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■■■■幼児における幻覚様症状へのホメオパシーでのアプローチ 
                        

ホメオパシーセンター愛知三河安城 

JPHMA 認定ホメオパス No.0862 

ZEN メソッド修得認定 No.0212 

杉浦 美奈子（すぎうら みなこ） 

 

[目的および主訴（症状）] 

２歳の女の子 

断乳以来、２歳になった頃から発熱することが増え、発熱のたびに熱性痙攣をたびたび起こすよう

になる。また、熱が高いと幻覚を見ているようで、夜中になると起きて壁の一点を指差して怖がっ

て泣き叫ぶ。また、突然泣き止んで「行っちゃった」と言ったりする。その際、祝詞、般若心経な

どのレメディーを試したが効果が無かった。あまりにもはっきり指差して怖がるため、お祓いも考

えたが、魂にも作用するホメオパシーから先に試してみようとホメオパシー健康相談会にみえる。

この子は怪我をすることが多く、２０１５年３月後半にはちょっと目を離したすきに煮えているお

鍋を自分で踏み台に上ってひっくり返し、足の甲に大きく火傷をしてしまった。 

この子は体調の悪いときは自分で適切なレメディーを選ぶことができる。怪我をした時には必ずス

フィライナムを選ぶ。クライアントの姉がアトピーのような症状があったため、クライアントが生

まれる前から母親はホメオパシーを使って体調管理をしていた。 

 

普通分娩 

予防接種や薬剤は一切使ってきていない 

２０１５年５月に初めてホメオパシー健康相談会を受ける 

 

[方法およびタイムライン] 

１回目２０１５年５月 

臓器サポートには、見えない物が見えてしまう症状に向けて、第１チャクラに関係する臓器であり、

また恐怖に関係する臓器である腎臓のサポートに、グラウンディングが大切であることから第一チ

ャクラを安定させること、第三の目である第６チャクラを安定させること、各チャクラのバランス

をとる目的でジェムレメディ（宝石のレメディー）をコンビネーションした。 

メインのレメディーは皮膚に症状を出しやすい傾向があることから Sulph、事故怪我が多いことに向

けてのマヤズムの Syph、断乳以来の不調であることから Puls を選択 

 

一回目レメディー 

オリジナルサポートφ腎臓（注１） +Obsid.200C +Obsid-E 200C +Lapis 200C +Rainbow 10M 

オリジナルアルポ（5ml（注２）） +Sulph.LM1 +Syph.LM2 +Puls.LM3 

 

注１注１注１注１・オリジナルサポートとは、臓器のサポート用の液体のコンビネーションレメディーに、さら

にクライアントに合ったレメディーを足したもの。 

注２注２注２注２オリジナルアルポとはアルポはアルコールポーテンシーの略。クライアントに合わせて選んだ

レメディーをアルコールにコンビネーションして加えた物。 

 

前回相談会からの経過前回相談会からの経過前回相談会からの経過前回相談会からの経過            

鼻水が大量に出続けた。いたずらとイヤイヤがひどくなった。やたらと裸になりたがる。車の走行

中にシートベルトを勝手に外して歩き回りたがる、止めると怒り狂う、大皿に盛った料理のお肉だ

けを一人で食べようとするので止めると怒り狂う、とにかく怒ると手がつけられない。これは

Hyos.200C で落ち着く。 

お腹や背中、あちこちに汗疹のような発疹が出て痒くて、特に寝入りばなと寝ている時、起きて痒



 

がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

痒い時には

 

２回目２０１５年８月

上記の症状を

注３注３注３注３TBR とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

ングハウゼンが整理し、度数を付けて最適なレメディーを選べるようにしたもの。

 

 

随時 オリジナルサポート

 +Obsid

朝  オリジナルアルポ（

 

相談会からの経過

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

痒くて怒っていたり、夜になかなか寝ようとしないなど激しい。喜怒哀楽も激しい。

夜寝る前に天井を指差して、「おばけがいるから怖い～あっちいけ～」と言い出す。

「どうしておばけがこわいの？」と聞くと

「○○ちゃんと喧嘩するから」「おばけに怒って！」というので

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

ばけはあっち行けと言われると「え～んて泣いてるよ」と言う

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

みついて来たり。

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の

時間は何ともない様子。

メインのレメディーが無くなる頃に発熱、咳と鼻水、下痢が始まる。
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がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

い時には Sulph.30C

２回目２０１５年８月

上記の症状を TBR（The

とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

ングハウゼンが整理し、度数を付けて最適なレメディーを選べるようにしたもの。

オリジナルサポート

+Obsid-E 200C +Obsid.200C +Lapis

オリジナルアルポ（

相談会からの経過 

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

痒くて怒っていたり、夜になかなか寝ようとしないなど激しい。喜怒哀楽も激しい。

夜寝る前に天井を指差して、「おばけがいるから怖い～あっちいけ～」と言い出す。

「どうしておばけがこわいの？」と聞くと

「○○ちゃんと喧嘩するから」「おばけに怒って！」というので

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

ばけはあっち行けと言われると「え～んて泣いてるよ」と言う

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

みついて来たり。 

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の

時間は何ともない様子。

メインのレメディーが無くなる頃に発熱、咳と鼻水、下痢が始まる。
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がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

30C が有効だった。

２回目２０１５年８月 

The Bonnighausen

とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

ングハウゼンが整理し、度数を付けて最適なレメディーを選べるようにしたもの。

オリジナルサポートφ肝臓

200C +Obsid.200C +Lapis

オリジナルアルポ（5ml） 

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

痒くて怒っていたり、夜になかなか寝ようとしないなど激しい。喜怒哀楽も激しい。

夜寝る前に天井を指差して、「おばけがいるから怖い～あっちいけ～」と言い出す。

「どうしておばけがこわいの？」と聞くと

「○○ちゃんと喧嘩するから」「おばけに怒って！」というので

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

ばけはあっち行けと言われると「え～んて泣いてるよ」と言う

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の

時間は何ともない様子。 

メインのレメディーが無くなる頃に発熱、咳と鼻水、下痢が始まる。
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がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

が有効だった。 

Bonnighausen repertory

とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

ングハウゼンが整理し、度数を付けて最適なレメディーを選べるようにしたもの。

肝臓 

200C +Obsid.200C +Lapis

 +Sulph.LM2 +Syph.LM3 +Merc

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

痒くて怒っていたり、夜になかなか寝ようとしないなど激しい。喜怒哀楽も激しい。

夜寝る前に天井を指差して、「おばけがいるから怖い～あっちいけ～」と言い出す。

「どうしておばけがこわいの？」と聞くと 

「○○ちゃんと喧嘩するから」「おばけに怒って！」というので

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

ばけはあっち行けと言われると「え～んて泣いてるよ」と言う

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の

メインのレメディーが無くなる頃に発熱、咳と鼻水、下痢が始まる。
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がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

repertory の略）のソフト（注３）を使って検索

とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

ングハウゼンが整理し、度数を付けて最適なレメディーを選べるようにしたもの。

200C +Obsid.200C +Lapis 200C +Ruby

LM2 +Syph.LM3 +Merc

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

痒くて怒っていたり、夜になかなか寝ようとしないなど激しい。喜怒哀楽も激しい。

夜寝る前に天井を指差して、「おばけがいるから怖い～あっちいけ～」と言い出す。

 

「○○ちゃんと喧嘩するから」「おばけに怒って！」というので

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

ばけはあっち行けと言われると「え～んて泣いてるよ」と言う

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の

メインのレメディーが無くなる頃に発熱、咳と鼻水、下痢が始まる。
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がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

の略）のソフト（注３）を使って検索

とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

ングハウゼンが整理し、度数を付けて最適なレメディーを選べるようにしたもの。

200C +Ruby-E 200C +Turq.200C

LM2 +Syph.LM3 +Merc-sol.LM4

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

痒くて怒っていたり、夜になかなか寝ようとしないなど激しい。喜怒哀楽も激しい。

夜寝る前に天井を指差して、「おばけがいるから怖い～あっちいけ～」と言い出す。

「○○ちゃんと喧嘩するから」「おばけに怒って！」というので 

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

ばけはあっち行けと言われると「え～んて泣いてるよ」と言う 

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の

メインのレメディーが無くなる頃に発熱、咳と鼻水、下痢が始まる。
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がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

の略）のソフト（注３）を使って検索

とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

ングハウゼンが整理し、度数を付けて最適なレメディーを選べるようにしたもの。

200C +Turq.200C

sol.LM4 

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

痒くて怒っていたり、夜になかなか寝ようとしないなど激しい。喜怒哀楽も激しい。

夜寝る前に天井を指差して、「おばけがいるから怖い～あっちいけ～」と言い出す。

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の

メインのレメディーが無くなる頃に発熱、咳と鼻水、下痢が始まる。 
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がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

の略）のソフト（注３）を使って検索

とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

ングハウゼンが整理し、度数を付けて最適なレメディーを選べるようにしたもの。 

 

200C +Turq.200C 

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

痒くて怒っていたり、夜になかなか寝ようとしないなど激しい。喜怒哀楽も激しい。 

夜寝る前に天井を指差して、「おばけがいるから怖い～あっちいけ～」と言い出す。 

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の

がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

の略）のソフト（注３）を使って検索 

とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

 

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の

がる。痒くて怒って起きる。おしっこに行きたくて起きるときも怒っている。特に背中を痒がる。

とは、ハーネマンが実際に調べて記録した膨大なマテリアメディカ（薬効書）を弟子ボーニ

アルポを飲み始めると一日目から荒れ気味に。朝に下痢便を一気に出す。突然眠くなったり夜中に

母親が「おばけあっちいけ～」といって追い払うしぐさをすると落ち着く。これが何日か続く。お

昼間も出かけた先で「ここはいやだ」と壁に向かって騒いだり、神社でおばけがいると言ってしが

背中に赤い発疹丸く密集しており、まだらのようにあちこちにある。寝入りばなに痒がるが、他の



 

３回目２０１５年１０月

 

随時 オリジナルサポート

 +Obsid

朝  オリジナルアルポ（

 

相談会からの経過

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

３０分後に水を吐いて、お腹を激しく痛がる。

200C も同じく。その後眠ってしまい、一時間後にケロッと元気になる。

次の日も同じように吐く。

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

で朝が大変。２週間ほど続く。

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

連絡が来る。スプレーボトルに水を入れ、適用書のレメディーと

Hyos.200C なども入れ、スプレーしてもらうとすぐに落ち着く。その後スプレーの水

飲んですっかり落ち着く。

レメディーが無くなる頃にまた頭を打ったり顔を打ったりと怪我が増える
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３回目２０１５年１０月

オリジナルサポート

+Obsid-E 200C +Obsid.200C +Lapis

オリジナルアルポ（

相談会からの経過 

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

３０分後に水を吐いて、お腹を激しく痛がる。

も同じく。その後眠ってしまい、一時間後にケロッと元気になる。

次の日も同じように吐く。

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

で朝が大変。２週間ほど続く。

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

連絡が来る。スプレーボトルに水を入れ、適用書のレメディーと

なども入れ、スプレーしてもらうとすぐに落ち着く。その後スプレーの水

飲んですっかり落ち着く。

レメディーが無くなる頃にまた頭を打ったり顔を打ったりと怪我が増える
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３回目２０１５年１０月 

オリジナルサポートφ腎臓

200C +Obsid.200C +Lapis

オリジナルアルポ（5ml） 

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

３０分後に水を吐いて、お腹を激しく痛がる。

も同じく。その後眠ってしまい、一時間後にケロッと元気になる。

次の日も同じように吐く。 

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

で朝が大変。２週間ほど続く。 

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

連絡が来る。スプレーボトルに水を入れ、適用書のレメディーと

なども入れ、スプレーしてもらうとすぐに落ち着く。その後スプレーの水

飲んですっかり落ち着く。 

レメディーが無くなる頃にまた頭を打ったり顔を打ったりと怪我が増える
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腎臓 

200C +Obsid.200C +Lapis

 +Sulph.LM3 +Syph.LM4 +Merc

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

３０分後に水を吐いて、お腹を激しく痛がる。

も同じく。その後眠ってしまい、一時間後にケロッと元気になる。

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

 

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

連絡が来る。スプレーボトルに水を入れ、適用書のレメディーと

なども入れ、スプレーしてもらうとすぐに落ち着く。その後スプレーの水

レメディーが無くなる頃にまた頭を打ったり顔を打ったりと怪我が増える
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200C +Obsid.200C +Lapis 200C +Ruby

LM3 +Syph.LM4 +Merc

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

３０分後に水を吐いて、お腹を激しく痛がる。Mag-p 30C

も同じく。その後眠ってしまい、一時間後にケロッと元気になる。

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

連絡が来る。スプレーボトルに水を入れ、適用書のレメディーと

なども入れ、スプレーしてもらうとすぐに落ち着く。その後スプレーの水

レメディーが無くなる頃にまた頭を打ったり顔を打ったりと怪我が増える
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200C +Ruby-E 200C +Turq.200C

LM3 +Syph.LM4 +Merc-sol.LM4

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

p 30C を口に入れるがペッと出される。

も同じく。その後眠ってしまい、一時間後にケロッと元気になる。

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

連絡が来る。スプレーボトルに水を入れ、適用書のレメディーと Acon.

なども入れ、スプレーしてもらうとすぐに落ち着く。その後スプレーの水

レメディーが無くなる頃にまた頭を打ったり顔を打ったりと怪我が増える
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200C +Turq.200C

sol.LM4 

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

を口に入れるがペッと出される。

も同じく。その後眠ってしまい、一時間後にケロッと元気になる。 

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

Acon.200C、Strom.

なども入れ、スプレーしてもらうとすぐに落ち着く。その後スプレーの水

レメディーが無くなる頃にまた頭を打ったり顔を打ったりと怪我が増える 
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200C +Turq.200C 

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

を口に入れるがペッと出される。

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

Strom.200C、Bell.

なども入れ、スプレーしてもらうとすぐに落ち着く。その後スプレーの水を飲みたがり、

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

を口に入れるがペッと出される。Rainbow 

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

Bell.200C、

を飲みたがり、

適用書のレメディーを一日目から飲むのを拒否して泣いて暴れる。スプレーでかけて対処するが、

さらに激怒する。抱っこやおんぶでなだめて、なんとか飲ませる。次の日は普通に飲んでくれたが、

ow 

咳が激しいが元気はある。夜寝るときに服を脱いでしまう。着せようとすると怒る。夜尿があるの

お寺にお参りに行った日の夕方、お昼寝から起きてから泣いて暴れる。３０分以上暴れているので

、

を飲みたがり、



 

４回目２０１５年１２月

 

随時  前回の物を引き続き飲む

朝  オリジナルアルポ（

 

相談会からの経過

朝起きるとくしゃみで大量の血交じりの鼻水を毎日出す

夜中に起きて泣くことが減った

今回は裸になりたがることもないが夜尿はあいかわらず

食べ過ぎることが減って、満腹感が解ってきた様子

泣きわめいて手が付けられないことが減った

母から離れられるようになってきた

熱性痙攣は相談会開始以降出ていない
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４回目２０１５年１２月

前回の物を引き続き飲む

オリジナルアルポ（

相談会からの経過 

朝起きるとくしゃみで大量の血交じりの鼻水を毎日出す

夜中に起きて泣くことが減った

今回は裸になりたがることもないが夜尿はあいかわらず

食べ過ぎることが減って、満腹感が解ってきた様子

泣きわめいて手が付けられないことが減った

母から離れられるようになってきた

熱性痙攣は相談会開始以降出ていない
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４回目２０１５年１２月 

前回の物を引き続き飲む

オリジナルアルポ（5ml） 

朝起きるとくしゃみで大量の血交じりの鼻水を毎日出す

夜中に起きて泣くことが減った 

今回は裸になりたがることもないが夜尿はあいかわらず

食べ過ぎることが減って、満腹感が解ってきた様子

泣きわめいて手が付けられないことが減った

母から離れられるようになってきた

熱性痙攣は相談会開始以降出ていない
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前回の物を引き続き飲む 

 +Sulph.LM4 +Syph.LM5 +Psor.LM5 +Merc

朝起きるとくしゃみで大量の血交じりの鼻水を毎日出す

 

今回は裸になりたがることもないが夜尿はあいかわらず

食べ過ぎることが減って、満腹感が解ってきた様子

泣きわめいて手が付けられないことが減った

母から離れられるようになってきた 

熱性痙攣は相談会開始以降出ていない 
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LM4 +Syph.LM5 +Psor.LM5 +Merc

朝起きるとくしゃみで大量の血交じりの鼻水を毎日出す

今回は裸になりたがることもないが夜尿はあいかわらず

食べ過ぎることが減って、満腹感が解ってきた様子 

泣きわめいて手が付けられないことが減った 

©Japan Homoeopathic Medical Association(JPHMA) All rights reserved

LM4 +Syph.LM5 +Psor.LM5 +Merc

朝起きるとくしゃみで大量の血交じりの鼻水を毎日出す 

今回は裸になりたがることもないが夜尿はあいかわらず 

©Japan Homoeopathic Medical Association(JPHMA) All rights reserved

LM4 +Syph.LM5 +Psor.LM5 +Merc-sol.LM6
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sol.LM6 

 



 

５回目２０１６年２月

 

随時 オリジナルサポート

朝  オリジナルアルポ（

 

[考察] 

断乳以来の頻発する発熱と痙攣・幻覚が、チャクラに向けたアプローチと、臓器サポートなどに

り改善しました。

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

ません。 

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも

ホメオパシーには方法があるということが解りました。

 

カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］
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５回目２０１６年２月

オリジナルサポート

オリジナルアルポ（

断乳以来の頻発する発熱と痙攣・幻覚が、チャクラに向けたアプローチと、臓器サポートなどに

り改善しました。 

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも

ホメオパシーには方法があるということが解りました。

カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］
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５回目２０１６年２月 

オリジナルサポートφ水銀

オリジナルアルポ（5ml） 

断乳以来の頻発する発熱と痙攣・幻覚が、チャクラに向けたアプローチと、臓器サポートなどに

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも

ホメオパシーには方法があるということが解りました。

カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］
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水銀 +Obsid-E 

 +Sulph.LM5 +Syph.LM6 +Psor.LM6 +Merc

断乳以来の頻発する発熱と痙攣・幻覚が、チャクラに向けたアプローチと、臓器サポートなどに

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも

ホメオパシーには方法があるということが解りました。

カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］カテゴリー：［その他、植物等］［子供］ 
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 30C +Obsid.30C +Lapis

LM5 +Syph.LM6 +Psor.LM6 +Merc

断乳以来の頻発する発熱と痙攣・幻覚が、チャクラに向けたアプローチと、臓器サポートなどに

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも

ホメオパシーには方法があるということが解りました。

©Japan Homoeopathic Medical Association(JPHMA) All rights reserved

30C +Obsid.30C +Lapis

LM5 +Syph.LM6 +Psor.LM6 +Merc

断乳以来の頻発する発熱と痙攣・幻覚が、チャクラに向けたアプローチと、臓器サポートなどに

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも

ホメオパシーには方法があるということが解りました。 
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30C +Obsid.30C +Lapis 30C +Adam.30C +Puls.

LM5 +Syph.LM6 +Psor.LM6 +Merc-sol.LM7

断乳以来の頻発する発熱と痙攣・幻覚が、チャクラに向けたアプローチと、臓器サポートなどに

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも
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30C +Adam.30C +Puls.

sol.LM7 

断乳以来の頻発する発熱と痙攣・幻覚が、チャクラに向けたアプローチと、臓器サポートなどに

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも

 

30C +Adam.30C +Puls.LM7 

断乳以来の頻発する発熱と痙攣・幻覚が、チャクラに向けたアプローチと、臓器サポートなどによ

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも

よ

現在は幼稚園に入園して、お友達とのかかわりが増えるにしたがって幻覚は減り、いまはもうあり

自立の時期にバランスを崩した結果、幻覚を見るまでになったケースですが、このような症状にも


