿 10 回/日、体温 36.2 度 

嗜好：菓子・果物 

 家族の病歴：母・脳梗塞、父・心筋梗塞 

 性格：責任感が強い、内向的。他人に心を開かない 

 

【タイムライン】 

0 歳～54 歳 ： 詳細不明 

54 歳    ： 胆石・胆嚢癌で手術。インフルエンザ 

55 歳～64 歳 ： インフルエンザワクチン接種（年 1 回） 

63 歳    ： 白内障、ドライアイ 

64 歳 ： 高血圧症・膝関節痛み、肺炎球菌ワクチン接種 

65 歳  ： 胃悪性リンパ腫 

 

【初回・状況と分析と処方】2015 年 11 月 6 日 

レメディー選択には、レパートリー「TBR」（注 1）と、「純粋マテリア・メディカ」「慢性病マテリ

ア・メディカ」（注 2）のドイツ語原本から日本語翻訳版を使用。 
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図１. TBR ソフト使用のレパートライゼーション（注 3）結果

 
 

図 1 が示すように、症状に合うレメディー検索結果は、1位 Merc.、2位 kali-c.である。 

 

Kali-c.は、カリウム気質の体質に準じており、結核マヤズム傾向のレメディーでもある。 

Merc.は、梅毒マヤズム（注 4）のレメディーであり、現物質が水銀である。 

日本製のインフルエンザワクチンは添加物に水銀を含有する。連続 9 年間のワクチン接種が影響

し、医原病（注 5）の水銀中毒になったと思われる。つまり、ワクチンが結核マヤズム傾向の病理を

重くし、接種を続けることにより自己破壊が起こり、癌化すると推測した。 

又、水銀は胆汁にも影響し、悪性リンパ腫の前に発症した胆嚢癌にも関係したと思われる。 

 

処方： 朝:  Kali-c. (LM1)  

昼:  Syph. (LM2)  

夜:  Merc-sol. (LM3)      

随時 1:  H1N1-v.30C + Kali-m.12X + Ferr-p.12X + サポートφリンパがん 

随時 2:  腎サポートのコンビネーションレメディー 

随時 3:  自己卑下のフラワーエッセンス 

 

体内のミネラルバランス調整にティッシュソルト（注 6）をバナジープロトコル （注 7）を参考

に追加した。 

レメディー類はホメオパシージャパン製を使用。 

 

（注 1）TBR：The Bonninghausen Repertory、ハーネマン(1755-1843)の直弟子、ボーニングハウゼ

ン(1785-1864)がハーネマンの薬物論を検索しやすくまとめたレパートリー 

（注 2）「純粋マテリア・メディカ」「慢性病マテリア・メディカ」：レメディーや薬物を人に投与し

て現れた症状をハーネマン達が記録したレメディーの薬効書 

（注 3）レパートライゼーション：症状からレメディーを導き出す手法 

（注 4）マヤズム：ホメオパシー医学の根幹となる病理論。全ての慢性病の元には、慢性遺伝マヤズ

ムがある。ホメオパシーの適切なレメディーを投与しない限り治癒することはない 

（注 5）医原病：医療が原因で引き起こされた病気 

（注 6）ティッシュソルト：シュスラー（1821-1898）が発見。体内には 12 種類の必須ミネラルがあ
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り、そのミネラルのバランスが崩れることで病気が生じると考えた 

（注 7）バナジープロトコル：バナジー氏は、インドのカルカッタで The Prasanta Banerji 

Homeopathic Research Foundation (PBHRF)を設立。ホメオパス親子 3 代の臨床経験からメ

ソッドを開発 

 

【初回後の経過】 

・上唇に水腫、1㎝大 1個 

・大量の排便、2 回 

・大量の発汗、顔、1 回 

 

レメディーの刺激を受け、自己治癒力が活性化した。慢性の便秘に対し、老廃物の排出を促す排

便が大量に 2 回あった。唇の水腫はヘルペスと推測し、次の処方に反映させた。 

なぜなら、「癌が治る時、ヘルペスが出ている事が多い。」と恩師の由井先生から教わっていたから

である。 

発汗時はご祈祷に参列中だった。意識が朦朧とするほどの大量の汗が首から上に突然、吹き出し

た。数時間で奇異な症状は治まり、再発はしていない。 

 

 

【2 回目・状況と分析と処方】2015 年 12 月 11 日 

図 2.  TBR ソフト使用のレパートライゼーション結果 

  
 

候補に挙がったレメディーとマテリア・メディカを照合し、投与するレメディーを確定した。 

Kali-c.・CK540 ：胃から酸が口まで上がってくる 

Merc.・RA1204 ：顔と胸部に発汗 

Merc.・RA1209 ：朝、強度の発汗 

 

Merc.は、ヘルペスや帯状疱疹のレメディーでもある。症状から、Merc.と Kali-c.が最適と判断

し、ポーテンシー（注 8）を上げて投与した。 

ここで、マヤズムへの対応は、ノゾース（注 9）を結核マヤズム傾向の Bac.に変更した。 

腎臓はワクチンの影響で弱っていると考え、機能の回復を目的に臓器サポートした。 

 

処方  朝 : Kali-c.(LM2)    

昼 : Bac.(LM3)  

夜 : Merc-sol.(LM4)   
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随時: Vario.30C + Herp-z.30C + Blessing 30C + サポートφ腎 

 

（注 8）ポーテンシー：レメディーのダイナミックさのレベル。 

作成時の希釈倍率と震盪回数により決まる 

（注 9）ノゾース：病原体や病気の組織から作ったレメディー 

 

【2 回目後の経過】 

・口唇ヘルペスは一旦消失 

・3週間後に風邪に罹り、強い胸やけと咳が 2週間続いた 

・頭痛 

・勧めていた感情日記を書き始め、怒りや悔しかった気持ちを書いて表現することで、「頑張らな

くてもいい」と気づきがあった。 

 

1 回目相談会から 70 日目、1 月 15 日、医療機関にて医師が胃内視鏡検査を行い 

「胃粘膜のボコボコがなくなってきて、良くなってきているようだ。」と説明があった。 

 

【3 回目・状況と分析と処方】2016 年 1 月 22 日 

全体症状とレメディーの投与後に現れた症状に、レパートライゼーションを行った。 

 

図 3.  TBR ソフト使用のレパートライゼーション結果 

 
 

Sil.・CK2 ：意気消沈、憂鬱 

Sep.・CK72：呑酸、その前に胃のあたりが気持ち悪くガスも生じる 

 

1位 Sil.は、疥癬マヤズムにも作用し、2位 Sep.は、効力の強いレメディーである（注 10） 

 

癌は、疥癬マヤズム（Psor）が 2次的な病気（注 11）へと進行した状態である。癌が改善してい

る時には、疥癬治療が必須と判断した。 

マヤズムへのノゾースは、咳に対応できる結核マヤズム傾向の Tub-K.に切り替えた。 
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処方： 朝 : Sil.(LM3) 

昼 : Tub-K.(LM4) 

夜 : Sep.(LM5) 

随時: サポートφ胃がん 

  

（注 10）Sep.：「シイピアの効力の強さ」慢性病論を参考 

（注 11）2次的な病気：「疥癬マヤズムは、あらゆる病気の原因である」慢性病論を参考 

 

 

【3 回目後の経過】 

2016 年 2 月 4 日、医療機関を受診し、「胃悪性リンパ腫」異常なしと診断される。 

CT・MRI・細胞診・血液検査の結果をもとに医師が判定した。 

1 回目相談会（11 月 6 日）から、わずか 90 日目の治癒である。 

 

【経過のまとめ】 

 

相談会１回目： 11/6 （0 日目） 「悪性リンパ腫」  

相談会２回目 ： 12/11 （35 日目） 

★胃カメラ検査： 1/15 （70 日目）「良くなってきている」 

相談会３回目： 1/22 （77 日目） 

★胃カメラ検査： 2/ 4 （90 日目）「治癒」 

   

【考察】 

難治とされる悪性リンパ腫が、ホメオパシーによって最短で治癒した効果を 4 つに集約する。 

 

第 1 に、慢性マヤズムへ初回から継続して作用させていく。 

ホメオパシーの根幹は、ハーネマンが発見したマヤズム論である。全ての慢性病の元には慢性マ

ヤズムがある。ホメオパシーは慢性マヤズムに対処するので、難治の病気がよくなる。 

 

本症例は、土台に慢性の疥癬マヤズムがあり、梅毒マヤズム、淋病マヤズムを含む、結核マヤズ

ム傾向があった。それらをワクチン毒が刺激し、癌マヤズム化に至らしめた。マヤズム病理の進行

に対し、逆の過程を辿ると治癒に向かうと考えた。 

そこで、マヤズム治療ができるレメディー群（ノゾースとミネラルのレメディー）を与えた。最

初は、癌の進行を止める目的で、破壊に対処できる梅毒マヤズムのノゾース Syph.を投与した。これ

により、癌マヤズム傾向が結核マヤズム傾向に戻り、治癒に向い始めた。次に、結核マヤズム傾向

への治療は Bac.と Tub-K.とした。そして、同時に、ミネラルレメディーを使い、疥癬マヤズム治療

を行った。 

 

このように、それぞれの病気に対して 1 つのレメディー、病気が複数あるので複数のレメディー

を使い、癌になりやすい傾向を鎮めていった。 

 

第２に、症状と病気に対し、最適のレメディーとポーテンシーを選ぶ。 

最適のホメオパシーが体内に入ると、治癒力が活性化し、人は自らの力で病気を治していく。 

レメディーを選ぶにあたって作業の大きな比率を占めるレパートリーとマテリア・メディカは、

ハーネマンの著書を活かした。それは、ハーネマンの臨床の記録は人の体を通した反応であり、ホ

メオパシーの真理がある。 

そこから選び出したメインレメディーの Merc.は、水銀中毒に欠かせないレメディーである。イン
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フルエンザワクチンにより、水銀中毒となった可能性があり、水銀中毒が悪性リンパ腫をつくった

と考えた。この選択は正しく、水銀中毒に同種の水銀レメディーが作用した。 

kali-c.は、慢性マテリア・メディカに記載されている通り慢性病の治療ができ、根本体質に合い、

胃に親和性があり、抗疥癬薬剤である。初回から診断が異常なしになるまで投与した。 

そして、ノゾースは、クライエントと家族の病歴とホメオパシー病理論を用いて選定した。 

各レメディーのポーテンシーは、晩年のハーネマンが慢性病を治癒させるために発見した LMポー

テンシーを使用した。液体フォームを毎回震盪させ、さらに処方の度にポーテンシーの数値を上げ

た。このように、変化するダイナミックな刺激を毎日与えることで、体は深く穏やかなレメディー

の刺激を受けとった。 

 

第 3 に、病気の階層に対応する。 

 レメディーの他に、ホメオパシーと相性がよい療法を併用した。 

組織や肉体に作用するティッシュソルト、臓器に親和性のあるマザーチンクチャー、心の問題に

対応するフラワーエッセンスを病気の階層に合わせて選択した。 

さらに、癌患者の特徴にも注目した。癌では臓器の変性があり、修復には植物エキスのマザーチ

ンクチャーが欠かせない。処方したリンパ癌と胃癌サポートは、臓器に親和性のあるマザーチンク

チャー（注 12）とレメディーがコンビネーションされており、万能的な働きをしていた。 

 

第４は、心と魂の在り方へ働きかける。 

心や考え方の癖が癌を作り出す。癖がエネルギーの滞りを作り、免疫を下げていく。心の癖はイ

ンナーチャイルドによって作られるため、癌を治すに上ではインナーチャイルド癒しは重要である。

心の癖を解放することが治癒に大きな作用を及ぼすと考え、レメディー投与と並行して感情にもア

プローチした。 

 

幼い時からの感情を抑えこむ習慣と自分を責める癖が己の「魂」を傷つけ、病気を作っていく。

10 年前に胆石・胆嚢癌の手術で癌を切除したが、癌を作った心の癖は対処しなかった。ホメオパシ

ーや東洋医学では、胆石は、怒りを我慢した人がなると捉えている。そこで、怒りの感情に焦点を

当てた。怒りを切り口にし、「感情を抑えて生きている自分に気づく」をワークの目標とした。2 回

目の相談会後に、怒りや悔しい気持ちを感情日記に書き始めた。次第に「頑張らなくてもいい」と

思えるようになり、少しずつ気づきが始まった。 

自分の力で気づき、心の癖が解放され病気が治癒していった。 

 

これらの 4 点の同時アプローチにより、胃悪性リンパ腫は治癒した。治癒の診断を得ているが、

ホメオパシー病理の視点からみる癌を作りだしたマヤズム傾向は残っている。そのため、根本的な

治癒を目指し、健康相談会は継続している。 

 

（注 12）マザーチンクチャー：薬効があるハーブの成分をアルコール抽出したもの 

 

【むすび】 

本症例では、癌の原因は、遺伝的に引き継いだ病気に罹りやすい傾向（マヤズム）、医原病、食の

問題、インナーチャイルド、魂の問題が原因と示された。 

原因の全てに同時にアプローチができる手法が ZEN ホメオパシーである。ZEN ホメオパシーの利点

が最大限に活かされる症例であった。インナーチャイルド癒しで心の癖を見つめ直し、大量の汗で

魂を浄化し、熱とヘルペスで老廃物を燃焼させ肉体と心と魂のバランスを調整した。 

これらの相乗効果により、僅か３ヶ月で胃悪性リンパ腫（癌）が治癒に至った。 

 

これまでの日本は、癌治療は医療機関の治療しか方法がないと世間で認識されている。しかし、

ホメオパシーではこれを支持しない。人の中に必ず存在する自己治癒力を最大限に活かすことで、
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癌は治癒していくといえる。  

 

本論文を作成するにあたり、日本ホメオパシー医学協会会長の由井寅子ホメオパシー博士、ホメ

オパスの由利敦先生から、丁寧かつ熱心なご指導を賜りました。ここに感謝の意を表します。また、

学術発表を快く引き受けてくださったクライエントさんとご家族に感謝いたします。 
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