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■とびひのレメディーを使うことでアトピーが改善していったケース お母

さんがご自身の内面をみつめることで得た成長 
   

日本ホメオパシーセンター埼玉鶴ヶ島 

JPHMA 認定ホメオパス No.0802 

ZEN メソッド修得認定 No.0058 

藤掛 由美（ふじかけ ゆみ） 

  

対象：男児４歳 

主訴；アトピー性皮膚炎 鼻づまり。生後一か月から湿疹によりステロイド使用開始。１歳時、腹、

背中、顔が真っ赤。皮膚科を変え、薬を変えたところ、一時的に症状は抑えられるようになった。

２歳ごろから湿疹は腹、背中を中心におでこ、太もも、手の甲に。痒みの発作が度々でるようにな

り、４歳の１０月くらいにステロイドを使用中止。ステロイドの副作用か、体が冷え切っており、

疲れやすくよく寝ている。 

 

【タイムライン】 

出生体重 2,860ｇ、母乳 

妊娠中  鉄剤、口内炎でステロイドを使用 

１か月  顔、耳が湿疹でジュクジュクする、ステロイド使用開始。 

→1 歳ごろには腹や背中も湿疹で真っ赤に。 

１歳  卵をたべてアレルギー症状（目の周りが赤くなり、むくんだように腫れあがる） 

2 歳 4 か月 妹誕生。 

3 歳 2 か月 中耳炎、とびひ（内服等） 

3 歳 6 か月 インフルエンザ（タミフル） 

4 歳 1 か月 ステロイド使用中止。 

 

 

【使用してきた薬、ワクチンなど】 

DPT、ポリオ、BCG、日本脳炎、はしか、おたふく、水疱瘡、インフルエンザワクチン、HIB、肺炎球

菌、ステロイド。抗アレルギー剤（ザジデン等）、抗生物質、タミフル、気管支拡張剤、 

 

[１回目：2014/ 1/ 7] 

肝臓、腎臓、脾臓のサポートレメディー、36種類のミネラルのレメディー入りチンクチャー等 

5か月間体づくりをし、体の土台を整えてもらった。 

 

[２回目：2014/ 6/ 5] 

随時 φThujaV0 +St-C-D.30C +Antibiot-C-D.30C 

  +Antihis-Zad.30C +Tamif-D.30C +Inf-Lo-D.30C 

朝  アルポ +Ferr.6C +Calc-f.9X +Kali-ar.6C +Ars-i.6C 

昼 アルポ +Tub-b.LM2  

夜 アルポ +Puls.LM3 +Alum.LM3 +Thym-gl.12X 

 His.30C 
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2 回目の処方を開始後、湿疹から浸出液が多く出る。手の甲、肘内、膝裏、顔、が特に出ている。服

やシーツがべったり濡れる。汁は血まじりだったり、透明でかたまると黄色くなる。便秘だったの

が毎日でるようになる。とてもこわがり（夜窓にうつる外の電灯でもこわかった）がましになる。 

水がしみるので、お風呂に入れないしシャワーも少し。眠くなるとかゆい。夜中もかゆくて起きる。

日中のかゆみの発作はかなり減った。 

今まで母のそばから離れようとしなかったが、公園で、一人で活発に遊べるようになる。 

 

 [３回目：2014/ 8/ 5] 

随時 φS-JIN +H1N1-V.30C +Formal.30C +Alum.LM4 +Vario.30C +Varic.30C 

朝  アルポ +Calc-p.LM2 +Caust.LM2 +Kali-ar.6C +Ars-i.6C +Kali-al-s.6C 

昼  アルポ +Tub.LM3 

夜  アルポ +Sep.LM4 +Lyc.LM4 +Sulph.LM4 

3 回目処方後 べたべたした汁がでた。夜中 1 時くらい痒みがでる。鼻づまり。39 度近い熱が出て

一晩で下がる。ボコボコした湿疹が出る。 

 

[４回目：2014/10/25] 

随時 φS-Hif +Merc-sol.LM5 +Nit-ac.LM5 +Graph.LM5 +Petr.LM5 +Ant-c.LM5 

朝  φGali +Calc.LM3 +Hep.LM3 +Kali-ar.6C +Ars-i.6C +Caust.LM3 

昼  アルポ +Tub. 

夜  アルポ +Alum.LM5 +Sep.LM5 +Lyc.LM5 +Sulph.LM5 

4 回目の処方後、鼠けい部のリンパが腫れ、痛がったため途中相談。 
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[5 回目：2014/11/ 6]途中相談 

MT)エキネシア +Kali-m.9X +Bar-c.30C +Pyrog.200C +Carc.LM3 +Spong.30C 

痛みや腫れはとり始めて 1 日ほどで落ち着く。また処方をとり始めて熱 38 度が 2 回出た。1 日で下

がり、白っぽい下痢便が出た。鼻詰まりが改善。 

日中のかゆみの発作はほぼない。夜中は 2 回くらい起きて搔く。水がしみなくなりお風呂に入れる

ようになった。 

 

[６回目：2015/ 1/20] 

随時 φS-Merc +Phos.LM6 +Nit-ac.LM6 +Ferr-p.6C +Nat-p.6C +Ph-ac.LM4 

朝  アルポ +Carb-an.LM4 +Calc.LM4 +Hep.LM4 +Kali-ar.6C +Ars-i.6C 

昼  アルポ +Tub.LM5 

夜  アルポ +Hyos.LM6 +Merc-sol.LM6 +Bry.LM6 

とり始めて 1週間、水様の便。嘔吐下痢。3 月に 39度の熱と中耳炎。耳、首、切れて汁がでる。肩

甲骨あたりにぼこぼこ融合する皮膚湿疹。とくに脇のまわり。かゆい。いつも寝る前がかゆかった

のが、なくなった。夜中はまだかゆい。未消化の便ではなくよい便になった。便秘もなし。 

 
 

[７回目：2015/ 6/ 5] 

随時 φS-Hiz. +Antibiot-C-D.30C +Staphyl.30C +Nit-ac.LM7 +Ph-ac.LM4 +Ant-c.LM7 

朝  MT)エクイシータム +Carb-an.LM5 +Calc.LM5 +Hep.LM5 +Sil.LM5 +Kali-c.LM5 

昼  MT)Berb-v. +Tub.LM6 ＋Med.LM6 

夜  Mt)バレリアナ +Sulph.LM7 +Merc-sol.LM7 +Lyc.LM7 +Hyos.LM7 +Alum.LM7 

処方後、腕、首の湿疹が落ち着いて搔いても血が出なくなった。痒みも全体的に落ち着き、あまり

なかった。夜中のかゆみも落ち着いて、起きなくなった。前は太陽の下で遊ぶと痒くなり、夏は外

遊びできなかったが、今年は沖縄に旅行にいって遊べた。 

 

[８回目：2015/ 9/14] 

随時 φS-Kan +St-C-D.30C +Merc-sol.LM8 +Alum.LM8 +Nit-ac.LM8 +Sulph.LM8 

朝  MT)モラス +Carb-an.LM6 +Calc.LM6 +Hep.LM6 +Sil.LM6 +Zinc.LM6 

昼  アルポ +Tub.LM7 

夜  MT)アーティカプラット +Ant-c.LM7 

処方後、手首、ひじはきれいになり、かさぶたもなくなる。昼は全く痒くなることはない。夜は寝
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る前にかゆくなる。背中のかゆみがあり、かくと汁がでる。リンパのところのかたまりがコロコロ

と小さくなった。心の変化としては、お母さんに抱きついたり、素直に甘えられるようになった。

以前は甘えたくても照れてできなかったり、中々気持ちを表現するのが苦手だった。 

 

[１１回目：2016/ 5/ 9] 

随時 φS-Hiz +Nit-ac.LM10 +Zinc-m.9c +Sel.12X +Merc-sol.LM10 +Alum.LM10 

朝  アルポ +Hep.LM7 +Ph-ac.LM8 +Sil.LM8 +Calc-p.LM8 

昼  アルポ +Tub.LM9 

夜  アルポ +Lyc.LM10 +Lach.LM10 

人との関わりが活発になり、夏に汗をかいても遊べるようになった。汗でかゆくなることもない。

毎日友達と放課後野球をして遊んでいる。精神面では小学校に入学し、人の目を気にせず過ごして

いる。 

 

 [結果] 

1 回目の処方後、5 か月間、まず体づくりをしてもらった。ホメオパシーが初めてだったこと、お母

さんが、好転反応が不安だったため。 

3 回目の処方で初めて水銀のレメディーを取り入れ始め、皮膚からの湿疹、リンパの腫れなどの症状

が出た。 

7 回目に処方で Staphl.を選んだところ皮膚の状態が大変落ち着いた。夜中に痒みで起きることがな

くなったのもこの時期である。 

11 回目の処方後、ほぼ湿疹がおちついて汁はでなくなった。首の前の湿疹がややひりひりしたり、

脇の下がかゆくなる程度。 

12 回目の処方を取り始めた現在、かゆみ、湿疹などはほぼ出ていない。市民プールでも皮膚がしみ

たりすることなく元気に遊べた。 
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[考察] 

出ている症状がとびひ様であったため、以前抑えたことのあるとびひのレメディーを使った。お母

さん自身も、ご自身の病氣のため健康相談会を受けられるようになった。当初、お母さんからは息

子がかわいく思えない、必要以上にきつく叱って自分を責めるという心のお話を伺っていた。「息子

の人生は息子の人生であり、自分の言葉が子供の悪影響を与えているのではないか、と心配する前

に、心をむけてみないといけないのは自分の内面だった」と気付かれ、お子さんとの関係について

はとても自然になったと話されている。お母さんが思春期に 1 年ほどピルで生理をとめるというホ

ルモン治療を行っていたため、ホルモン系をしっかりさせるために介入レメディーとして Carb-an.

を使用してから、夜中の起きるほどの痒みがおさまった。沢山の心の成長していく様子をみせて頂

けたこと、素晴らしい生命力で頑張ってこられたクライアントさんに心から感謝を送りたい。 
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