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■父を亡くした悲しみと重圧、そのインナーチャイルをひもといたＡｌｕｍ■父を亡くした悲しみと重圧、そのインナーチャイルをひもといたＡｌｕｍ■父を亡くした悲しみと重圧、そのインナーチャイルをひもといたＡｌｕｍ■父を亡くした悲しみと重圧、そのインナーチャイルをひもといたＡｌｕｍ    
 

日本ホメオパシーセンター山口光 

JPHMA 認定ホメオパス No.0642 

HMA 認定ホメオパス No.1583 

ZEN メソッド修得認定 No.0157 

上田 登美恵（うえだ とみえ）   

 

３８歳【女性】首のむち打ち様の痛みとインナーチャイルド３８歳【女性】首のむち打ち様の痛みとインナーチャイルド３８歳【女性】首のむち打ち様の痛みとインナーチャイルド３８歳【女性】首のむち打ち様の痛みとインナーチャイルド    

【タイムライン】 

５歳 ：父の死。父から「母と弟をお願い」私が母親と弟を守るために自分は生きると思い込む。 

父の死＝通夜や、火葬ショック・父の死により自分は愛され守られる価値がないと絶望。 

９歳 ：母の実家に引っ越しいじめられる。弟は喘息で母は弟にかまい＝寂し・孤独。 

１３歳 ：母のＢＦ受け入れられなかった＝母が父を捨てた。女である事が嫌や・女は嫌い。 

３２歳 ：２年間心の問題でカウンセリングに通い、多くのインナーチャイルドと向き合う。 

解離人格が次々と現れる。５歳女児⇒１３歳ぐらい男の子⇒０歳の乳児⇒２３歳の人格。 

その後母を刺す寸前まで感情が爆発するも、自分を乗り越えてきた。 

３８歳 ：飛行機の着陸時の衝撃でむち打ち、以降天気が変わる時不快な症状。 

誕生石アメジストのレメディーで心の奥底にあった、インナーチャイルドの蓋が開いた。

感情が込み上げた事から、ホメオパシーは半信半疑ではあるが相談会に掛かる。 

    

2014201420142014 年年年年 11111111 月月月月 10101010 日（日（日（日（1111 回目）回目）回目）回目）    

【主訴】飛行機の着陸時の衝撃で首のむち打ち。以降天気が変わる時不快な症状で雨の日＜。 

重い感じ。幼少期の父の死から悲しみやトラウマが癒えない。 

【朝】  Psor.LM2 ＋Syph.LM2 ＋Staph.LM1 

【随時】 φサポート神経 

 ＋Ign.200C ＋Nat-m.200C ＋Lach.200C ＋Thym-gl.200C ＋Rose-q-E 200C 

【夜】  Rhus-t.LM3 ＋Arn.LM3 

⦿首の痛み＝ Rhus-t.、Arn. ⦿随時「φサポート神経」 

⦿インナーチャイルド＝ Ign.、Nat-m.、Lach. 

⦿大好きな父が家族を頼むと言い残し他界した＝ Thym-gl.200C 

⦿男性に対して厳しく、女性性の尊重、ハートチャクラの温め＝ Rose-q-E 200C 

    

2015201520152015 年年年年    2222 月月月月 16161616 日（日（日（日（2222 回目）回目）回目）回目） 

【経過】弟への思いを強く語る：弟は＝義務感でありライバル。花粉症。月経前＜下痢と便秘。 

首＝天候で＜は改善。振り返えった瞬間ぐらっと不安定な感じ。 

2015 元旦：実家にて弟家族が来ると知り「私が弟と仲良く家族団らんを私に望むのは、も

ってのほか」と母に言い放ち実家を後にした⇒車に飛び込み自殺したくなった。 

《今回のテーマ＝弟への義務、嫉妬》 

【朝】  Psor.LM3 ＋Syph.LM3 ＋Sulph.LM2 

【随時】 φサポート腸 ＋Nat-m.LM4 ＋Lach.LM4 ＋Thym-gl.30C +Staph.LM4 +Rainbow 200C 

【夜】  Caust.LM4 ＋Arn.LM4                    

⦿φサポート腸＝ 月経前に下痢と便秘を繰り返す ⦿心の痛み＝ Nat-m.、Lach.、Staph. 

⦿大切な父、祖母の死＝ Thym-gl. ⦿こだわりの強さ＝ Caust. ⦿首の痛み＝ Arn. 

⦿未来へ拒否、生きる事への絶望感＝彼女の中の希望にリンクして欲しかった＝ Rainbow 

 

2015201520152015 年年年年    4444 月月月月    4444 日（日（日（日（3333 回目）回目）回目）回目）    

【経過】首＝変化なし。花粉症良かった。サポート腸の後、便バナナのフォームに改善。 
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弟の事楽になった＝レインボーが良かった。父がいない事で、誰も私の味方はいない。 

父の写真を見ながら倉庫で泣いた。実家で無気力、胸に詰まる、気が滞りその後数日泣いた。

⇒真ん中がすっきり晴れ晴れした。夢＝棘が刺さっている＝トラウマだと思う。 

        

ネットで【孤独】のレメディーを探した＝ Alum. 

特許申請の仕事はいつも Alum.ばかりで、自分にピッタリ＝Alum.をとりたい 

 

《今回テーマ＝孤独＝Alum.（アイデンティティーの欠如）》 

【朝】  Psor.LM4 ＋Syph.LM4 ＋Guai.LM3 

【随時】 φサポート肝臓 ＋Alum.LM5 ＋Rhus-t.LM5 ＋Cic.LM5 ＋Hyper.LM5 ＋Nux-v.LM5 

【夜】  Ign.LM5 ＋Cycl.LM5 

⦿リクエスト＝Alum.＝孤独 ⦿φサポート肝臓＝怒りや、解毒の肝臓のサポートと Nux-v. 

⦿首の痛み＝Rhus-t.、Cic.、Hyper. ⦿まだ癒えぬ悲しみ＝Ign.、Cycl. 

 

2015201520152015 年年年年    3333 月月月月 30303030 日（日（日（日（4444 回目）回目）回目）回目）    

【経過】首の痛み有るが、鋭い痛みは無くなった。急に片付けを始め、不必要な物を捨て始めた。    

子供の頃から母のＢＦを許せない理不尽に思う。生理前の下痢便秘なかった。 

今の自分は周りが望んだ自分。それで涙－その後今の自分は幸せかも？と思えた後に 

インナーチャイルドが解けていく感じ。このぐらいから首の痛みがかなり改善した。 

                    

Alum.＝自分はこれでいいと感じた。ここから逃げ出したい思いは減った。 

７年間仕事では Alumの特許申請ばかり、いつも不登録だった。今回ヨーロッパの申請で初めてＯＫ

（それも一発ＯＫ）。町でナンパされた・今も海で声をかけられた                         

 

《今回テーマ＝女性性の否定：引き続き Alum.》 

【朝】  Psor.LM5 ＋Med.LM5 ＋Nat-m.LM4 

【随時】 φサポート子宮 ＋Alum.LM6 ＋Thym-gl.200C ＋Rose-q.30C ＋Rainbow 30C ＋Arn.LM6 

【夜】  Con.LM6 ＋Puls.LM6 

⦿引き続き＝Alum. ⦿女性性の否定＝Thym-gl.、Rose-q.、Rainbow、Con. 

⦿サポート子宮＝月経の問題、子宮筋腫  ⦿本当は女性らしい可愛い人＝Puls. 

    

2015201520152015 年年年年    7777 月月月月 18181818 日（日（日（日（5555 回目）回目）回目）回目）    

【経過】昔から母のＢＦが嫌い。家族が虐げられている感じがした。父に申し訳ない。母は父を裏

切った。怒り,絶望,悲しみですごく泣いた＝１番苦しかった。その後首の痛みが消えた。 

《今回テーマ＝女性性の否定：引き続き Alum.》 

【朝】  Psor.LM6 ＋Med.LM6 ＋Sulph.LM5 

【随時】 φサポート血 ＋Alum.LM7 ＋Hyper.LM7 ＋Arn.LM7 ＋Lach.LM7 ＋Helic-p.200C 

【夜】  Rhus-t.LM7 ＋Merc-sol.LM7 

⦿母のＢＦへの嫉妬、月経の問題＝Lach. ⦿首の痛み＝Hyper.、Arn.、Rhus-t.  

 

2015201520152015 年年年年    9999 月月月月 23232323 日（日（日（日（6666 回目）回目）回目）回目）    

【経過】７月末手足痒みと発疹・月経レバー戻った。足のむくみ２週間で＜。首＝９割改善した。 

母と久々に大喧嘩・子供の頃できない事は許されなかった＝できないと言えなかった。 

《今回テーマ＝女性性の否定：引き続き Alum.》 

【朝】  Psor.LM8 ＋Tub.LM8 ＋Kali-c.LM7 

【随時】 φサポート腎臓 ＋Alum.LM8 ＋Hyper.LM8 ＋Lach.LM8 ＋Helic-p.200C 

【夜】  Con.LM8 

 



 
©Japan Homoeopathic Medical Association(JPHMA) All rights reserved 

3 
 

《お母さんからのＳＯＳ》 

自分が結婚できないのは、子供の頃に母から「そんな事ではお嫁さんにもらってもらえない結婚で

きない」そう言われた事を思い出し大喧嘩。これからも娘に責め続けられ、謝り続けなくてはいけ

ないのかと、いたたまれない思い。 

《クライアントへメッセージ》 

「結婚できないのは、お母さんのせいではない事。女手一人で二人の子供を育てる事は本当に大変

な事。心の支えとしてＢＦの存在は女性としては本当に救われたのではないか？貴女の年でお母さ

んは懸命に働き、二人の子育てをしていた事を理解してあげて欲しい。」 

《クライアント》 

私と母は似た者同士。だからこそ、その関係はののしり、甘えて、泣いて、特殊な関係であるけれ

ど、なくてはならない存在。母とはとてもいい関係との事＝お母さんも相談会の時に、お蔭様で今

これまでにないいい関係との事。二人して大きなハードルを越えました。 

    

2020202015151515 年年年年 12121212 月月月月 20202020 日日日日（（（（7777 回目）回目）回目）回目）                                                                                                  

【経過】保険を掛ける：第１受取人：母、第２受取人：弟 ＝何だかんだ言っても弟だから。 

11月末 膀胱炎になった。 

《今回テーマ＝膀胱炎》                              

【朝】  Psor.LM8 ＋Tub.LM8 ＋Kali-c.LM7 

【随時】 φサポート腎臓 ＋Zinc.12X ＋Merc-sol.LM9 ＋C.S.LM9 ＋Thym-gl.30C ＋Pineal.30C 

【夜】  Canth.LM9 ＋Puls.LM9 

 

《2016 年 2月：お母さんからお礼の電話》 

親戚一同での集まりがあり、弟家族もいた。弟の嫁が妊娠中だが気遣っていた。（弟より弟嫁は大嫌

い）姪っ子にも優しく接していた。叔母からすごく感じが柔らかくなったと褒められていた。穏や

かな集まりで、たった１年で娘がこんなにも変わった事が本当に嬉しかった。 

 

【考察】 

大好きな父親の死は深い悲しみの上に、幼い子にとって「お母さんと弟を頼むよ」の言葉は重すぎ

ました。まじめで頑張り屋さんだからこそ、自分の心を置き去りにして母や弟に気を遣って生きて

きた事が、多くの感情を閉じ込めてきて、生きている感覚が無くなったのでしょう。 

心の解放の大きなキーワードが Alum.でした。Alum.＝孤独ではありませんが、自分が生きていない

感じ＝アイデンティティーの欠如。Alum.でインナーチャイルドの蓋がどんどん開いて行きました。

毎回新しいレメディーを取る度に大泣きをし、大きなテーマが表れていたのは、興味深い現象でし

た。「自分を超えて行くしかないので、思いっきり泣いてがんばります」 

「タオルを用意してレメディーが届くのをお待ちしています。」と印象的な言葉が思い出されます。 

 

１回目 2014/11＝感情の解放 ２回目 2015/2＝弟への感情爆発 ３回目＝孤独 Alum.（特許初ＯＫ） 

４回目＝父の死への悲しみ爆発 ５回目＝母のＢＦ：女性性の否定 ６回目：母への感情の爆発 ７

回目 2015/12＝膀胱炎。８回目 2016/9＝首の痛みは全くなく、父の死も悲しくはない、主訴が＝月

経時の問題とソバカスが気にあるに変わった。 

 

⦿相談会当初 2015 年元旦：実家に弟家族がお正月の挨拶に来ると知り「弟と仲良くやって、家族団

らんを私に望むのはもってのほか」と言い放ち。元旦そうそう実家を後にした。 

その約１年後、2016 年 2月に親族が集まった時には、弟夫婦や姪っ子とも和やかに食事をし、叔

母に感じが随分優しくなったと褒められていた。 

⦿出会った頃は、男性不信、男性は敵とばかりの状態でしたが、淡い恋心も芽生えた。 

 

１番興味深かったのは、彼女は特許の仕事をしている。７年間、Alumの特許申請ばかりで、 
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いつも拒絶判定で１度たりとも特許認定された事はなかった。Alum.を取り始めて、７年目に 

して初めて Alumの特許が１度で認定された。 

2017 年春＝あれから Alumの依頼は全くない。 

 

 
カテゴリー：［カテゴリー：［カテゴリー：［カテゴリー：［メンタルヘルス、インナーチャイルドメンタルヘルス、インナーチャイルドメンタルヘルス、インナーチャイルドメンタルヘルス、インナーチャイルド］］］］ 


