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■顔面神経麻痺が改善し、自分らしさを取り戻して生きはじめたケース 
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【概要】 

71 歳  女性。畑仕事中に右手を虫に刺され右手が腫れた。翌日に顔の麻痺（左）が起こった。病院

を受診し「顔面神経麻痺」と診断された。筋電図検査の結果は悪く、健側 100% 患側 5.2% 『治りに

くい、時間がかかる』と医師から言われた。クライアントは、ステロイド等の薬は使わない、ホメ

オパシーを使うことを自ら選択した。二か月後の病院受診では『もう良くなったので治療は打ち切

りにしましょう』と医師から言われた。３回目のホメオパシー健康相談会時には、顔面神経麻痺は

ほとんど改善していた。クライアントが得たのは『私は本当の感情を麻痺させて生きてきたのかも

しれない』という気づきだった。麻痺をきっかけとして自分と向き合い自分自身を生きはじめた。 

 

【主訴】 

顔面神経麻痺（左）と診断された。顔の左側半分の筋肉が垂れ下がっている。話す、食べる、飲む

という動きが困難。まぶたが完全に閉じないので目が乾燥する。 

 

【遺伝傾向】父：脳梗塞、肺炎 / 母：認知症 

【薬の使用】抗生剤、全身麻酔、陣痛促進剤、鎮痛剤（バファリン） 

【タイムライン】 

0 歳 難聴、生まれつき腎臓が一つ（32 歳の時の検査で判明） 

幼少時 虚弱、頭痛、中耳炎によくなった 

11 歳 初経、頭痛持ち、疲れやすい、夜尿あり 

24歳 お見合いで結婚 

25 歳 妊娠中に急に虫歯が増えた 

26歳 第一子出産 

27 歳 子宮外妊娠で手術 

30 歳 夫の転勤で転居 

32 歳 骨の痛みで病院受診、腎臓が一つしかないとわかった。胆嚢炎。 

33 歳 第二子出産（帝王切開） 

33 歳 第二子帝王切開後、激しい月経痛に悩まされる 

30〜40代 激しい月経痛のため鎮痛剤使用。激しい月経痛は長く続いた。 

60代 足腰の弱さ 

71 歳 顔面神経麻痺 

 

 

⬛�  アプローチ 

第 1 回目 2015/10/13 

症状：まぶたが落ちている、まぶたが重い、口角が下がったまま動かない、笑ったり喋ったりする

と顔がゆがんで崩れる、左側 /  圧迫すると痛む 

 

【 TBR 】 

1: 141# 部位 頭部 頭 額  
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2: 904# 全般 全般 全般 体の側面 左側 

3:1044# 全般 全般 全般 麻痺(痺れ) 内側部分の 

4:1160# 全般 全般 全般 弱さ(無力症、衰弱) 麻痺性の(部分の) 

5:1990# 基調 基調 状態および状況から 虫が刺したことから  

6:2084# 基調 基調 状態および状況から 圧力から  

7:1175# 全般 腺 炎症 

TBRの結果は Bell. Merc. Ars. 少し順位が下がって Caust.だった。圧迫で痛みがあるので、炎症

があると考えて Bell.をメインのレメディーとして採択した。臓器としては、腎臓や肝臓、脾臓をサ

ポートしていきたいところだが、まずは症状が強く出ている神経から始めることにした。 

 

随時 1 φ神経サポート +Nux-v.30C +Kali-p.6C +Obsid.30C + Merc-sol.LM3 + Vario.30C 

 朝  Ars.LM3 

 昼  Carc.LM2  

 夜  Bell.LM3  

随時 2 Apis +Suzumeb. +Chadok.（砂糖玉） /  Lach. +Hab. +Crot-h.（砂糖玉） 

/  36 種ミネラルコンビセット（砂糖玉） 

随時 3  フラワーエッセンス使用 

 

Nux-v. 解毒の臓器、肝臓のサポートのため 

Kali-p. 神経に 

Obsid. 腸、腎、血液から毒素を排出するため 

Merc-sol. TBRより 

Vario. ヘルペスウイルスの感染が原因となって顔面神経麻痺が起こるという説があるので 

Ars.  TBRより。神経系、脾臓、免疫系に合う。 

Bell.  TBRより。神経系、血液循環に親和性。 

Apis、Suzumeb、Chadok 虫刺されから回復するため 

Lach、Hab、Crot-h 血液のサポートのため 

36 種ミネラルコンビセット 代謝、排泄のため必須ミネラルを整えるため 

---------------------------------------------------------------------------------- 

第２回目  2015/12/28 

 

レメディーをとった後の変化：日に日に筋肉が動いて改善した。 ほぼ改善したが、ぎこちなさがま

だ少し残っている。忘れていた昔の悲しい出来事を思い出した。子どもの時、耳の不自由さを周り

の人が誰も解ってくれなくて辛かった。 

 

【 TBR 】 

1:  141# 部位 頭部 顔 額 

2:   30# 部位 頭部 目 眉 

3:   31# 部位 頭部 目 眼瞼 

4:  153# 部位 頭部 外見 すっかり変わってしまった顔つき  

5:  174# 部位 頭部 外見 歪み（ねじれ、しかめられた）顔の 

6:  904# 全般 全般 全般 体の側面 左側  

7: 1160# 全般 全般 全般 弱さ 無力症、衰弱) 麻痺性の(部分の)  

8: 1007# 全般 全般 全般 重い感覚 内側部分の 

9:  434# 系統 栄養(消化) 排便および大便 ヒツジの糞のような 

TBRの結果は Caust. Bell. Nux-v. Bry. Olnd.だった。今回は、麻痺の症状に加え、腰の弱さ、便

の状態、トラウマも含めて TBRでレメディーを選択した。 
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随時 1  φ腎臓サポート +Calc-f.12X +Calc-p.12X + Kali-p.12X +Sil.12X +Thym-gl.30C  

 朝  Caust.LM2  

 昼  Tub.LM3  

 夜  Olnd.LM4   

随時 2 フラワーエッセンス使用 

 

【結果】 

レメディーをとり始めると、日毎に症状が改善した。眠いので、日中も眠って過ごした時期があっ

た。診察を受けていた病院では、12 月 18 日に医師から『もう良くなったので治療は打ち切りにしま

しょう』と言われた（レメディーをとり始めて２ヶ月後）。麻痺になった時にクライアントがまず思

ったのは『笑って、笑顔で幸せになろうと思っていた矢先に麻痺になった。笑うことができなくな

った。』ということだった。 レメディーをとる中で『私は感情を麻痺させて生きてきたのかもしれな

い。でももう麻痺させなくても大丈夫。』と考えるようになった。人との関わりの中で自分を少し

表現するようになってきた。幸福感が増えた。約３か月で顔面神経麻痺はほとんど改善し、食べる・

話す・笑うなど全て不自由なくできるように戻った。 

 

【考察】 

・麻痺が起こってから時間があまり経たないうちにホメオパシーを始め、解毒排出を助けるレメデ

ィーや臓器サポートをとったことは改善の助けになったと思う。今後は腎臓を中心に、心身を全体

的に整えるようサポートしていきたい。 

・マヤズムは、梅毒傾向の強い Tub-k.の方が良かったのではないか。 

 

 
・フラワーエッセンスが甘い、美味しいと、喜んでとっていた。心を麻痺させるほどの悲しみやト

ラウマを持っているクライアントにとっては、心の芯にそっと寄り添う癒しがあったのではないか。

ホメオパシーのレメディーとの相乗効果があったのではないだろうか。 

・クライアントは日々、鏡を見て顔の様子を観察し、筋肉を動かす練習をした。このような観察を

しながら、必死で自分のお世話をしながら自ら内面と向き合い始めた。今まで自分の心を無視して

きたが、自分を大切にしようという意識を持ったことは症状の改善を助けたと思う。笑った時には、

顔のゆがみがまだごく微かに残っている。だから、今後はインナーチャイルドに気づいていくこと

が宿題なのかもしれない。クライアントの内なる歩みに沿って、サポートしていきたい。 

 
カテゴリー：［メンタルヘルス、インナーチャイルド］ 


