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■輸血の影響による皮膚疾患 
 

JPHMA 認定ホメオパス No.0957  

JPHMA 認定アニマルホメオパス No.A0127 

ZEN メソッド修得認定 No.0367 

JPHF 認定インナーチャイルドセラピスト No.0225                         

長谷川 希生（はせがわ きせい） 

 

【発表の契機】 

「蕁麻疹や発熱などの輸血副作用は日常の輸血においてしばしば経験される副作用である. しかし

ながら, 軽症のことが多いため病院輸血部門や血液センターへ報告されることは少ない. そのため

これらの輸血副作用の正確な頻度は分かっていない」１） 

輸血の影響、副作用についてはホメオパシーを勉強するまでは何も知らなかった。輸血後によく

ある副作用として全身の発疹、リンパの腫れ、発熱等あるがそれは上記の資料にあるように報告さ

れず、明確な頻度はわかっていないようである。 今回紹介するケースは輸血の影響を取り除くこと

で皮膚疾患を治癒に導くことができたものだ。 この方は出産後の多量出血になり現代医療で一命を

とりとめたがその治療の過程で輸血を行い、その影響をホメオパシーで取り除くことができた。輸

血による影響で苦しんでいる方に少しでもお役に立てれればと思い発表することにした。 

まだ専門家としてではなく CHhom の学生で経験もほとんどなく未熟ではあるが学校で学んだこと

をベースにレメディーを選択した。ZEN メソッドの有効性を実感したケースでもあった。 

 

【症状】 

対象： 女性 ３６歳  主訴：結節性痒疹  

具体的な症状： 出産後に出血多量で呼吸困難、入院。輸血。痛み止め使用。入院中に左足首の内側

にできものができたがそのあとから痒くなった。足首の周りから発疹が始まり徐々に上に広がる。

出産後１００日くらいから痒みが悪化し、腿まで広がり痒みもひどいので皮膚科で診療を受け、 結

節性痒疹と診断を受ける。その後ホメオパシーの家庭用キットで処置。 首、腕、手、脛、足に水

疱。痒い。痒みは夜に悪化。精神過敏、怒りっぽい。疲労倦怠感。地に足がついていない感覚。 

その他の症状：消化不良、慢性疲労、口唇ヘルペス、腰痛（骨盤が歪んでいる）、痔、水虫（夏のみ）

足首の痛み、アレルギー性鼻炎（花粉症）、結膜炎 

体質：麺類、カレー、＋＋＋ 肉、魚--- 春夏の晴天、＋＋＋ 冬、寒さ、曇り--- 朝＋＋＋ ア

レルギー：花粉、ほこり 就寝時間：１２時前 起床時間：朝４-５時 

熟睡できない（授乳と皮膚の痒みのため）、夢をみる（主に現実的なゆめ、勉強している、テストを

受けている夢） 汗はあまりかかない（運動できない状況） 水をたくさん飲む（授乳でのどが渇

く） 体にぴったりした服は着たくない、運動は激しくのが好き、登山、自転車、ストレッチ（ヨ

ガ） 体は冷たい。特に冬、足。 

異常感覚：時々体にアリが這うような感覚がある 

性格：幼いころは元気な子だったが学校に通い始めたくらいからは内気で暗い子だった。 現在は

活発だが怒りを抑えられなくなると自分でもどうもできない。夫にあたりつける。外では優しくて

正直な人。 

ショック・パニック：出産時にうなだれている長男を見たとき（息もせず、青く、動かなかった）
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心臓マッサージと人工呼吸をしたその光景を見ながら呆然とした。まだその時のことを考えると心

臓がどきどきする。  ２０歳の時に父親が亡くなったとき。 

恐怖：ネズミ、蛇、階段、高いところ 

心配、不安なこと：仕事が溜まっているとき、注射や針を受けるときに目に見えない部分にすると

き不安。大病になるか不安。 

予防接種・薬歴：BCG, B 型肝炎、DPT,ポリオ、Hib.、肺球菌、MMR、水疱瘡、日本脳炎、脳髄膜炎、

インフルエンザ、A型肝炎 抗生物質 鼻炎スプレー 鎮痛剤 麻酔 アルブミン製剤 子宮収縮剤 

利尿剤  

子供にかかる病気：水疱瘡 

家系の病歴：母：気管支が弱い 父：肝硬変 母母：骨粗しょう症 母父：消化不良（胃炎） 

父母：肝硬変 父父：肺癌 弟：鼻炎 

 

【タイムライン】 

胎児期： 姑との関係でストレスが多かった。憂鬱だった。 

０歳：   出産：自然分娩 粉ミルク、よく吐いていた 

１歳前： 喉頭炎（ジフテリアに似た症状）で入院。呼吸困難になる。 

２歳ころ： 火傷（腹部） 

７歳：  水疱瘡, 大腿骨損傷 

１８歳： 両親離婚 

２０歳： 父親 死亡 

２４-２５歳： 腰をケガする。重いものをもって骨盤が歪んだ。 

２９歳： 痔 

３０歳ころ： 水虫（夏のみ） 

３２歳： アレルギー性鼻炎、結膜炎（春） 

３４歳:： 流産（手術） 

３６歳： 長男出産したが、難産。産後多量出血、呼吸困難、入院。 

肺に水が溜まる。結節性痒疹 

 

＊１回目 2016.3.23 

発疹と足首の痛みを TBRで以下のように検索 

１：1431＃ 全般‐発疹‐全般 

２：1468＃ 全般‐発疹‐痒み 

３：1521＃ 全般‐発疹‐小水疱：帯状疱疹 

４：1692＃ 基調‐時間‐夜に‐真夜中前に 

５：1488＃ 全般‐発疹‐痛む‐縫われるような（突き刺すような、ちくちくする）痛み 

６：1274＃ 全般‐関節全般‐関節の運動が困難である 

７：1266＃ 全般‐関節全般‐折れたような痛み 

以上の項目から Merc. Rhus-t. Graph.を選択。 

 

随時：サポートφ腎臓 ＋Kali-ars.12X ＋Herp-z.200C +Varic.200C ＋Led.6C ＋Ferr-p.12X  

 500ml の水に 10 滴随時飲む 
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朝 ：Graph.LM1 ２㎝の水に３－４滴 ２０回かき混ぜて飲む 

昼 ：Tub-k.LM2 ２㎝の水に３－４滴 ２０回かき混ぜて飲む 

夜１：Merc-sol．LM3 Rhus-t. LM3 ２㎝の水に３－４滴 ２０回かき混ぜて飲む 

夜２：Carc. 200C  毎週金曜日 就寝前 ５日分  

夜３：Syph. 200C  毎週火曜日 就寝前５日分 

夜４：Ayah. 200C  毎日 就寝前 １０日分 

夜５：Berl. 200C  毎日 就寝前 １０日分 

随時、朝、昼、夜１は液体、夜２～５は砂糖玉レメディー。夜５は夜４を飲み終えてから飲み始め

るよう指示。 

サポートφ腎臓 産後の疲れ、疲労回復に。死ぬほどの恐怖からも腎臓が弱くなっている可能性が

あるため。また体内の解毒機関としての役割を向上させるために選択。 

Kali-ars.：皮膚の痒みに  

Herp-z.、Varic.：水疱がヘルペスに似ているため。過去水疱瘡にかかったが薬で抑圧、予防接種も 

受けている。 

Led. ：入院中にたくさんの注射針に刺されたことへの影響を排除するため。足首の問題 

（RA122,124,140,111 TBR290（足首）３度 ） 

RA122 「 足首に痛み、歩を踏み損ねたような、捻挫したかのような。」 

RA140 「 足指関節の所、足首、腰部に痒み。」 

Ferr-p ：輸血の影響を取るため、血液のサポート  

Graph ：TBR８位だが、度数が安定しているため、抗疥癬レメディー 

Tub-k ：関節の痛み、アレルギー疾患（花粉症）から 

Merc ：TBR１位 Merc.のみがすべて網羅している。アレルギーもある。 

予防接種の量も多いので水銀の影響に対して。 

Rhus-t ：TBR２位 発疹に関しては Merc.よりも度数が高い 発疹の痒みにも。クライアントが 

「掻くとその場所が熱っぽくなる」と言っていたので RA783 がまさにその症状を示してい

る。 

RA783 「非常に痛い、ひどく焼けるようで痒い発疹、特に陰嚢、包皮、瞼、目の中に現れ、 

この発疹が、これらの部分に同時に腫れも引き起こした。また細かな黄色っぽい 

小水疱も生じ、あちこちで液体が流れ出たり滲出したりし、単発的な小水疱は腕

や 

腰部にもでき、これらが数日後にはレンズマメ大になり、患者自身が掻くと非常

に 

熱くなった。大きくなったこの膿疱の多くは、次第に化膿し、周囲は赤くなり、 

さらに大きくなり、ゆっくりと治っていった（3 週間後）。～省略～」  

夜２～５は CHhom の授業の中で輸血の影響に対して使用できるレメディーを由井学長が伝授してく

ださったものを分けて飲んでもらった。 

ほかの人の血液が入るということは他人の染色体が入ることであり同時にエーテル体が入っている。

そのためその人自身のアイデンティティーが混乱する。 

Carc.：自己免疫疾患に。アイデンティティーの欠落 

Syph.：輸血のすることで梅毒マヤズムが立ち上がる 

Ayah.：輸血でつながった他人のエーテル体を断ち切るため。クライアントが入院中の陣痛剤として 
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麻薬注射を 2 回したのでその影響を取るのにも。意識がぼーっとすることが多く、自分が自

分で 

ないような感覚があることへにも該当すると思い選択。 

Berl.：輸血でつながった他人のエーテル体を断ち切るため。 

 

＜経過＞ 

レメディーを飲み始めてから痒みが悪化。Ayah.を飲んだあと呼吸困難になり、その後すぐに頭がす

っきりした。ぐっすり眠れるようになった。変なことをたまに言っていたがそれもなくなった。風

邪を引き、喉が腫れ、鼻水が出る。熱が出て発疹が首から顔まで広がってからよくなる。熱がある

ときは痒みが好転。首、背中、腹部の発疹は無くなり、腕、脚、手の水疱が減る。黄色い膿が出て

いたが透明になってきた。足首が一番痒く、骨の中が痒い。掻き始めると痒い部位が移動する。足

首の痛みがなくなった。花粉症になり、鼻炎と結膜炎がひどくなる。 

 

 

＊2 回目 2016.4.27 

発疹の痒み、くしゃみを伴う鼻水などの症状を TBRで検索  

１：1454# 全般‐発疹‐瘡蓋のある‐かいた後に 

２：1525# 全般‐痒み‐場所が変わる、かいている間 

３：1073# 全般‐変質した感覚―虫などが這うような、むずむずする感覚‐内側部分に 

４：1511# 全般‐発疹‐小水疱  

５： 579# 呼吸器‐コリーザ‐くしゃみ 

６： 625# 呼吸器‐気道分泌物―水っぽい‐鼻水 

以上の項目から Staph.Mez.Sulph.Merc.Phos.を選択。 

 

随時：サポートφ脾臓 ＋Gaert.30C ＋Nose-S-Pri-D.30C ＋Antibiot-C-D30C +Merc.LM4 ＋Cycl.LM4 

朝 ：Phos. LM2 +Sulph. LM2  

昼 ：Tub-b. LM3 +Diph. 200C  

夜 ：Staph. LM4 +Mez. LM4   

 

サポートφ脾臓 ：血液に対して。アレルギー、免疫を高めるため。 

Gaert.  ：腸内細菌、腸内環境を整えるため 

Nose-S-Pri-D. ：鼻スプレーの影響に    

Antibiot-C-D. ：抗生物質の影響に 

Merc. ：前回も出して反応が良かった TBR5 位 水疱、アレルギー症状、扁桃腺が腫れる傾向に。 

 

Cycl.：精神面。皮膚の痒みに。 

TBR1227 骨が痒い：Cycl.（3 度） Phos.（2 度） Kali-n. Verat.（1 度） のみ  

クライアントが、骨が痒いのと痒みが左足のほうが強いことから RA134が合致している。 

Cycl RA 143 「ひどい痒みが、皮膚だけでなく、まるで左足の足指の骨にもあるかのよう、晩」 

Phos. ：TBR7 位 結核傾向でもある。骨の痒み TBR1227 2 度 

Sulph ：抗疥癬介入レメディー TBR4位 Merc とも相性が良い 4度 
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Tub-b. ：結核傾向で皮膚の症状に  

Diph. ：1 歳前にかかったと思われるジフテリアの症状に似たものが出てきたので 

Staph. ：TBR1 位。抗梅毒  

Mez. ：TBR2 位。抗梅毒 症状とともに輸血で立ち上がった梅毒にも有効と判断。 

 

【経過】 

痒みが徐々に治まり、骨まで痒かったのが表面だけの痒みに変わる。結膜炎が 2 週間ほどあったが

よくなった。水疱はほとんどなくなり、手の指だけある。熱が出ると扁桃腺が腫れる。痔があった

がなくなった。まだアレルギー性鼻炎はある。夏になると水虫ができるがあまり出てきていない。

右のかかとにある。足が熱を持っている感じがする。自分を責める夢を見る。 

 

 

＊3 回目 2016.6.15 

2 回目に引き続き皮膚症状と鼻炎の症状、精神面から TBRを検索 

１： 579# 呼吸器‐コリーザ‐くしゃみ 

２：1529# 全般‐痒み‐虫が這うようなむずむずする感覚‐くすぐったい 

３：1524# 全般‐痒み‐好転、掻いている間 

４：1527# 全般‐痒み‐焼けるような痛み、灼熱感 

５：1511# 全般‐発疹‐小水疱 

６： 695# 体温調節‐暑さ‐単一部分：－外側の 

７： 294# 部位‐体肢‐下肢‐足：‐かかと 

８：1761# 基調‐精神‐非難（責め、批判）から 

以上の項目から Staph.Sulph.Phos.Bry.Merc.Calc.Spong.を選択。 

 

サポートφ肺  : 鼻、喉の症状から、肺サポートにリンパ（扁桃腺）に関するレメディーが多く含

まれていることからも。 

Art-Ox-C-D.30C ：子宮収縮剤の影響に対して 

Ph-ac ： 自分が責任を果たしていない感じがある。過去の出来事に対して後悔し、自分を責める

傾向に。自責の念 TBR1761 1 度 RA408、CK20 「自分自身に不満、自分を責める」 

Alum ： 自分を責める夢を見ることから TBR11 位  

CK1124「責めさいなむような夢、目が覚めた後も死への恐怖を残していく。」 

Bry ：TBR4位 かかとの発疹が夏だけにでる TBR1721 夏＜3 度 

Spong ：TBR7 位 喉の症状に 

Calc-p ：Calc. TBR6 位、Phos.TBR3 位を合わせた。Phos.CK1773「 責め苦のような夢、シラミの夢」 

Sulph ：TBR2 位 抗疥癬介入レメディー  

Tub-b ：結核傾向、皮膚湿疹に 

Merc ：TBR5 位 扁桃腺を腫れやすいことからも。 

Staph ：TBR1 位 自責の念、心理的な症状が非難されることで悪化する。 

ほかの症状とも一致しているため。 

 

【経過】 
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熱が出る。扁桃腺が腫れて頭も痛かった。痒みというよりくすぐったい感覚があったがだいぶ減っ

た。かかとの水虫様の湿疹が親指のほうに移行。去年より軽い症状。アレルギー性鼻炎の症状も減

った。喉の痒みも減った。 

 

【考察】 

主訴の 結節性痒疹は慢性病というよりは亜急性の状態で薬の影響、血液の改善を促すことで早く

治癒に導くことができた。皮膚湿疹を薬で抑えることなくホメオパシーで対処していたため症状が

複雑化せず慢性化しなかったのではないかと考える。 

輸血してから 100 日後くらいから症状が悪化したのに注目し、赤血球の寿命が 120 日であり、他

人の血ではなく本人の血が多くなることにより自分でないものを排除する力がついてきたことこで

湿疹が悪化していたのではないかと考えた。そこで輸血の影響を取るために腎臓、脾臓サポートし

つつ血液の改善を図った。Carc.、Syph.のマヤズムレメディーでアイデンティティーの確立と自虐

的な傾向を抑えることができた。Ayah.、Berl.のレメディーで他人のエーテルと切り離し、陣痛剤

（麻薬）の影響もとれて頭がすっきりし、睡眠の質に変化をもたらした。 睡眠の質も向上し体力も

ついてきたのも早く治癒に導けた要因のひとつでもあると考える。 Herp-z.、Varic.、Diph.などの

ノゾースを使うことにより未解決だった水疱瘡、口唇ヘルペス、ジフテリアの症状を出し切る手助

けをしたのではないかと考える。 「骨の痒み」に使用した Cycl.が最適だったのか、2 回目のレメ

ディーで痒みの深さが浅くなり精神的にも安定していった。レメディーをとる間、発熱が何度かあ

ったがその都度、痒みと湿疹が改善していった。皮膚湿疹が収まってくると 32 歳から発症していた

アレルギー性鼻炎が悪化。その後 30 歳ころから出始めた水虫様の湿疹がで始めた。治癒の方向性、

病気の過程と逆の過程を取っていることに合致。今後は慢性症状に焦点を当てていく。 

 

参考資料 １） 「免疫学的機序による非溶血性輸血副作用頻度実態調査報告」日本輸血細胞治療学

会誌 Vol.53 
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