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■「パニック障害及び不眠が改善したケース」 

 

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.0510 

HMA 認定ホメオパス No.1517 

ZEN メソッド修得認定 No.0133 

松本 美千代（まつもと みちよ） 

 

【主訴】男性 35 歳  

① パニック障害（予期不安・動悸・息苦しい・冷えと痺れ・倒れそうになる 電車に乗れない、

会議室等締め切ったところで＜）  

② 不眠症（寝付くのが難しく、寝れないと次の日だるい。8時ごろに眠くなり、その時に寝ると

ぐっすり寝れる）  

③ 耳鳴り（金属音がずっとなっている） 

 

【方法及びタイムライン】 

27歳：脳動静脈奇形（がんマイナス）と医師に診断され大変なショック 

31歳：帯状疱疹、仕事中に動悸、異常に緊張し始める、突然眠れなくなる、耳鳴り、そわそわし

た感じがし始める。（漢方薬、抗不安薬・睡眠（メイラックス）、抗不安薬（ソラナック

ス）） 

34歳・35歳：扁桃腺炎（抗生剤） 

 

○本人がレメディーを抵抗なく飲めるよう、何に良いか説明する（例 疲れにいいよ等） 

○食事は貧血と低血糖に気をつけたものに改善（朝のパン食やコーヒーの砂糖など減らす） 

○お薬の併用も良いとし、あわてて抗不安薬をすぐやめようとしない事、医師に相談しながら、

ほんの少しずつ減らしていくことを提案 

○頓服レメディーでパニックを緩和させ、きっかけとなったショックな出来事や毎年のワクチン

接種（インフルエンザ）、臓器やストレスのサポートなどを地道にとりながら、少しずつ根本を

強くして行く。 

○パニックの頓服レメディーだけでも、本人が自分でとるようにすることを目指す。 

 

・1回目／2016年2月18日 

昼1  Berb-v.φ +Thym-gl.200C +Adren.9X +Morg.200C +Ign.200C +Acon. 200C 

1日10滴（疲労感と恐怖・ショックサポート） 

朝1  Phos.LM_01 +Carb-v.LM_02 +Carc.LM_02   1日1回2～3滴  

夜1  Kali-p.9X +Mag-p.9X +Ameth.6C +Puls.LM_03   1日2～3滴  
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随時1 オリジナル小  砂糖玉  @Arg-n.200C @Acon.200C   頓服  

 

・2回目／2016年4月7日 

夜1  Passiφ +Kali-p.9X +Mag-p.12X +Ameth.6C +Cocc.LM_04 +Coff.200C 

   1日5滴 （睡眠サポート） 

朝1  Phos.LM_02 +Psor.LM_03 +Chel.6X   1日1回2～3滴  

昼1  Berb-v.φ+Card-m.6X +Adren-m.12C +Adren-c.12C +Adren.9X +Ign.200C 

    1日10滴 （疲労サポート） 

随時1 @Arg-n.200C @Acon.200C   頓服 

 

・3回目／2016年6月30日 

随時1 @Acon.200C @Arg-n.200C   頓服  

随時2 @Ars.200C @Lyc.200C   頓服  

随時3 @Op.1M @Stram.1M   夜1粒×1週間  

朝1  Nit-ac.LM_01 +Carc.LM_02     

夜1  アヴィナサティーバφ +Kali-p.12X +Passi.3X （睡眠サポート） 

随時4 Berb-vφ +Scut.30C +Thyr.30C +Adren.12X +Alum.LM_03（ストレスサポート） 

 

・4回目／2016年10月13日 

随時1 @Acon.200C @Arg-n.200C @Ars.200C @Lyc.200C   頓服  

朝1  Calc.LM_01 +Carc.LM_02 +Puls.LM_03   1日2滴  

夜1  アヴィナサティーバφ +Passi.3X +Kali-p.12X +Nux-v.LM_03 

    1日5～10滴 （睡眠サポート） 

随時2 ボラーゴφ +Thym-gl.12X +Ambr.LM_03 +Lyc.LM_03 

 

・5回目／2017年1月19日 

朝1  Calc.LM_02 +Carc.LM_03 +Ars.LM_04   1日1回2～3滴  

随時1 サポートφ心臓 +Lyc.30C   1日10滴 （心臓のサポート） 

夜1  アヴィナサティーバφ +Coff.200C +Pitu-gl.12X +Thyr.30C +Syph.LM_03 

（睡眠とストレスサポート） 

 

・6回目／2017年4月20日 

随時1 @Acon.200C @Arg-n.200C @Ars.200C     

朝1  Ars.LM_05   1日1回2～3滴  

昼1  カーディアスマリアナスφ +Benz-ac.6C +Chel.6X +Nux-v.6C +Nat-p.12X 

1日10滴 （肝臓） 

夜1  Passi.φ+Nux-v.LM_05 +Tub.LM_04 +Kali-p.12X   1日1回5滴 
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・7回目／2017年7月13日 

朝1  Calc.LM_03 +Puls.LM_05 +Carc.LM_04   1日2～3滴  

随時1 ボラーゴφ +Ambr.LM_04 +Parathyr-gl.12X +Calc-p.12X +Zinc.12X 

   1日10滴 （ストレス） 

夜1  アラリアφ +Nux-m.LM_02 +Kali-p.12X +Ameth.6C 

   1日5～10滴 （血糖＆睡眠サポート） 

 

・8回目／2017年10月5日 

朝1   Calc.LM_04 +Puls.LM_06 +Carc.LM_05   1日1回2滴  

随時1 ボラーゴφ +Herp-z.9C +Cytom.6C +Hyper.200C +Thuj.30C 

   1日10滴 （ヘルペスサポート） 

夜1  アラリアφ +Nux-m.LM_03 +Kali-p.12X +Ameth.6C   1日5滴 （睡眠） 

随時2 @Acon.200C @Ars.200C @Arg-n.200C  頓服 

 

※Acon./ヨウシュトリカブト、Adren./アドレナリン、Adren-c./副腎皮質、 

Adren-m./副腎髄質、Alum./酸化アルミニウム、Ambr./龍涎香、Ameth./紫水晶、 

Arg-n./硝酸銀、Ars./三酸化砒素、Benz-ac./安息香酸、Berb-v./セイヨウメギ 

Calc./炭酸カルシウム、Carb-v./植物炭、Carc./ノゾース、Card-m./アザミ 

Chel./クサノオウ、Cocc./アオツヅラフジ、Coff./非焙煎コーヒー、Cytom./ノゾース 

Herp-z./ノゾース、Hyper./セイヨウオトギリソウ、Ign./イグナチア、 

Kali-p./リン酸カリウム、Lyc./ヒカゲノカズラ、Mag-p./リン酸マグネシウム、 

Morg./腸内細菌、Nit-ac./硝酸、Nux-m./ナツメグ、Nux-v./マチンシ、Op./アヘン、 

Parathyr-gl./副甲状腺、Passi./トケイソウ、Phos./リン、Pitu-gl./脳下垂体、 

Psor./ノゾース、Puls./セイヨウオキナグサ、Scut./タツナミソウ、 

Stram./シロバナチョウセンアサガオ、Syph./ノゾース、Thuj./ニオイヒバ、 

Thym-gl./胸腺、Thyr./豚の甲状腺、Tub./ノゾース、Zinc./亜鉛 

アヴィナサティーバφ/オートムギ、アラリアφ/タラノキ、 

カーディアスマリアナスφ/アザミ、ボラーゴφ/ルリジサ 

 

 

【結果】 

まず最初の相談会で顔色も良くなり、疲労感が大分緩和。 パニック発作の時にとった頓服レ

メディーに改善を感じたため、本人の判断によりソラナックスの使用を減らした。 

その後、疲労感や睡眠のサポートを色々とりながら、メインにはNux-v.やPuls.その他をTBR（The 

Bonnighausen repertoryの略）で調べて使用。抗疥癬マヤズムレメディーは出生体重が大きいこ

とと、アレルギー体質など考慮し、Calc-c.を選び様子を見ている。 
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マヤズムは、家系の病歴に癌が多い事からCarc.を選択。途中、アレルギーや口内炎などの潰瘍

を意識してTub.やSyph.をその都度選択。 

 

 

 

 

Nux-v.はクライアントの不眠の症状に作用すると思われたのだが、期待したほど改善が持続せず、

人物像があまりマッチしていないという事もあり、途中で、TBRでは出てこなかったが、感覚や精

神や神経、心臓の症状や下痢の傾向を見て、Nux-m.に変更した。睡眠に関して、寝られないとい

うことにこだわり過ぎていたが、妻の話だと「私から見ると結構寝ているのに、寝られないと言

っている」という事や、「会社のある日に寝られなかったらどうしよう」という思いが強くある

こと、8時ごろから寝れば良く寝られること、そもそもの始まりは非常にたくさん寝た事などから、

Nux-m.を選択した。その後1カ月間持続して良く寝られている。現在、継続中。（参考：シノプテ

ィック、ファタックMM） 

毎年あった秋と春の自律神経失調症の様な症状は、今年ほぼ無く、パニック発作も大きなもの

は起きていない。 

また、電車には1駅程度なら問題なく乗れており、会議の場での少しの緊張とそわそわした感じ

には頓服レメディーで対応できている。薬はメイラックスが平日（月～木曜）半錠、日曜日1錠に

減り、漢方はやめるのがまだ怖いことから継続中。ソラナックスはとっていない。 

 

【考察】 

レメディーに半信半疑であったが、パニックの頓服をいつでも好きなだけ不安になってきたら

とって良いとしたことから精神的に楽になった様子。その後妻の努力でレメディーをきちんと飲

み、医師と相談しながら、お薬の量を無理せず少しずつ止めると言う事で現在まで続けてこれた。 

口内炎ができやすかったり、耳鳴りがあったり、帯状疱疹があったりとヘルペスウィルスの症
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状が見られ、免疫力の低下からの不快症状を改善していくことも重要と考え、臓器や疲労感など

サポートをしつこくやってきているのは良かったと思う。 

これからは、睡眠の改善とともに、メイラックスをもっと減らして行けるよう続けたいと思う。  

 

カテゴリー：［メンタルヘルス、インナーチャイルド］ 

 


