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■神経サポートチンクチャーと母のインナーチャイルド癒しで化学物質・

電磁波過敏症と不登校が改善した子どものケース 
 

日本ホメオパシーセンター垂水舞子 

JPHMA 認定ホメオパス No.0748 

HMA 認定ホメオパス No.1587 

ZEN メソッド修得認定 No.0085    

柳 千妃路（やなぎ ちひろ） 

 

【主訴・クライアント情報】 

これは、10 歳の男の子がホメオパシーにより、化学物質過敏症、電磁波過敏症、不登校において大

きな改善を見せたケースです。 

また、自身のインナーチャイルドを見つめることで子どもと共に乗り越えたことが、治癒への大き

な意味を持ったお母さんのケースでもあるといえます。 

 

4 か月の時に、アトピー性皮膚炎の診断。1 歳で全身麻酔によりへその手術。その後、高熱・痙攣・

錯乱状態になることが増えます。1 歳半頃から、近所の農薬散布やペンキ等様々な化学物質に過敏な

様子がでてきて、発疹やじんましんがでるようになりました。添加物にも反応するので給食は食べ

られません。 

 

小学校 2 年生のときの先生に不当に扱われたことにより、3 年生進級時から不登校になり、電磁波の

影響で、キレてドモるようになりました。化学物質過敏症・電磁波過敏症の診断を受け、センター

に健康相談に来られました。 

 

ホメオパシーの健康相談の前に、7 枚の質問票を事前に記入していただくのですが、小さい文字でび

っしりと書かれ、また、遠方から大変な思いをされていらっしゃった割に、お母さんがどこふわふ

わとしているような感じが印象的でした。 

 

このケースは 

① 神経のサポート 

② トートパシーという影響を受けた物質への対処 

③ お母さんのインナーチャイルド癒し 

という、大きく３つのホメオパシー的ケアで進めました。 

 

【タイムライン】 

1 回目は 2015 年 10 月です。ザ・ボーニングハウゼン・レパートリー、略して TBR という方法でレメ

ディーを選択しています。 

 

1: 777# 精神‐動揺‐気が立っている、興奮している 

2: 784# 精神‐変わりやすい機嫌 

3: 818# 睡眠‐落ち着かない 

4:1063# 全般‐過剰‐アレルギー 

5:1510# 発疹‐蕁麻疹に似た 

6:1760# 基調‐傷ついた感情から‐侮辱 

7:2080# 基調‐中毒‐麻酔・麻薬 

 

以上より Bell.を選択 
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朝  TS37（電磁波サポートのためのミネラルレメディー） 

毎日の電磁波の影響をサポート 

随時 サポートφ腎臓 +Mag-p.12X +Adren.30C 

症状とショックから腎臓をサポート、緊張と副腎に Mag-p.Adren. 

夜１ Phos.LM2 +Tub.LM3 +Bell.LM4 

過剰反応や落ち着かなさから考慮、メインは TBR より選択しました。 

 

・ 第 2 回目 2016年 1 月 

レメディーを取り出してから、胸の重苦しさ・夜起きて母親が死ぬ恐怖を訴えたり、意味不明な事

を口走るようになる。39 度の発熱があり、鼻血・口角炎・口内炎がでる。治まると同時にどもりが

かなり減る。キレる回数は少し減るがキレると息がしづらい。蕁麻疹は状況により変わらず出る。 

母親も相談会を開始。息子の様子をみて一歳の頃の手術のことや 2 年前の担任から助けてやれなか

ったことなどを謝りたいと感じる。「自分の使命は息子の言いたいことに気付くことかな？」と感じ

る。「お母さんはどこにもいかん」と抱きしめている。 

 

TBR よりレメディー選択 

1: 235# 胸部‐胸の上部 

2: 568# 呼吸‐圧迫された 

3: 569# 呼吸‐あえぐ 

4: 790# 精神‐心気症とヒステリー 

5: 805# 知力‐譫妄‐意識混濁 

6: 818# 睡眠‐落ち着かない 

7:1063# 全般‐過剰‐アレルギー 

8:1510# 発疹‐蕁麻疹に似た 

9:1691# 基調‐夜＜ 

 

以上より Bell.を選択 

 

朝  S-K-T（肝臓サポートのレメディー） 

肝臓のサポートのため 

日中 サポートφ神経 +Ep-Diaz-HD.30C +Ana-C-HD.30C +X-ray 30C +Elect.30C +Morg-g.30C  

過敏症、不登校において神経をサポートすることは非常に重要なため、 

神経のサポートを開始しました。薬歴より多大な影響を与えているであろう、 

けいれん剤と麻酔の影響に対して。電磁波の影響への対処もはじめました。 

緊張型・夜響のために腸内細菌のレメディーも使っています。 

夜  Cupr-ars.6C +Tub.LM4 +Bell.LM5 

TBR と痙攣の考慮から Cupr.と Ars.を選択、マヤズムとメインはポーテンシーを 

あげて継続。 

(セルフケアでゲームをしたときは電磁波のケアに、電磁波のためのミネラルレメ 

ディーTS37 をとっているということです) 

 

・ 第 3 回 2016年 4 月 

鼻血が繰り返しでている。農薬散布で特に悪化。夜中の譫妄がなくなり深く眠れるようになる。キ

レることがほぼなくなり、めそめそするようになる。マスターベーションをするようになる。母は

ショックを受けていたが治癒の過程なので見守るように指示。蕁麻疹が出る回数が少しずつ減る。

保健室登校を開始。小２時の担任に会うと行けなくなる。自宅では友達と遊べるようになりました。 

 

お母さんは相談会後、インナーチャイルドノートを始められました。自分の中にいる“小さなころ
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のわたし”と対話し、出てきた感情を何でもいいので全部書き出すというものです。それにより、

自分の中にある他人や社会から植え込まれた観念や、小さいときに感じきれず抑圧した感情に気が

付き、解放していくことができます。 

 

お母さんは、息子さんのことでプレッシャーをかけてくる義理のご両親や旦那様に対し、独り言で

あっても悪く言えないことから随分自分で気持ちを抑えていることに気が付き、「自分のせいで息子

がこうなったわけではない」とやっと書けたときに 1人で号泣したそうです。 

 

我慢を重ねたあと、旦那様に大声を出すことでしか気持ちを表せなかったのが、夫の気持ちを考え

ることができるようになりました。また、妊娠発覚時に周りの反対があったことで、あきらめよう

としたことを思い出して号泣されたそうです。 

 

TBR よりレメディー選択 

1: 120# 鼻出血‐鮮血 

2: 779# 精神‐不安 

3: 795# 精神‐不信‐自信喪失 

4:1063# 全般‐アレルギー 

5:1510# 発疹‐蕁麻疹に似た 

6:1687# 基調‐朝＜ 

 

以上より Puls.を選択 

 

朝  S-K-T（肝臓サポートのレメディー） 

肝臓のサポートのため 

日中 サポートφ神経 +Sacchu-H +X-ray 30C +Elect.30C 

魂の着地含め更なる神経のサポートと影響を受ける松果体の正常化に。 

内分泌かく乱物質、農薬、電磁波の影響に対して 

夜  Calc-p.LM4 +Syph.LM5 +Puls.LM6 +Bufo.30C 

TBR から Calc-p.,Puls.を選択、家系等も鑑みて梅毒マヤズムを選択。 

どもり、爪かみ、マスターベーションや、対人関係の問題などから Bufo. 

 

第 4 回 2016年 6月 

首に湿疹が拡がる。鼻血が止まる。どもりと蕁麻疹ほぼなくなる。両親がカウンセリングをはじめ、

父が初めて自分の気持ちをいう。息子を傷つけるものに対し、母は初めて「誇りを不当に傷つけら

れた」「芯からの怒りを感じ自分に血が通った」と感じ、初めて反論して息子を守ったそうです。お

母さんの真剣さ、人間味があふれるように変化しています。 

 

TBR よりレメディー選択 

1: 224# 首‐うなじ 

2: 256# 上肢‐肩 

3:1443# 発疹‐赤い 

4:1528# 痒み‐むずむずする 

5:1728# 基調‐寝床で温まる＜ 

 

朝  S-Hiz 

脾臓のサポートレメディー。 

精神による脾臓への影響と、より質の良い造血・気滞改善を目指す 

日中 サポートφ神経 +X-ray 30C +Elect.30C 
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夜  Calc-s.LM5 +Psor.LM6 +Bry.LM7 +Merc.LM7 

最初にあった皮膚湿疹にだいぶ戻ってきたので抗疥癬治療をスタートしました。 

メイン等 TBR より選択しています。 

 

【結果】 

４回目の後発熱し、湿疹が良くなった後に電磁波・化学物質過敏症の症状と不登校が大きく改善を

みせ、農薬散布やゲームなどで左右されなくなる。キレる、どもり、体で感じる不安感はほぼなく

なり、市販のジュースや練り物入りのうどんなどが食べられるようになり驚く。登校に加え、給食

も少しずつ開始。根本治癒は継続し登校に残る不安をサポートしています。 

 

その後も相談会は継続しています。夏休みには夏祭りの太鼓の練習を根気強く最後まで続けること

ができ、初めてお友達と対等に喧嘩することもできました。2 学期が始まる前には、父親が初めて、

学校に行くことをせかすことなく「守ってやる」という言葉をかけたそうです。 

 

お母さんは、はじめ息子さんのことでいっぱいいっぱいでしたが、インナーチャイルドと真摯に向

き合い力強い変化をされたあと、穏やかさもみえ、今は少しずつご自身の体をいたわることにも心

が向かい始めています。 

 

 

【考察】 

このケースは、環境・薬剤・発育状況等様々なものにより内分泌が攪乱し、神経に影響を与えなが

ら Psor.が立ち上がったケースです。徹底的な神経サポートとトートパシー、母親のインナーチャイ

ルドへの対峙により、元々あった皮膚湿疹へと戻り治癒したケースです。最初はふわふわしている

かんじだった母親がインチャノートをつけて真剣に向き合った結果、大変に落ち着き父親も大きく

変わるなどし、しっかり愛情を受け取られる家庭ができたことも治癒には大きな意味合いがあった

ように思います。 

 

一番外側に出ている症状は原因不明であったり、やりようがないと思われるものでも、こうして、

心・魂・体のすべてのレベルを同時にみつめることで改善の希望があります。 

同じような症状で悩む人々にひと筋の光となるケースであることを望みます。 

 

ホメオパシー、そして ZEN メソッドが更にひろく普及し、1人でも多くの人が、身体・心・魂の声に

耳を傾け、本来の自分らしく、軽やかに生きられることを願います。 

 

カテゴリー：カテゴリー：カテゴリー：カテゴリー：［アレルギー・アトピー［アレルギー・アトピー［アレルギー・アトピー［アレルギー・アトピー・皮膚疾患・皮膚疾患・皮膚疾患・皮膚疾患］［］［］［］［医原病・薬害医原病・薬害医原病・薬害医原病・薬害］］］］    


