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■「インナーチャイルド癒しを通じ、歯肉炎が改善したケース」 

 

日本ホメオパシーセンター愛知弥富 

JPHMA 認定ホメオパス No.0912 

ZEN メソッド修得認定 No.0304 

JPHF 認定インナーチャイルドセラピスト No.0152 

加藤 育代（かとう いくよ） 

 

【クライアント】 

女性 ５４歳    主訴； 歯肉炎  

 

【症状】 

 ３０代半ばで歯列矯正をする。しかし結果的に咬み合わせがずれ約２０年の間に歯肉炎が進行。 

５２歳から大がかりな治療を開始し、部分入れ歯を使用しているが、歯肉に対するアプローチを

求めホメオパシーへ。（左下奥から３本目欠損、特に右上奥の歯茎の膿瘍が気になる。） 

歯列を矯正したことにより口元のコンプレックスは解消され大きな口で笑えるようになったもの

の、全ての歯が“砂に立てた板”のような状態となってしまったそうです。 

 

【タイムライン】 

※父親は愛人宅にいて、基本不在が多い。 

 乳児～幼児期 発熱時にしばしば引きつけをおこした。 

 保育園入学前 左右大腿部火傷（広範囲にわたり斑点状に） 

 保育園入学  よく発熱し、お尻に注射→気分が悪くなる（抗生物質） 

 小学 1 年   小学校へ通う通学団の上級生から置いてきぼりにされるなどのいじめを受ける。 

 小学２年   弟の誕生。母と協力し弟の世話をするが、私は、自分のことは朝食からすべて 

自分でしなければならなくなった。 

        歯科医へ近所の方に連れて行ってもらったが、ひどい鼻血を出し治療が中断。 

  小学３～４年 肺門リンパ腺炎（結核菌による）で、夏期は信州に転地療養 

 小学４年   扁桃腺切除(入院中、弟が小さいことを理由に母親は来ず、寂しい思いをした。) 

 中学入学   私立中学へ入学、市内にもかかわらず自宅を離れ寮生活となる。 

 中学１年   血尿が出て腎臓炎と診断（投薬治療なし） 

 中学２年   虫垂炎切除 

(退院日にﾌﾟﾘﾝが食べたいというと、自分で作ればと卵と牛乳で作る 

→母と弟も食べた) 

        顔中にニキビ ～２０代半ばまで(高校時代、皮膚科にも通う) 

 中学３年   水ぼうそうで３８度の高熱３日間 

 高校１年   夏休みにアメリカへホームステイ１ケ月、それ以降蚊に刺された跡がとびひに 

なり半年近く治らなくなった。（ホウ酸亜鉛華軟膏、シオノギのステロイド塗薬） 

このころから、徐々にアレルギー性鼻炎（パブロン鼻炎カプセル） 

 大学３年   左顎関節亜脱臼 

        鼻中隔湾曲症手術 → 鼻炎改善 

 ２２歳    結婚、子を授かるが、夫が学生（医学部）の為、堕胎 

 ２３歳    離婚（夫の浮気、家で鉢合わせる）→ 一人暮らしをし、実家の自営業を 

手伝う 
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 ２８歳    鼻炎薬は効かず、眠くなるだけに 

 ２９歳    体質改善の為、漢方医に通い始める（煎じ薬～４２歳）生活・食生活改善 

 ３０歳    体温が下がったり、方々が痛んだり、１年ほど療養(半年ほどほぼ寝たきり)。 

 ３２歳～現在 運動を始める（主に水泳） 

 ３５歳～１年半 歯列矯正 

 ３７歳頃～  歯肉炎の傾向 

 

【外見】 

中肉中背。水泳の成果か臀部から脚にかけてきれい。顔にニキビ跡、少し浮腫んだような顔。 

本人は顔の左半分の方が大きいというが、分からない。意志力と自信のうかがえる瞳。 

 

【性格】 

不正が許せない。腹が立ちヒステリックになると、夜も眠れなくなるほど。小学校まで非常に内

向的で話さず感情を表さない変わった子だったと思う。現在は友人もたくさんいる。 

 

【恐怖・不安】 

・圧迫感（息がしづらくなるような状況）、ものすごく狭い所に入っていくこと。 

・若い人が知らぬ間に悪い状況に流される番組や迫害を受けたり、可哀想な小さな子供の映像 

 

【ショック・パニック】 

・２２歳、友人と集まり夜を過ごす予定だったが忘れ物をしたので家へ戻ると、主人が女の人

と過ごしていた。 

・最近、仕事上のことで自分の成果をまるで何者でもないように扱われ、言葉が出てこないほ

ど愕然とした。好意を逆手に取られ、ショックだった。 

 

【家族の病歴】 

父：30代から痛風   母：結核、50代よりサルコイドーシス 緑内障、白内障 

 

【予防接種】 

 ＢＣＧ、ジフテリア、破傷風、百日咳、日本脳炎、インフルエンザ、天然痘、ポリオ 

 

【1回目；2013/5/8】 

・砂に立てた板のように今にも歯がぐらぐらしてきそう、歯肉をしっかりさせたい。 

・夜、なかなか寝付けない。寝なければと焦るが、それでもしんとした夜中は好き。 

 

随時：MT）Plantago ＋Hep-s.LM1＋Puls.LM3 ＋Strept.200C ＋Staphyl.200C ＋Hecla.6C 

朝１：  アルポ Phos.LM1 

朝２：  アルポ Tub.LM2 ＋Syph.LM2 

昼食前； 骨の栄養サポート（ティッシュソルト 21） 

夜１：  アルポ Merc.LM3 

※Plan/オオバコ、Hep./硫化カルシウム、Puls./セイヨウオキナグサ、Strept./ノゾース、

Staphyl./ノゾース、Hecla./ヘクラ山の火山灰、Phos./リン、Tub./ノゾース、Syph./ノゾー

ス、Merc./水銀 

 

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

 ＊選択の根拠 

① ２２０ 歯肉 

②１６７８ 潰瘍―腫れた 

③ ６５９ 出血、内部からの（脚注；歯肉の出血） 
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④１９７１ ＜損傷 過度に出血する 

⑤  ７９２ 怒り、攻撃性 

⑥ ７９６ 不機嫌 

⑦ ８３６ 不眠 

 

・Phos．；TBRで３番目であり、タイムラインからも遺伝的にも結核傾向が強いと思われ選択。 

・Tub.＋Syph.；骨の破壊について、由井学長の処方実績より。又、クライアントの歯肉の潰瘍化、 

崩壊（梅毒傾向）と、結核傾向に対して。 

・Merc.  ； TBRで２番目、クライアントは梅毒傾向にあり、潰瘍にも合致。 

・MT)Plan.； 歯槽膿漏、歯茎の出血に。 

・Hep.  ; TBRの１番目は Sulph.だが、膿みと体の冷えには 5 番目の Hep.の方が適している。 

・Puls. ； TBRで４番目、Phos.や Merc.ともコンコーダンスあり。母親との問題にも合う。 

・Strept.と Staphyl.；以前、会報誌『Oasis』に歯肉炎に良いと掲載されていた。 

・Hecla. ； これ以上歯を失わないように。“砂に立てた板のような歯の状態”という言葉から。 

 

 

 【2 回目；2013/7/12】 

 ・歯茎出血しにくくなった！歯肉そのものも随分しっかりしてきた。不眠は変化なし 

 ・生活に困らないだけは与えてもらったけれど、私は母から愛されたという記憶はない。 

特に、両親とも弟と私とで待遇が違いすぎる。時に、どうしようもなく腹が立つ。 

常にイライラして、会社でもヒステリックにふるまってしまう。 

・毎年のことだが、夏になり光がまぶしくサングラスが手放せない。 

 

随時： サポートφ骨 ＋Thym-gl.12C ＋Puls.LM4 ＋Staph.LM4 

朝１： アルポ Hep.LM2 

朝２： アルポ Tub.LM3 +Syph.LM3 

夜１： アルポ Nux-v.LM4 ＋Caust.LM4 

頓服： 砂糖粒 Cham.200C 

※Thym-gl./胸腺、Puls./セイヨウオキナグサ、Staph./ヒエンソウ、Hep./硫化カルシウム、Tub./

ノゾース、Syph./ノゾース、Nux-v./マチンシ、Caust./水酸化カリウム、Cham./カモミール菊 

 

 ＊選択の根拠 

① ２２０ 歯肉 

②１６７８ 潰瘍―腫れた 

③ ８３６ 不眠 

④ ７９６ 不機嫌 

⑤１７５８ 不幸な愛 

⑥１７６６ ＜苛立たしさ 

⑦  ６１ 光線過敏症 

 

※前回のレメディーがよく効いている印象でしたので、朝１と朝２のはそのまま継続。 

・Nux-v. ；ＴＢＲでトップ、怒りを持っていること、不眠の時間が肝臓時間であることから。 

２０代後半で薬が効かなくなったことから、肝臓のケアは必要と判断。 

・サポートφ骨；年齢的なこともあり、これ以上歯を失わないよう骨をサポート 

(Hecla、Staph含) 

・Thym-gl.;愛されたと思ったことがないというクライアントのインナーチャイルドのケアに。 

・Staph. ;ＴＢＲで２番目、膀胱炎になりやすい等クライアントの肉体面、精神面ともに合致。 

・Caust. ;常に不公平感を抱いている、そこに怒りの原因の一端はあると思われる。 

       可哀想な人に同情的、膀胱炎になりやすいところ。 
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・Cham. ; カモミールティーが好きでよく飲むとの話からも、怒りの頓服 

(TBR792,1746,1763総てに 4度) 

 

 

 【３回目；2013/9/15】 

・歯科医にも歯茎の状態がかなり良いと言われた。 

・まぶしさも苦にならなくなった。飛蚊症も例年に比べ改善。 

・昔一人で出かけさせられ、心細い思いをしたことが思い出された。その自分に声をかけてみた。

「大丈夫、私は素敵な大人になったよ」と。 

幼い子に知らない場所へバスに乗り一人で行かせた母に対し、猛烈に腹が立った。 

・最近は、怒りよりも気分が何とも沈む時が多い 

・蚊に刺された跡がいつまでもジュクジュクしている。 

 

随時： サポートφ腎臓 ＋Sil.12X ＋Caust.LM5 ＋Lac-c.200C 

朝１： アルポ Sulph.LM3 

朝２： アルポ Carc.LM4 

夜１： アルポ Merc.LM5、月：Amm-m.、水：Amm-c.、金：Nit-ac.(両親との関係に) 

頓服(虫刺され時)； Apis 30C + Suzumeb.30C + Chadok.30C + Form-ac.30C 

※Sil./二酸化珪素、Caust./水酸化カリウム、Lac-c./犬の乳、Sulph./硫黄、Carc./ノゾース、

Merc./水銀、Amm-m./塩化アンモニウム、Amm-c./炭酸アンモニウム、Nit-ac./硝酸、Apis/ミツバ

チ、Suzumeb./スズメバチ、Chadok./茶毒蛾、Form-ac./蟻酸 

 

 ＊選択の根拠 

 ① ２２０ 歯肉 

②１１２４ 患部の腫れ 

③１９９０ ＜虫が刺したことから 

④１４９７ 発疹－膿疱－かいた後に 

⑤１４６７ 発疹－治りにくい 

⑥１５３０ 痒み－虫が這うようなむずむずする感覚－移動性の  

⑦  ８６ 飛蚊症  

⑧  ６２ 光線過敏症 

⑨ ７８９ 落胆(意気消沈) 

 

・サポートφ腎臓； 当初よりむくみが気になっていた点、守りが少なく皮膚、骨が弱い。 

水銀など、あらゆるもの排出経路を作る意味でも。 

・Sil.   ； ＴＢＲの１番目であり、治りにくい皮膚の修復に不可欠と思い、随時に。 

・Caust．  ； ＴＢＲ４番目。クライアントの精神・肉体両側面に合致。 

・Lac-c.  ； 自分は周りにいいように使われ、報われないという思いに。ヒステリーにも。 

・Sulph．  ； ＴＢＲ２番目。皮膚の問題を一番強く訴えていたので、朝１番に。 

・Carc．  ； 落ち込むことが多く、言っても仕方がないと感情を押し込みがちな精神面から。 

・Merc．  ； ＴＢＲ３番目。毎度上位に出てくる点、症状及びタイムラインにも合致。 

・虫刺され時用砂糖粒； 緊急キットのコンビに加え、蟻酸アレルギーのクライアントに。 

 

【経過】 

・12 月初め、睡眠中右上奥歯の歯茎からどくどくと膿が流れてきたと、悪化を心配して電話がか

かってきた。 

私が「良かったですね。一番近くて出しやすい所から出したのですね。これで格段に良くなると
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思います。」と伝えると安心したようでした。その後、歯茎は更にしっかりとし、現在まで問題な

く歯を使えている。もっと早くホメオパシーの治療を受けていたら、入れ歯(１本)を作らなくて

よかったかもと悔やまれる。 

・皮膚については、以前より早く治りはするけれど、時に一進一退を繰り返す。 

・精神的な浮き沈み、不眠も、まだ感じる。 

・母親から愛されたことはないと断言していたクライアントだったが、母は変わらないことがよ

く分かったから、母親との関係は以前よりいいかもしれない。言いたいことは伝えてすっきりし

た。 

 

【まとめ】 

「私は娘がいつ初潮を迎えたのか知りません。」と、誇らしげに話されるお母様に育てられたクラ

イアントは、歯が摩耗するほどに睡眠中の歯ぎしりをし、顎関節症になるほど多くのものをかみ

しめてき、歯茎だけでなく全身の皮膚の下にむずむずと怒りを持つ、ひどい歯肉炎となりました。

病歴からも寂しさをかみしめて育った様子がうかがえます。 

 “人生は戦い”という言葉がぴったりくるような方でした。患部から膿が噴き出すという劇的な

展開で歯肉の問題が治癒したが、途中、激しく噴き出す怒りへの対処がもう少し上手くできてい

たらと思います。それでも怒りの排出が進むのと比例して、歯肉が改善していったのも事実です。 

引き続き手作業が好きなクライアントの希望で、老眼対策、虫刺され対策を通じて、膿を作りや

すい身体の素となる考え方も癒していくように、また併せて、肝臓・腎臓・脾臓ケアとミネラル

不足対策を続けております。 

自分自身手探りながらもインチャに触れたことで、この方の持つ雰囲気までも変わっていきまし

た。「人から明るく前向きだとか、さっぱりしているとか、近頃、この年になって初めて言われる

ようになりました。現在の自分を楽しんでいる。」と感謝されました。 

 

 

カテゴリー：［メンタルヘルス、インナーチャイルド］［その他 慢性症状］ 


