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■「血圧上昇（フラフラ）が改善して自分の体を信じられるようになっ

たケース」 

 

日本ホメオパシーセンター名古屋本部 

JPHMA認定ホメオパス No.0864 

ZENメソッド修得認定 No.0214 

竹内 基幸（たけうち もとゆき） 

 

〔主訴〕対象：女性、６５歳 

１．血圧上昇（190／100） ＜標準値（140／85）＞ 

２．フラフラして仕事も車も運転できない 

３．首がフワフワする 

４．自分の体に自信が持てずに不安 

※仕事中にフラフラになり仕事が出来なくなったので、病院で内臓・脳 CT検査を行ったが異常な

し。困りはててホメオパシー健康相談会を受けることにした。 

（フラフラで出向けないので電話相談会を実施） 

 

〔付随症状〕背中・首筋の痛み、ストレスがかかるとイボ痔になる、タンパク質のもの

を多くとると、尿が泡立つ 

 

【タイムライン】                ※２回目の相談会にてヒアリングにて 

小学 1年 小学校前後によく町医者に行って薬を飲んでいた（結核？肺炎？） 

小学 1～6年 毎年 BCG ワクチンの接種。よく風邪をひいていた。 

中学生 便秘（子どもを産んでから便秘解消） 

22 才 結婚 

23 才 長男出産、血圧少し高い 

25 才 長女出産、血圧少し高い 

30 才 夫のギャンブル、借金が発覚 

32 才 次女出産、血圧少し高い 

36～37 才 血圧の薬を飲み始めた（半分） 

40 才～  今に至って血圧の薬を飲み続けている 

 

【精神】 

30 才の時、商売をしていて知らないうちに夫が借金、それと同時にギャンブル発覚。親や兄弟

にも借りて返済。とてもつらかった。そして、家も売った。40代、毎月少しずつ仕事をして返

していった。 
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【相談会１回目 2015/10/06】 

 

 ※Calc-p./リン酸カルシウム、Nat-p./リン酸ナトリウム、Nat-bic./重炭酸ナトリウム、 

Valer./ヨウシュカノコソウ、Nat-m./塩化ナトリウム、Psor./ノゾース、 

Rhus-t./アメリカツタウルシ、Arn./ウサギギク、Chin./キナの樹皮 

 

【TBR】：上記の症状に対し TBR（The Bonnighausen repertoryの略）を使って検索 

 

 

〈レメディーの選択根拠〉 

・サポートφ心臓：血圧の問題や痔への対処として              

・Calc-p ：貧血の栄養や老齢による骨のサポートとして 

・Nat-p、Nat-bic：高いコレステロールへの対処として   

朝：サポートφ心臓 

+Calc-p.12X +Nat-p.12X +Nat-bic.12X +Valer.200C     

夜：サポートφ腎臓 

+Nat-m.LM_01 +Psor.LM_02 +Rhus-t.LM_03+Arn.LM_03 +Chin.LM_03   
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・Valer  ：イライラせずに精神が安定するように 

・サポートφ腎臓：血圧調整の臓器として、また泡立つ尿に対して            

・Nat-m  ：TBR 検索で 9位、心臓にも作用する 

・Psor  ：マヤズムの大元の疥癬マヤズムへの対処として                  

・Rhus-t ：TBR 検索で 1位、筋肉の張りに対して 

・Arn  ：血液循環を改善する                     

・Chin  ：TBR 検索で 3位、血液の状態を改善する 

 

【経過】〔主訴〕 

・RXT飲み始めてすぐに、気持ちが少し楽になった。でもまだ不安はある。 

・血圧上昇（190）は、午前中は 150～180、午後は 140 に下がった。 

・フラフラするのが落ち着き、車の運転ができるようになった。 

・朝起きると体が動かない。動いていると徐々に調子が良くなる。 

 

〔付随症状〕 

・背中、首筋の痛み→軽減したが痛みはまだある 

・ストレスがかかるとイボ痔になる→仕事のストレスがないため、変化分からず 

・タンパク質のものを多くとると、尿が泡立つ→変化なし 

・風邪を引くと咳がでて背中が痛くなる。  

＜新たなヒアリング＞小学校１年で結核か、肺炎でよく病院に行く。小学１～６年まで BCG ワク

チン打っていた。 

※血圧が下がり全体的に調子が良くなったので、日数を減らし仕事を始める予定。RXT を飲み終

えると血圧が高くなる（190）時があった。 

   

【相談会２回目 2016/10/12 】 

 

 ※Pyrog./腐った肉の膿、Lyc./ヒカゲノカズラ、Nat-p./リン酸ナトリウム 

Nat-bic./重炭酸ナトリウム、Calc-p./リン酸カルシウム、Nat-m./塩化ナトリウム 

Bac./ノゾース、Spong./焼き海綿 

 

【TBR】 

 

随時： サポートφ血 

+Pyrog.30C +Lyc.LM_04 +Nat-p.12X +Nat-bic.12X +Calc-p.12X 

朝 ： アルポNat-m.LM_02 

昼 ： アルポ Bac.LM_03 

夜 ： アルポ Spong.LM_04    
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〈レメディーの選択根拠〉 

血液の状態が良くなるように選択 

・サポートφ血 ：血液のサポートとして 

・Pyrog  ：血液の老廃物への対処として 

・Lyc  ：TBR 検索で 3位、自信の無さや不安に対して 

・Nat-p、Nat-bic：高いコレステロールへの対処として 

・Calc-p ：貧血の栄養や老齢による骨のサポートとして 

・Nat-m  ：心臓や泌尿器系に必要で、塩っぱいものを好む傾向に 

・Bac  ：咳や結核傾向があり、6 年間 BCG ワクチン打ったことに対して 

（TBR 検索で 1位も咳のレメディーだった） 

・Spong  ：TBR 検索で 1位、咳・結核傾向のレメディー 

 

【サジェッション】 

「血圧の数値は参考値程度にして、自分の体を信じて、体の調子を目安にすると良い」 

 

【結果】〔主訴〕 

・仕事を週２回再開したが、血圧は高めだが急上昇することはない。 

体も楽だが不安はまだある。 

・血圧は、２回目の「午前中は 150～180、午後は 140」と変化なし。 

（寒くなったので血圧は高めになるはずだが、２回目と変化なし） 

・朝起きると体が動かなかったのが、朝の家事も休憩なしでできるようになった。 
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・病院を受診したが、医師からは血圧の薬を減らすという指示はなかった。 

 

〔付随症状〕 

・背中、首筋の痛み→ほぼ改善 

・ストレスがかかるとイボ痔になる→仕事にストレスを感じないようになる。 

・タンパク質のものを多くとると、尿が泡立つ→尿は泡立つが色がきれいになってきた。 

・睡眠後に頻尿で夜中 3～4 時間ごとに起きていたが、5～6 時間連続で寝られるようになった。

（頻尿やや改善） 

 

【相談会３回目 2016/11/30 】 

 

 ※Puls./セイヨウオキナグサ、Nat-m./塩化ナトリウム、Nat-p./リン酸ナトリウム 

Nat-bic./重炭酸ナトリウム、Ferr./鉄、Med./ノゾース、Acon. /ヨウシュトリカブト 

 

【TBR】 

 

〈レメディーの選択根拠〉 

・サポートφ腸 ：造血の臓器をサポートして血液状態を改善するために 

・Puls  ：TBR 検索で 1位 

・Nat-m  ：心臓や泌尿器系にあう 

随時： サポートφ腸 

+Puls.LM_05 +Nat-m.12X +Nat-p.12X +Nat-bic.12X 

朝 ： アルポ Ferr.LM_03 

昼 ： アルポMed.LM_04 

夜 ： アルポ Acon. LM_05    
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・Nat-p・Nat-bic：高いコレステロールへの対処として 

・Ferr  ：血液中の鉄分への栄養として 

・Med  ：淋病マヤズムに対処、泌尿器の問題に対処するため 

・Acon  ：TBR 検索で 3位、不安や心臓にあう    

 

 

【結果】〔主訴〕 

・仕事をさらに１日増やして週３回にした。 

・気になって毎日何度も測っていた血圧だが、血圧計が壊れて測っていない→血圧を気にしなく

なった。（不安がなくなった） 

・薬はまだ飲んでいるが、そのうちに止めようと思っている。 

 

〔付随症状〕 

・ストレスがかかるとイボ痔になる→特にイボ痔は出ていない。 

・タンパク質のものを多くとると、尿が泡立つ→泡が少なくなってきた。 

 

【考察】 

・相談会３回で改善したケース。全て電話相談だったが、言うことを素直に聞いてくれて、最終

的に体の調子が良くなってくるとともに、血圧の測定値は参考程度にして、自分の体調を信じる

ことができるようになった。 

・最初の相談会は、マヤズムから急性病が立ち上がって、生活するのも辛い状態だったので、血

圧に関わる心臓と腎臓をサポートして、立ち上がった急性症状を落ち着け、２回目の相談会で BCG

ワクチンを６年間毎年打ってきた血液をサポート、最終的（３回目）に造血器官の腸をサポート

したアプローチ順序が最適だったと思う。 

 

 

カテゴリー：［医原病・薬害］［その他 慢性症状］ 

 

 

 

 

 

 

 


