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■「カンジタと水銀、薬の影響をとることで改善した皮膚疾患と月経

不順のケース」 
日本ホメオパシーセンター韓国ホンソン 

JPHMA認定ホメオパス No.0957 

JPHMA認定アニマルホメオパス No.A0127 

ZENメソッド修得認定 No.0367 

JPHF認定インナーチャイルドセラピスト No.0225 

長谷川 希生（はせがわ きせい） 

 

「水銀と鉛が、カンジダに対する体の防御の主力である次亜塩素酸イオンを作る、 

重要な白血球酵素ミエロペルオキシダーゼを阻害する」  

 

『自閉症と広汎性発達障害の生物学的治療法』より 

 

「ステロイドには抗炎症作用の裏返しとして、微生物に対する抵抗力を弱める性質があります。

細菌やウィルス、真菌などが増殖しやすくなり、それらによる皮膚感染症が発現したり悪化する

おそれがあるのです。具体的には、黄色ブドウ球菌感染による膿痂疹（とびひ）、ウィルス感染

による単純疱疹（ヘルペス）や伝染性軟属腫（水いぼ）、真菌によるカンジダ症や白癬（水虫）

などです。」 

http://www.interq.or.jp/ox/dwm/se/se26/se2649866.html  

 

上記の内容のように水銀、鉛などの重金属が体内に蓄積されることによりカンジタに対する抵抗

力が弱くことが見受けられる。重金属や薬の影響を皮膚で排出するたびにステロイド等の軟膏を

塗ることはさらに抵抗力が弱まり真菌などのカンジタがはびこることが分かる。 

今回は長年の皮膚疾患と月経不順が水銀の影響を取るとともにカンジタ、ステロイドなどのホル

モン剤の影響と取っていく中で改善したものを紹介する。 

 

対象：女性 36歳 

主訴：手足の湿疹、月経不順 

 

【主な症状】 

湿疹：皮膚湿疹は幼いころからあり、病院では湿疹と言われ薬と注射、塗り薬も使用していた。

小学校低学年までは腕と脚の関節部位、大腿部、手足に出ていた。小学校高学年から高校生まで

は手足だけありよくなったり悪くなったりしていた。大学時代にストレスのためか水にぬれると

指が痒くなり小さな水疱が出てそれ以降ずっと続いている。症状がひどくなると病院に行き塗り

薬を塗ったりしていた。 

現在の皮膚症状は頭皮にニキビ用の湿疹があり、手指、足の裏の一部、 足首から足先、ふくら

はぎに湿疹がある。湿疹は水疱状で痒みがあり膿が出る。その後乾燥して割れて落屑する。掻く

と膿も出るが血も出る。 
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月経不順；小学校5年生に初潮があった後、1年以上生理がなく中学校になってから2回目の生理。

そのあとも1年に1-3回ずつ生理。ホメオパシーを知った後にSep.（イカ墨）を1か月ほど飲んで

から月に2回、6か月ほど生理をしていた。前回生理は2015.8.24.その前は6月にしていたので2か

月サイクルで生理がきている。血の色は黒っぽい、暗い色。凝血は時々ある。生理中は腰が痛い。

帯下は多いほうで白から黄色、液体状のものも時々出る。臭いはあまりない。 

 

【その他の症状】 

時々頭痛がある。神経を使うと胃が痛くなる。顔にもニキビみたいのができる。時々歯茎が腫れ

て血がでる。1年に一回ほど膀胱炎、膣炎になる。風邪をこじらせると咳がひどくなり肺炎にな

ることもある。健康診断で肝臓の数値が高いと言われた。支配的だった父への怒り、恨みがある。

夫が父に似ているところがあるのを見て嫌になる。夫や子供を怒る傾向にある。 

 

【今まで受けてきた治療】 

西洋医学、韓医学（韓方薬）, 不妊治療 

 

【今まで使用してきた薬剤など】 

風邪薬、排卵誘導剤、避妊薬、鎮痛剤、乳酸菌、葉酸、タミフル、鉄分剤、抗生剤、消炎剤、ス

テロイド、予防接種（BCG,B型肝炎、DPT、日本脳炎、インフルエンザ、A型肝炎） 

 

【今までかかった病気】 

麻疹、インフルエンザ、膀胱炎、膣炎、前庭神経炎 

 

【事故、怪我】 

 5-6歳のころ転んで顎を10針縫った。交通事後2回 

 

【タイムライン】 

出生体重 3300ｇ  

幼児期：母乳で育った。母親よりも祖父母、叔母に育てられ、お乳をのむときだけ母のところに

行った。 

1歳  弟が生まれる。弟は体が弱く父母の手がかかり、本人はほとんど祖父母に育てられた。 

5歳頃 転んで顎を10針縫う 

9歳 麻疹にかかる 

23歳 交通事故 

25歳 第1子出産 

26歳 交通事故（捻挫） 

27歳 不妊治療で排卵誘導剤服用（2か月） 

30歳 不妊治療 排卵誘導剤を注射 

33歳 第2子出産（妊娠時貧血がひどくて1回倒れて1日入院した） 

35歳 前庭神経炎 

36歳 父が自殺。インフルエンザにかかる 
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【家族の病歴】 

母：甲状腺がん  父：首つり自殺  兄弟：下痢をよくする  叔父：糖尿病 

母母：甲状腺に問題、白内障  母父：目の疾患 膵臓 

 

【体質】 

辛い食べ物、果物が好き。春が好き。涼しいのは好きだが秋になると寂しくなる。体調がいい時

間は午前中、昼食前まで 就寝時間11-12時、起床時間7-8時 熟睡できない（皮膚が痒くて眠れ

ないのと、子供の寝返りや夫のいびきでも寝られない）汗があまりでない。水はあまり飲みたい

と思わない。体に熱があるように思うが、本当に体が温かいかはわからない。  

＜1回目 2015/9/30＞ 

随時： サポートφ肝臓 +Zinc-m.12x +Calc-p.12x +Selen.12x +Hypoth.30c +Morg-g.30c  

500mlの水に10滴随時飲む 

朝 ： Merc.LM3 +Carb-v.LM1  コップ2㎝の水に2滴 20回かき混ぜる 

昼 ： Psor.LM2 +Syph.LM2   コップ2㎝の水に2滴 20回かき混ぜる 

夜 ： Puls.LM3         コップ2㎝の水に2滴 20回かき混ぜる 

※Zinc-m./塩化亜鉛、Calc-p./リン酸カルシウム、Selen./セレニウム、Hypoth./視床下部、 

Morg-g./腸内細菌、Merc./水銀、Carb-v./植物炭、Psor./ノゾース、Syph./ノゾース、 

Puls./セイヨウオキナグサ 

 

【選択の根拠】 

発疹の状態を中心にTBR（The Bonnighausen repertoryの略）を使って検索 

1. 270# 手指の先 

2. 292# 足の甲 

3. 1370# 出血のする皮膚の亀裂 

4. 1511# 小水疱 

5. 1376# 皮膚の乾燥（発汗の欠如） 

6. 1523# 痒みが掻いている間＜ 

7. 1802# 肉から＜ 

 

サポートφ肝臓：肝臓のサポート、皮膚からの排出をサポート。月経のホルモン調節にも関与。

健診で肝臓が良くないと言われていることからも解毒器官である肝臓を強化する必要がある。 

Zinc-m.：発疹を抑圧してきた、おそらく外用薬に亜鉛華軟膏もあったと推測。DNAの修復にもよ

いミネラル。 

Calc-p. ：ステロイド剤を長いこと使用してきたことによりカルシウムの問題があると判断。 

Selen. ：水銀の排出をサポート。 
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Hypoth. ：月経不順なのでホルモンバランスを整えるために。 

Morg-g. ：便が2日に一回しか出ないということで、腸内細菌を整えるため。 

メインレメディーのPuls.とも親和性がある。 

Merc. ：TBR3位。抗梅毒レメディー。水銀による影響の可能性もある。 

Carb-v. ：抗疥癬介入レメディーとして。TBR1位にSulph.（硫黄）があったが、 

この時点でSulph.をだすと活性化しすぎるかもしれないと思い、Carb-v.を選択。 

Psor. ：抗疥癬レメディー。皮膚疾患のため。 

Syph. ：抗梅毒。出血する湿疹に。 

Puls. ：上記のTBR2位。月経の問題にも判断。月経に関するTBR検索は以下の通り。 

 

 1回目 2015/9/30 

【経過】 

レメディーを飲み始めてから精神的に楽になった。皮膚は最初の1，2日ほど改善が見られたがそ

の後は悪くなる一方。痒みがひどい。鼠経リンパが腫れていたい。食事を油物や小麦粉、肉類を

食べると悪化する。悪寒とともに熱が出て体調を崩す。 

 

＜2回目2015/11/16＞ 

【主な症状】 

皮膚の状態がひどくなり。腐るのではないかと周りが心配しているとのこ

と。両足とも浮腫んで靴が履けない。足の裏は引き裂かれるような痛みが

ある。皮膚の表面よりも中のほうが痒く、虫が這うような感覚がある。黄

色い膿がでる。扁桃腺に結節がある。月経はレメディーを飲み始めてから

すぐに来て、3-4日で終わった。暗い色の経血。 
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【レメディー】 

随時：サポートφ皮膚 +Antibiot-C-D30c +St-C-D30c +Calc-s.12x +Morg-g.30c +Amm-m.200c 

朝 ： Sil.LM2 +Carb-v.LM2 

昼 ： Psor.LM3 +Med.LM3 

夜 ： Staph.LM4 

※Antibiot-C-D、St-C-D/薬剤レメディー、Calc-s./石膏、Morg-g./腸内細菌、 

Amm-m./塩化アンモニウム、Sil./二酸化珪素、Carb-v./植物炭、Psor./ノゾース、 

Med./ノゾース、Staph./ヒエンソウ 

 

【選択の根拠】 

皮膚の状態を中心にTBRで検索 

1. 1681# 潰瘍―引き裂くような痛み 

2. 1653# 潰瘍―黄色い膿 

3. 1525# 痒み- 掻いている間に場所が移動 

4. 1530# 痒みー虫が這いような-移動性の 

5. 1680# 潰瘍―周辺が腫れた 

6. 2048# 休息＜ 

7. 240# 鼠径部-リンパ節 

8. 1015# 塊-内側部分に 

9. 520#  月経-乏しい量 

 

サポートφ皮膚：皮膚のサポート。肝臓に良いMTも含まれており、皮膚の状態の悪化をサポート

するために。 

Antibiot-C-D：抗生物質の影響に。黄色い膿が出てきていることから、さらに排出を促進させる

ために。 

St-C-D ：長期にわたるステロイドの影響を軽減させるため。 

Calc-s. ：黄色い膿で消耗するミネラルサポート。 

Amm-m. ：足にある潰瘍に拍動痛があることころから。下記の箇所を参考に。 

[CK325 右足と、また左足の外くるぶしに、拍動痛と潰瘍のような痛み、歩行時] 

Sil. ：TBR3位。 

Med. ：出血よりも膿の多い発疹に変化したことから淋病マヤズムレメディーに変更。  

Staph. ：TBR1位。すべてをカバーしている。皮膚の状態がこのようにな

った時期にちょうど母親と喧嘩をし、今まで持っていた母親への怒りの感

情が浮上してきていることから、心の状態にも考慮して選択。 

 

【経過】 

痒みがひどかったが潰瘍は改善してきた。リンパの腫れはなくなった。 
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生理は前回から1か月半経ってからきた。状態は変化なし。 

 

＜3回目 2015/12/24＞ 

【主な症状】 

痒みはまだある。特に夜中の1-3時にひどくなる。腕に発疹が広がっている。爪の周りにも膿が

出ていて爪がはがれそう。乳首が割れて触れるだけで痛い。肛門が痒く虫がいる様。 

 

【経過】  

乳首のひび割れは改善した。肛門の痒みも好転、時々痒い。 

悪寒がしたが、Gels.（イエロージャスミン）を飲んだらすぐよくなった。生

理は前回の生理から1か月で来た（期間が短くなる） 

発疹は部位が広がっている。 

足底の潰瘍はよくなった。 

精神的には安定している。レメディーが終わるくらいになると症状が悪化する。 

 

＜4回目 2016/2/5＞ 

【主な症状】 

皮膚の状態が変化した。さらに乾燥し、落屑が多い。剥がれ落ちている。 

発疹の始まりは粟状で掻くと黄色い膿が出る。痒みは常にある。 

帯下が白っぽく時々痒くなる。 便通が2-3日に一回。 

 

【4回目 レメディ―】 

随時： サポートφ脾臓 

+Horm-climif-HD30c +Cortis.30c +Nat-p.12x +Candi-al.6c +Morg-g.30c 

朝 ： Graph.LM4 

昼 ： Med.LM5 +Bac.LM5   

夜 ： Merc.LM6 

※Horm-climif-HD、Cortis./薬剤レメディー、Nat-p./リン酸ナトリウム、Candi-al./ノゾース、 

Morg-g./腸内細菌、Graph./黒鉛、Med./ノゾース、Bac./ノゾース、Merc./水銀 

 

【選択の根拠】 

皮膚の状態と月経、帯下を中心にTBRで検索 

1. 1653# 潰瘍―黄色の膿 

2. 1586# 潰瘍になった爪（爪周囲炎） 

3. 1408# 皮膚―ひりひりする痛み（表皮剥離） 

4. 520# 月経-量が乏しい 

5. 543# 帯下-水っぽい 

6. 1342# 皮膚―掻いた後に赤くなる 

7. 1691# 夜に＜ 

8. 1457# 乾燥した発疹 
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サポートφ脾臓：脾臓のサポート。乾燥して白っぽくなっている感があり、帯下に痒みが出てき

ていることからカビに対応するサポートとして。 

Horm-climif-HD：ホルモン剤の影響に対して 

Cortis. ：コーチゾンの影響に対して 

Nat-p. ：酸性化している血液のサポートとして 

Candi-al.：カンジダ菌。真菌の影響に対して 

Morg-g. ：便通がまた悪くなってきたため。腸のサポートとして。 

Graph. ：TBR1位。皮膚の状態にも最適。抗疥癬レメディーでもある。支配的な父

親の元で育ったこともあり、自分自らの光を放つためにも必要だと判断。 

Med. ：淋病マヤム。生殖器、泌尿器の疾患があることからも。 

Bac. ：まさに真菌様の症状が出ていることから 

Merc. ：一回目に出てきたMercが再度登場。TBR2位。 

月経と帯下の状態のみをTBRで調べると1位Merc.2位Graph.となる。 

 

【経過】 写真右：4回目相談会レメデ

ィー投与前（2016/2/5） 

写真中：レメディー投与中（2016/2/25） 

写真左： 発熱後（2016/3/４） 

悪寒、発熱、咳の急性症状が出る。熱

は高熱で3-4日出て熱があるときは痒み

が軽減。発熱後に発疹が好転。月経周

期が短くなる。（45日） 父親の夢見る。

父に向って叫んでいた、こんなことは

初めて。目にものもらいができる。 

 

＜5回目 2016/4/1＞ 

【主な症状】 

発疹は腕の内側、手指、脚から足先まで出ている。膿は金属のような、生臭いにおいがする。落

屑する発疹。脚は浮腫んでいる。夜2-3時に痒みが悪化。お尻の一部が茶色っぽく色素沈着して

いる。痒みはない。帯下は黄緑色や白い。爪が波状になっている。  

レメディーは4回目とほぼ同様で、ポーテンシーを上げた。 
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＜6回目 2016/5/23＞ 

【経過と主な症状】 

解毒が進んでいるようで、状態はあまり変わらず、痒くてつらい。乾燥

して、亀裂があり、膿が出て、熱を持っているようだ。水でぬらすとし

みてすれるような感覚と熱感がある。帯下は黄緑色のものや、カッテー

ジチーズ様のものが出る。痒い。生理の前に過食する傾向がある。生理

の状態も変化なし。お尻の色素沈着はまだ少しある。 

6回目は抗疥癬レメディーである、Calc.（炭酸カルシウム）、Sulph.

（硫黄）、Psor.（ノゾース）、Sep.（イカ墨）を中心に出す。 

 

【経過】 

発疹の状態はだいぶ良くなり、痒みの寝れないということが減って来た。

膿も出ない。レメディーを変えて飲み始めてから膀胱炎、膣炎になり2

週間ほど症状が続いていたがレメディーで対処し、よくなった。発疹は

手と足首に残っている程度。手指は一時期よくなっていたがまた水疱が

出始めている。爪は少し良くなってきている。 

 

 

 

2016/5/23 

 

【考察】 

もともと皮膚疾患が始まったのは1歳ころであり、母親からのケアの不足、母親への愛の枯渇を

訴える症状でインナーチャイルドが1つ目の原因だと考える。しかし愛の代わりにステロイドを

与えられ、長期にわたるステロイドの影響として肝臓への問題、ホルモンのバランスの問題があ

ったとみられる。2つ目の原因が医原病であることが考えられる。相談会の中でインナーチャイ

ルド、親への憎しみや怒りに対する相談もしていき、それも踏まえてレメディーも選択。薬の影

響を除外しつつ進めていった。 

 発疹の症状は乾燥した状態から始まり１回目のレメディーで潰瘍性に変化し、黄色い膿を排出

していった。大きく皮膚の変化を見せたのは4回目のレメディーだった。水銀とともに真菌とス

テロイドに関するレメディーを投与したことでバイタルフォースに火がついた。発熱で燃やした

老廃物を一気に出すことができた。その後症状があまり変化しなく停滞気味だったが6回目のレ

メディーで抗疥癬レメディーを中心に出すことによりまた症状が動いた。4回目のころから膣炎

を疑っていたのだが抗疥癬を中心にしたことにより急性として出すことができた。皮膚と粘膜か

らたくさんの老廃物を出すことができ改善していった。 

月経は3回目のレメディーまでは2か月に1回の間隔だった。4回目のレメディーで水銀、真菌の影

響を取るレメディーと共に排卵誘導剤、ホルモン剤（ステロイドを含む）の影響に対してのレメ

ディーを出すことにより発熱後皮膚の状態も変化とともに月経周期も変化し45日間隔になった。

このことからもホルモン剤などの影響により月経不順であったことが考えられる。（月経周期の

変化表参照） 



 

©Japan Homoeopathic Medical Association(JPHMA) All rights reserved 

9 

経血量や、日数は少ないが定期的に月経がくるようになり、周期も徐々に短くなってきている。

（現在30日周期） 

 

 

 

カテゴリー：［アレルギー・アトピー・皮膚疾患］［医原病・薬害］[妊娠・出産・女性の症状] 

 


