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■「ZEN メソッドにより糖尿病が改善した３ケースの比較・検討と、 

現在相談会中のケースから見えるホメオパシーの可能性」 

 

日本ホメオパシー医学協会(JPHMA) 会長 

日本ホメオパシーセンター埼玉日高 

JPHMA認定ホメオパス No.0153 

JPHMA認定アニマルホメオパス No.A0012 

HMA認定ホメオパス No.1188 

ZENメソッド修得認定 No.0007 

松尾 敬子（まつお けいこ） 

 

ZEN メソッドにより糖尿病が改善した 3 ケース。A、B、C の共通する症状と処方の特徴。及び

各ケースの固有の特徴について比較検討を行いましたのでご報告いたします。また現在進めてい

る相談会のケース、D を照らし合わせながらホメオパシーの可能性についての考察も行いました

ので合わせてご報告いたします。 

 

■糖尿病が改善した３ケース（A, B, C） 

A：64歳女性 （2017年コングレス報告；61歳で発病、インスリンの接種を始める） 

B：68歳女性 （2017年コングレス報告；58歳で発病、服薬を始める） 

C：50歳男性 （未報告症例；20歳で発病、インスリンの接種を始める） 

 

 

■３ケースに共通する症状の特徴 

・肩凝り 

・腰痛、関節痛 

・花粉症 

・疲れやすい ＊1) 

 

 

■各ケースに固有の特徴 

A：64 歳女性のケース 

・尿の泡立ち 

血糖値の高い状態が続くと、体はブドウ糖を尿と一緒に排出しようとするため 

 ・インスリンの接種 ＊2) 

＊1) 2017・7・22由井学長 強化学習資料より 

1. 喉が渇いて水分を多く摂取する  

2. 多尿 

3. 体重減少 

4. 疲れやすくなる  など 
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B：68 歳女性のケース 

・不眠 

・医師からは骨粗鬆症と指摘されている 

・母 糖尿病 

・糖尿病治療薬の服用 

 

C：50 歳男性のケース 

・合併症による嗅覚異常 

・目の硝子体出血（レーザー治療後の飛蚊症発症） 

・ふくらはぎの神経障害 

・母 糖尿病（他界） 

姉 糖尿病（30歳で他界） 

・インスリン接種 

 

 

■各ケースに共通する処方の特徴 （１）膵臓（２）肝臓・大腸（３）腸内細菌 

・Kali-c.（炭酸カリウム） 

  …カリウムの欠乏は糖尿病に繋がる ＊３） 

 ・Merc-sol.（ハーネマンの溶解水銀） 

  …水銀が膵臓の細胞を低下させ、インスリンを分泌する能力を低下させる ＊３） 

・Chr.（クロム） 

  …糖が細胞の中に入るよう促す働きがあり、不足するとインスリンが効きづらくなり、 

   血糖値が上がる ＊３） 

 ・Vanad.（バナジウム） 

  …インスリンの働きを良くし血糖値を下げる＊３） 

・Syph.（梅毒） …破壊的 

・Tub.（人の結核菌） …関節の問題、アレルギー 

・Psor.（疥癬） …慢性病論 P133上段、後ろから 3行目糖尿病 

・Ph-ac.（リン酸）  …TBRで指摘される 

・Rhus-t. (アメリカツタウルシ）…TBRで指摘される 

・Sep.（イカ墨） …TBRで指摘される 

＊2) 2017・7・22由井学長 強化学習資料より 

糖尿病の症状には、以下の病理がおきている。 

１．すい臓から出るインスリンの量が少ない  

２．インスリンの効きが悪く、血糖値を下げることができない 
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・MT)アラリア（タラノキ） 

・サポートφ膵臓 

・サポートφ肝臓（ロジーナ臓器治療・肝臓胆嚢より）  

・サポートφ大腸（ロジーナ臓器治療・肝臓胆嚢より） 

 

 

 

■各ケースに固有の処方の特徴 

A：64 歳女性のケース 

  Nux-v.（マチンシ） …特に腰痛が酷い 

B：68 歳女性のケース 

  共通レメディーのみ 

C：50 歳男性のケース 

  Calc.（炭酸カルシウム）…嗅覚の低下 

  サポートφ腎臓 …腎機能の低下 

  サポートφ腸内細菌 …腸内細菌はインスリンをコントロールする 

 

相談会後の検査結果推移 

 

 

 

＊３）2017・7・22由井学長 強化学習資料より抜粋 
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■各ケースに共通する改善の特徴 

1. レメディー、マザーチンクチャーにより血糖値が下がり、それに連れて HbA1cの 

数値も下がっている 

2. インスリン接種の A、Cでは、血糖値が特に高めの傾向が読み取れる 

3. 血糖値と HbA1cの数値は 3 回～5回の相談会を経た後、高めではあるが基準値内に    

入っている 

4. 疲れやすい症状が無くなった。  

 

 

■各ケースに固有の改善の特徴 

A：64 歳女性のケース 

   尿の泡立ちが無くなった 

B：68 歳女性のケース 

   不眠解消 

C：50 歳男性のケース 

  飛蚊症の症状が軽減される（合併症による嗅覚異常、ふくらはぎの神経障害は改善されず） 

 

 

■現在相談会を進めているケース Dについて 

クライアント 42歳 男性 

主 訴  糖尿病 

付随症状 腰痛・背中の張り・偏頭痛・歯ぎしり 

家族の病歴 母 ヘルニア、 父 前立腺癌・脱腸ヘルニア 

母母 頻尿・リウマチ、 父母 認知症 

体 質  不眠（腰痛のため寝返りが打てない） 

汗はよくかく・喉は乾く・運動嫌い・部分的に冷えている 

恐 怖   先端恐怖症・高所恐怖症・刃物・幽霊 

ショックな事 車で人身事故を起こしたこと、祖母の死・愛猫と愛犬の死 

性 格  弱みを見せない・優しい人・働き者・良い人 

 

 

■相談会 第１回 

朝  Sulph.（硫黄） 

昼  Tub.（人の結核菌） 

夜  Rhus-t.（アメリカツタウルシ） 

随時 サポートφ膵臓 

    ＋Alum.（酸化アルミニウム） 
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    ＋Vanad.（バナジウム） 

→ 偏頭痛が無くなる 

 

 

■相談会 第２回 

朝  Ph-ac.（リン酸） 

昼  Syph.（梅毒） 

夜  Sep.（イカ墨） 

随時 φアラリア ＋Vanad.（バナジウム）＋Chr.（クロム）+Merc-sol.（溶解水銀) 

+Zinc-m. （塩化亜鉛）不足するとインスリン分泌遅延により血糖値は上昇する ＊４） 

+Sel. （セレニウム） 血液中の糖分が細胞内に取り込まれる量が減少し高血糖になる 

＊４） 

→ 腰、手首の関節痛が酷く動けなくなる。咳も出てくる。 

 

 

 

■相談会 第３回 

 TBR（The Bonnighausen repertory）検索 

1 1263# 4. 関節全般 - 関節痛(痛風) : 

2 252#  4. 背中 - 腰仙骨部: 

3 264#  1. 上肢 - 手(橈骨手根)関節 : 

4 1293# 4. 関節全般 - 弱さ : 

5 283#  2. 下肢 - 膝関節 : 

6 455#  2. 排尿 - 量 - 過剰な(糖尿病) : 

 

 

■TBR 検索結果 

 

＊４）2017・7・22由井学長 強化学習資料より抜粋 
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■選択レメディー 

朝  Kali-c.（炭酸カリウム） 

昼  Psor .（疥癬） 

夜  Sep.（イカ墨） 

随時 サポートφ肝臓 +Sil.（二酸化珪素）  …肥満、先端恐怖症 

サポートφ腸内細菌 ＋Ign.（イグナチア豆） …関節痛、失恋 

→ 腰痛・背中の張り・偏頭痛・首の関節痛、咳の症状が治まる 

血糖値、HbA1c等の検査結果待ち 

 

 

■クライアント（ケース D）について 

1. ３ケース（A, B, C）に共通する症状の特徴 

・血糖値、HbA1c 共に基準値を超えている 

・腰痛 

2. ケース D固有の症状の特徴 

・頭痛 

・歯ぎしり 

 

 

■ケース Dの処方の特徴 

（３ケース（A～C）に共通する特徴） （ケース D固有の特徴） 

Kali-c.（炭酸カリウム）    Sil.（二酸化珪素） 

Merc-sol.（溶解水銀）     Ign.（イグナチア豆） 

Vanad.（バナジウム）     サポートφ腸内細菌 

Chr.（クロム）     MT）アラリア（タラノキ） 

Rhus-t.（アメリカツタウルシ） 

Sep.（イカ墨） 

サポートφ肝臓 

 

 

■相談会後の検査結果推移 
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■ケースと共通する改善の特徴 

・HbA1cの値は、2回目の相談会後の検査結果までは基準値に近づいている。 

・腰痛、関節痛が改善されている 

 

 

■ケース Dに固有な改善の特徴 

・偏頭痛が無くなった 

・手首の関節痛が無くなった 

・背中の張りが無くなった 

（血糖値の検査結果は、2回目の相談会以後に増加している） 

 

 

■前半の３ケース（A,B,C）とケース Dの比較検討、考察 

 

１ 相談会前から第 2回目までの検査結果の数値には幅があるが、第 3回目以降に急速に 

基準値範囲に収れんしている。 

２ 糖尿病が改善に向かう過程では、付随する諸症状も改善される。 

３ インスリン接種の場合、血糖値は高止まりであるが、HbA1cは比較的低めである。  

４ 初期の相談会では、主に膵臓のサポートとそれに関わるレメディーが不可欠であるが、 

その後は肝臓、大腸、腸内細菌のサポート及びレメディーが効果的である。 
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５ 現在相談会中の 42歳男性のケース Dでは、相談会後の検査数値が改善した３ケースの 

結果の範囲内にあること、付随する症状に顕著な改善が見られていること、また肝臓、 

大腸、腸内細菌のサポートを服用していること等により、今後の検査数値は基準値の範囲

内に収まる可能性が高い。  

６ 以上より、症例数は少ないながら複数の糖尿病の改善事例の特徴と個別症状への対応を 

基にした ZENメソッド（症状に合った鉱物、植物のレメディー、不足ミネラル、臓器サポ

ート、マヤズムレメディーの服用）は、糖尿病の改善見通しと糖尿病の処方に対する専門

性を高める上で大変有効であることが改めて示されていると言える。 

 

 

カテゴリー：［その他 慢性症状］ 

 


