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■「発達の遅れがあった男の子が小学校の普通学級に入学するこ

とができるまでに成長できたケース」 
 

日本ホメオパシーセンター福井恐竜渓谷 

JPHMA 認定ホメオパス No.0244 

鎌田 砂江子（かまだ さえこ） 

 

【クライアント】 

 4 歳 男児 

 

【主訴】 

①話すことがうまくできない 

②コミュニケーション、運動能力ない 

③すぐに怒る、癇癪 

④熱性けいれんになる（重積） 

⑤喘息 

 

【タイムライン】 

妊娠前 母：仕事が忙しい 父：肥満、甲状腺がん、別居生活 

妊娠中 母：出産直前まで仕事 鉄剤服用 インフルエンザ予防接種 

大きな筋腫があり 1度逆子が治らなかった 

     

0 歳   帝王切開、麻酔の効きが悪いと言われた 首筋に筋腫が食い込んでいて、切開した 

時に時間がかかった。おなかの中で正座をしていたと看護婦さんから聞いた 

4 カ月  ＢＣＧ その後気管支炎で抗生物質投与 

5，6，7 カ月 ＤＰＴ 

1 歳 1ヶ月 歩き出し 

1 歳 9ヶ月 熱性けいれんで入院（アデノウィルス） 

2 歳 3か月 熱性けいれんで入院（手足口病） 

   その後ホメオパシーを始める 

   喘息発作 何回もあるが病院にはいかない 

3 歳 5か月 オステオパシー始める 

4 歳 3か月 熱性痙攣で真っ青になり入院（インフルエンザ、溶連菌） 

父と同居 

 

＜2016/6/22＞第 1回相談会 

・落ち着きがなく、目を見ることができない。 

・発する言葉は、1語（ほぼ「いや」）のみ。 

・単語 10～15 を理解している様子。 

・癇癪を起こす寸前。じっとしていない。 

・人の言葉に興味を示さない。 
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TBR：上記の症状に対し TBR（The Bonnighausen repertory の略）を使って検索 

       

【処方】 レメディ選択の理由  

随時/寝る前：MT)Hyper.st ：神経伝達のブロックをとるサポートして 

Bell.(ｾｲﾖｳﾊｼﾘﾄﾞｺﾛ)植物  ：てんかん、朦朧とした意識、高熱などに 

Cham.(ｶﾓﾐｰﾙｷﾞｸ)植物 ：癇癪など、主に精神面のサポートして 

Ars.(砒素)鉱物  ：喘息や呼吸困難など、主に肺のサポートとして 

Sulph.(硫黄)鉱物 ：整腸など、主に消化器系の臓器サポートとして 

Calc.(ｶｷの殻)鉱物 ：主に、成長期、不安になる傾向のサポートとして 

 

朝：オリジナルアルポ 

Psor.(疥癬) ：主に、全身機能の改善のサポートと自己治癒力の底上げに 

Med.(淋菌) ：主に、粘液増殖を抑えるサポート、感覚過敏に対して 

Syph.(梅毒菌)：主に、発達障害、癇癪などの脅迫行動のサポートとして 

Tub.(結核菌)：主に、肺、呼吸器のサポートとして 

 

【Bell.を取り出してからの成長】 

・約 2 ヶ月間、1度も癇癪を起こさなかった。       

・会話が出来るようになった。 

・寝起きが良くなり、癇癪が減った。   

・笑顔が増えた 
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・母がいなくても、祖父母とも留守番が出来るようになった 

・好奇心が芽生え、はさみの使い方を聞いてきた（※使えない） 

 

＜2016/9/14＞第 3回相談会 

・会話が成り立つようになった 

・機嫌が良くなった 

・喘息様の症状 

・咳、白っぽい痰がでる 

・夜に特に酷い咳（１晩中の時も） 

・半月ごとに咳の発作が起こる（＜満月に悪化） 

・手足が冷たい 

 

TBR 

         

 

【処方】 レメディ選択の理由 

随時：サポートφ神経 ：神経伝達のブロックをとるサポートして 

Spong.(焼き海綿)動植物 ：主に呼吸器のサポートとして 

Acon.(ﾄﾘｶﾌﾞﾄ)植物  ：主に冷えや寒さなどのサポートとして 

Sulph.(硫黄)鉱物  ：主に、整腸など、消化器系の臓器サポートとして 

 

朝：オリジナルアルポ 

Psor.(疥癬) ：主に、全身機能の改善のサポートと自己治癒力の底上げに 

Med.(淋菌) ：主に、粘液増殖を抑えるサポート、感覚過敏に対して 

Syph.(梅毒菌)：主に、発達障害、癇癪などの脅迫行動のサポートとして 

Tub.(結核菌)：主に、肺、呼吸器のサポートとして 

 

ほめ補酵素 ：野菜嫌い、目の下のくま、手足の冷えなどのサポートとして 
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【Spong.を取り出してからの成長】 

・会話が高度になった 

・マラソン大会を完走（体力がついた） 

・人見知りが始まった 

・どもりが始まった 

・同じ言葉を繰り返す 

 

 

<2016/12/20>第 8回相談会 

・喘息の発作は殆ど起こさなくなった。 

・コミュニケーションも容易になった。 

・絵も上手に描けるようになってきた。 

・人見知りが激しくなり、自己卑下や不安などの感情が出始めた。 

・癇癪の再発や、おねしょが始まった。 

・便秘がちになった（１回/２日～３日） 

 

TBR 

          

 

【処方】 レメディ選択理由 

随時/夜：サポートφ消化 ：腸(記憶力を高める)のサポートとして 

Lyc.(ﾋｶｹﾞﾉｶｽﾞﾗ) 植物 ：夜尿、骨盤内の臓器のサポートして   

Puls.(ｾｲｵｳｵｷﾅｸﾞｻ) 植物 ：分泌物を出す傾向のサポートとして  

Sulph.(硫黄)鉱物 ：整腸など、主に消化器系の臓器サポートとして 
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Merc-sol(水銀)鉱物 ：主に風邪を引きやすい傾向のサポートして 

Calc. (ｶｷの殻)鉱物 ：主に成長期のサポートして    

朝：オリジナルアルポ 

Psor.(疥癬) ：主に、全身機能の改善のサポートと自己治癒力の底上げに 

Med.(淋菌) ：主に、粘液増殖を抑えるサポート、感覚過敏に対して 

Syph.(梅毒菌)：主に、発達障害、癇癪などの脅迫行動のサポートとして 

Tub.(結核菌) ：主に、肺、呼吸器のサポートとして 

 

ほめ補酵素：偏食、整腸のサポートとして 

 

【Lyc.を取り出してからの成長】 

・言葉に対する理解力の向上 

・ひらがなを覚え始めた 

・自立心が芽生えた 

・爪噛みが始まった 

・おねしょが続いている 

・人見知りが酷くなった 

 

 

＜2017/10/4＞第 19回相談会 

・文字が読めるようになった 

・時制を理解できるようになった 

・何気ない言葉に傷つくようになった 

・（母が）手伝うと癇癪を起こす 

・おねしょを毎日する（オムツは自分で片付ける） 

・歌やお遊戯は全くせずに、ボーっとしている 

・排便が 2日に 1回 

 

【TBR】 
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【処方】 レメディ選択理由 

随時/夜：サポートφ神経 ：神経伝達のブロックをとるサポートして 

Staph.(ﾋｴﾝｿｳ）植物 ：傷ついた感情などのサポートして   

朝：オリジナルアルポ 

Psor.(疥癬) ：主に、全身機能の改善のサポートと自己治癒力の底上げに 

Med.(淋菌) ：主に、粘液増殖を抑えるサポート、感覚過敏に対して 

Syph.(梅毒菌)：主に、発達障害、癇癪などの脅迫行動のサポートとして 

Tub.(結核菌)：主に、肺、呼吸器のサポートとして 

  

ほめ補酵素：偏食、整腸のサポートとして 

 

【Staph.を取り出してからの成長】 

・自信もつき、感情表現が豊かに 

・こだわりはあるが、変化も受け入れられるようになった 

・爪を噛まなくなった 

・脚力の向上 

・大勢の人の中にいると、精神の混乱が見られる 

 

2017/10/4 

「小学校就学時健康診断」について、健康診断では他のお子様よりかなりの時間はかかったもの

の、「検査結果は異常ない」との結果をいただきました。 

 

【好転反応について】 

痙攣の発作１回（手持ちレメディーで回復） 

喘息の発作数回（手持ちレメディーや、ひまし油湿布で回復） 

※現在は、風邪を引いて咳がでても、発作を引き起こすことはなく、すぐに回復。 
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【写真で見る約 2年間の成長のご様子】 

      

 

            

        

【考察】 

肉体的、精神的、病気になる傾向 など各次元のそれぞれのサポートを同時に行うことが出来る

ZEN ホメオパシーの処方を取り入れることによって、自己治癒力を高めた結果、非自己をそれぞ

れのレベルで認識し、抑圧することのみで出し切れていなかった症状を出せるようになったこと

で、止まっていた成長が促されたのではと考えます。(※前任ホメオパスにより約 2 年間予防接種

の対応をしています。) 

 

痙攣や喘息の発作など生命の危機にも度々直面し、言葉も理解せず、癇癪を起こすことでしか意

思を伝えることが出来なかったお子さんが、ホメオパシー療法を受けることによって、「多くのこ

とが出来るようになり」、「取り巻く世界が広がり」、「大きな可能性を得ることが出来た」ことは

ZENホメオパシーによるプロトコルの賜物だと考えます。 

 

また、ほめ補酵素は高熱時や喘息、咳の発作時、ぐったりして食欲がないときも摂取が可能で、
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回復を促進し、栄養補給や整腸のサポートとなり、日常生活をより穏やかに過ごせるようになっ

た大きな要因の 1つだと考えます。 

 

 

【追記】2018年 10 月現在 

小学校入学以来、ランドセルを背負い 1.2kmの道のりを毎日歩いて通っています。「お友達の輪の

中に積極的に入っていくのは難しい様子ですが、宿題や課題などは、時間がかかってもやり遂げ、

会話の幅がものすごく広ろがりました。」とご報告を頂きました。現在も主に緊張などの精神面で

のサポートを中心にホメオパシー療法を継続しています。 

 

 

カテゴリー：［発達障害］［子供］ 


