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■網膜色素変性症  -  難病治療を可能にする ZEN ホメオパシー 

由井 寅子 

 

【アブストラクト】 

病気というものは、魂・心・体の各レベルで存在し、体の病気は魂と心の病気から生じるこ

とが多く、魂・心・体を三位一体で治療する必要がある。ZEN ホメオパシーとは、魂・心・

体を三位一体で治療するホメオパシーの三次元治療（ZEN メソッド）に、ホメオパシー以外

の三次元治療を加えた治療法である。 

ホメオパシーの ZEN メソッドだけでも治癒率は飛躍的に向上するが、これにインナーチャイ

ルド癒し、霊性向上を組み合わせることで治癒率がさらに格段に上がる。 

この論説では、難病と指定され、現代医学では根本的治療法がないと言われている網膜色素

変性症に対し、「速やかに、穏やかに、持続的に回復させる理想的な最高の治療（オルガノ

ン§ 2）」1が、ZEN ホメオパシーによって可能となった症例を紹介する。 

 

【キーワード】 
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【導入】 

私は、日本に戻り、ZEN ホメオパシーという、ホメパシーの創始者、ハーネマンをベースと

したハイルクンストを実践しています。私は、日本人の難病を治療するうち、病気は体だけ

にあるのではなく、心や魂にも病気があり、体だけを治しても心と魂の病気を治療しない

と、体の病気が再発することがわかりました。また、食や環境を変えないと体の病気が再発

することもわかりました。 

ハーネマン自身が、病気を治すにはホメオパシーだけでなく、間違った生き方、考え方、生

活様式、食事などが自然になるよう、多角的なアプローチが必要だと言っています。これら

を総合的に見るハイルクンスト、真の治療家であれ、と言っています。彼はまた、自身の著

書『慢性病論』2の中で「心の苦しみと怒りのもとにいる患者にはホメオパシーが効かな

い」と言っています。 

私は、この言葉を打破する為にも、人々の「心の苦しみと怒り」を取り除く方法（インナー

チャイルド癒し、霊性学、信仰心）を見出し、治療に適用させ、ZEN ホメオパシーを確立し

ました。 

 

 

【本文】 

人間というのは魂・心・体の三位一体の存在であり、病気も、魂・心・体のそれぞれに存在

します。 

 

■魂 

魂とは、存在目的、存在価値、価値観のことです。 

神道では、人は神の分霊（わけみたま）と言い、神と同じ魂、すなわち神と同じ目的（霊的

価値観）を宿した存在と考えられています。神の目的（価値観）とは、『全てを愛する（＝

許す、受け入れる）事が善』であると考えます。人は『愛することは善』という霊的価値観

を宿した存在であり、霊的価値観を生きるところに幸せがあるべきです。 
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しかし『慎み深いことが善・図々しいことが悪』『勉強できることが善・勉強できないこと

が悪』『器量がよいことが善・器量が悪いことが悪』など霊的価値観に沿わない、悪（否

定）のある価値観（この世的価値観という）を山ほどもち、それを信じる事で、わがままな

人、頭の悪い人、不細工な人を愛せなくなってしまいます。それは全てを愛するという魂の

目指す方向と異なるため、生き生きと輝けず、魂が曇ってしまうことになるのです。 

 

■心 

魂が病気になると（魂に善悪のあるこの世的価値観が感染すると）、善を目指す意志の流れ

が生じる一方で、その意志の流れを堰き止める悪（障害）が生じます。そして、堰き止めら

れた意志は、凝集して渦を形成します。この渦（凝集した意志）が感情（悲しみ・恐れ・怒

りなど）で、心です。 

このように感情とは、思い通りにならない状況で、意志が凝集した強い思い（強い願い）で

す。そしてこれが欲の正体で、思い通りにならないストレスであり、苦しみの正体です。 

同時に、障害を排除し思い通りにしようとする原動力でもあります。急性の感情を抑圧する

ことで、未解決な感情＝未解決な欲となって潜在意識に沈みます。これがインナーチャイル

ドです。その後は、同じような出来事でインナーチャイルドが触発され、急性の感情を生じ

させます。潜在意識には膨大な抑圧された感情が沈んでいます。そしてそれが心というもの

を形成しています。 

 

■体 

たとえば、「悪い子」「かわいくない」「馬鹿」と言われることで、悲しみ、恐れ、怒りと

いう感情が生じます。感情が生じるとき、体は、ストレス状態（思い通りにしたいのに思い

通りにならない状態）にあり、思い通りにしようと、アドレナリンが出て、交感神経優位の

状態になり、血液の流れが停滞し、活性酸素が大量に発生し、遺伝子を傷つけ、過酸化脂質

という老化物質を作り出します。 

しかし、親が「泣くな」「逃げるな」「怒るな」などと感情を出すことを禁止すると、感情

を出すことを我慢します。 

その結果、慢性的な交感神経優位の状態が続き、老廃物が蓄積します。ある一定以上老廃物

が蓄積すると、自己治癒力が働いて熱・下痢・皮膚発疹などが出ます。あるいは自然の力を

借りて、浄化が起こります。それが感染症です。しかし、この浄化のための排泄症状を抑圧

してしまったら、浄化の機会は失われ、老廃物、異物は体内に留まり続け、臓器や組織の機

能が正常に機能しなくなってきます。これが体の慢性病です。 

 

このように、魂がこの世的価値観に感染し病気になると、やがて感情という心の病気が発症

し、感情を抑圧することで、やがて体の病気が発症するという構図があります。 
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■ 魂・心・体の急性病・慢性病の関係 

 
 

ですから、体が病気だからと言って、体の病気治療だけしていても対症療法でしかありませ

ん。もちろん、ホメオパシーは体だけでなく心も同時に癒す療法ですが、心の治療にホメオ

パシーだけでは限界があります。心と魂を癒すインナーチャイルド癒しが大事です。意図的

に自分の感情を感じ、なぜこのような感情が生じるのかを自分に問いかける必要があるので

す。 

私は、ハーネマンの教えを基本にした、魂・心・体を三位一体で治療するホメオパシーの三

次元処方に、現代人に合わせてハーネマンを越えて行くために、心の苦しみを楽にするため

のインナーチャイルド癒しを取り入れ、大元の考え方を自然にするために（魂を癒すため

に）、信仰心の向上や否定しない考え方の指導、そして、不自然なものを体に入れないため

に、食事や環境の指導も含めたものを加え、ZEN ホメオパシーを完成させました。 

 

■ZEN ホメオパシーとは？ 

このように病気というものは、魂・心・体の各レベルで存在し、体の病気は魂と心の病気か

ら生じることが多く、魂・心・体を三位一体で治療する必要があります。ZEN ホメオパシー

とは、魂・心・体を三位一体で治療するホメオパシーの三次元治療（ZEN メソッド）に、ホ

メオパシー以外の三次元治療を加えた治療法です。 

 

■ホメオパシーの三次元治療（ZEN メソッド）とは？ 

 

●魂の治療…病原体を天文学的に薄めて叩いて活性化したレメディー（ノゾーズ）を使う。

病原体とこの世的価値観とインナーチャイルドは密接に関係しています。 

 

●心の治療…全体症状から導かれるメインレメディー（ストレスレメディー）による治療。

植物や動物のレメディーを使う事が多いです。 

 

●体の治療…マザーチンクチャーにティッシュソルトや臓器適合レメディーを加えた臓器サ

ポート。あるいは、医原病・食原病・環境病のトートパシーレメディーによる解毒治療のレ

メディーを使います。 

 

■ホメオパシー以外の三次元治療 
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●魂の治療…インナーチャイルド癒しによるこの世的価値観の解放。霊性学。信仰心。 

 

●心の治療…インナーチャイルド癒しによる抑圧した感情の解放。 

例えば、今の上司に対する怒りは小さい頃に我慢した父親への怒り（インナーチャイルド）

であると認識し、あのときは怒りたかったよね、と言ってインナーチャイルド共感し、怒っ

てもいいよと言い、インナーチャイルドが父親に怒りをぶつけるイメージをして感情の解放

をしてあげます。この抑圧した怒りを解放しない限り、同種の出来事で急性の怒りは生じ続

けます。 

自分を大事にするという事は、このように過去の抑圧した感情を思い出し、その願いを聞い

て叶えてあげることです。怒りの奥には、恐れや悲しみがあり、最終的には親から駄目出し

された駄目な自分を許すことで、この世的価値観を解放していくことができます。 
*インナーチャイルド癒しの詳細は、新刊『インナーチャイルドの理論と癒しの実践』3やＤＶＤをご覧くださ

い。 

 

●体の治療…不自然なものを体に入れない生活指導。ハーブ療法、食事療法（自然農の野

菜） 

このように、ホメオパシーの技術にインナーチャイルド癒し・霊性の向上、食を含めての治

療が ZEN ホメオパシーです。ホメオパシーの ZEN メソッドだけでも治癒率は飛躍的に向上し

ますが、これにインナーチャイルド癒し、霊性向上を組み合わせることで治癒率がさらに格

段に上がります。ZEN ホメオパシーは、難病にも目覚ましい治癒効果を発揮しています。 

 

 

【症例】 

 

37 歳男性 

 

主訴：網膜色素変性症（視野 5～10度 夜盲、太陽がまぶしい、チカチカする） 

 

網膜色素変性症（ICD-11コード：H00527）は、進行性の病気で、難治の為、現代医学では根

本治療は無いと言われています。 

 

このクライアントの 4歳上の姉も同じ病気を患っています。 

科学的に言えば、遺伝的な問題が疑われますが、霊的にはカルマが疑われます。 

実際、彼の 10 代前の先祖の方が、お金を取り立て、搾取し、人々を苦しめたカルマが、こ

の男性、その姉に来て、目の病気になっていました。 
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仏教には、広目天という仏様がいます。なんでもみる事が出来る目を持っています。 

この広目天が彼をサポートしてくれるということでした。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

相談会：2018 年 2 月 9 日 

 

[由井先生]  あなたはこういう風に視野狭窄しているの？ 

どういう風に狭窄しているの？ 

[クライアント] もう両方ですね。中心に向かって視野狭窄が、先生のお顔だけ 

見える感じですね。 

[由井先生]  今日は、太陽が照っているから眩しいでしょう。 

[クライアント] そうですね。まぶしいと霧がかかったような感じ。白いまぶしい 

感じで。 

[由井先生]  スノボーの時にあなたは怪我をしたじゃない。その時は後頭部を 

打ったじゃない？ 

[クライアント] 打ちました。後頭部からジャンプをしまして、そのままたぶん上で 

気を失ってそれから頭からドボンといったんだと思うのです。 

[由井先生]  明らかに見えにくいなと思ったのは何歳ぐらいの時？ 

[クライアント] 感じだしたのは中学校 2年生、14歳で。 

その時は暗いところでみんな平気で下足を入れたりしているんです 

けれど、僕だけどうやって見えるのだろう、こんなので見えている 

のかなと思ったのが始まりでした。 

[由井先生]  お母さんがこういうふうに出ていったりしたじゃない。   

さみしくて泣いたりした？泣けていたかね？ 

[クライアント] その時は全然泣けなくて。 

押し殺して見ないようにしていた。その現実と向き合わなかったと 

いいますか、忘れようと努力していました。 

[由井先生]  泣かなかったことが目に迷惑をかけたというのはそうだよね。 

[クライアント] そうですね。じいちゃん、ばあちゃん、父親の方は早くに亡く 

なっていまして、生活はほとんど姉と夜過ごしていたのです。 
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父親が夜のタクシーの運転だったので。 

[由井先生]  それもさみしくて恐ろしかったよね。不安だったよね。 

[クライアント] そうだと思います。 

[由井先生]  そう言うことをしゃべれる人がいたかどうかなんだ。いたかね？ 

[クライアント] いや、いないです。 

[由井先生]  そこがすごく大事なポイントだな。その頃はまだ見えていたはず 

なので。 

[クライアント] そうですね。 

[由井先生]  お母さんがやっぱり出ていったことがすごく辛かったんだね。 

子供だからね。その時の気持ちを思い出して本当に辛かったね、 

よう頑張ったなと褒めて労わってあげないと。 

[クライアント] はい 

[由井先生]  家族であなたと同じような病気になった人はいないかね？ 

[クライアント] うちの姉が同じ病気です。 

[由井先生]  だんだん目が見えなくなってきた理由ですけれど、母方 10 代前の 

女性の先祖様がいらっしゃって誰も受け取らなかったんだな。 

10 代前のカルマです。それをあなたとお姉さんが受け取ったみたい 

ね。差が大きすぎる。またもう一つの原因は、今のあなたの霊格と 

神様が求めている霊格が差が大きすぎるからこの病気になったとも 

言えるのですよ。 

霊性の不一致があるとなかなか治っていかないので、努力するのは 

カルマの解消だよね。もう一つが求められている霊格に上がるために 

やらなければいけない般若心経と祝詞がある。カルマをきれいにして 

自分の霊性を上げて、レメディがやっと効くようになるから。 

今の状態でも受け入れて幸せに生きるにはどうしたらいいかという 

事を考えること。今の状態で OK です、今の状態で私は頑張っていき 

ますという覚悟がいるんだよな。 

[クライアント] ありがとうございました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

もちろん、目が見えたいと思っているんでしょうけど、お酒を多く飲むことを止め、自分の

生活を正す、そしてこの病気が嫌だと嫌っているその考え方を正さない限りは、ホメオパシ

ーで治すことはできません。何故なら、病気は、神様がくれたものだからです。 

またこの方の場合は、お母さんが家を出て行った時に泣く必要があったのです。それをぐっ

とこらえて泣かなかったんです。それとカルマと相まって、このような病気になっていま

す。 

 

ホメオパシーのレパトライゼーションをしました。私は、ボーニンハウゼンのレパトリー

（THE BÖNNINGHAUSEN REPERTORY (TBR)）4を使用しています。このようなルーブリックが出

ると思います。 
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レパトライゼーションの結果 

 

 
Calc-carb がトップに出てきます。 

そして、このように処方しました。 
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臓器サポートは、肝臓にしています。カーディアナス・マリアナスがメインに入っていま

す。目と肝臓は双子の臓器です。φ+RXS を使い臓器をダイレクトに治して行きます。 

朝、Calc-carb LM1。昼は、Lyssin。この方は、犬に激しく噛まれています。そして犬に噛まれ

ると性欲があがりますので、この方に合っています。夜の Conium は、目が見えなくなる事

に対して。 

カルシウムは感謝と関係があります。そして、信仰心と関係があります。 

夜の Conium は、視神経の麻痺に良いですので選びました。 

 

マテリア・メディカ・プーラ 5、慢性病論 2、ファタックのマテリア・メディカ 6には、以下

のプルービング結果が掲載されています。 

 

Calc-carb 

CK22：怖がりで落ち着きがない、まるでこれから不幸が待ち構えているかのよう 

CK23：恐ろしく不安な予感がする、まるで自分や他者に不幸が起こるかのような、どうして

もこの予感を払いのけることができない 

 

Lyssin 

ファタックの MM：異常な性的欲求 

 

Conium 

RA30：視覚の衰弱 

RA31：視界が曇る 

CK150：視覚の衰弱 

CK151：視界が曇る 

 

 

この処方の 2 か月後、5月 11 日、再相談 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2 回目相談会：2018 年 5 月 11 日 

 

 [由井先生]  どうだったかね？レメディーをとって。 

[クライアント] 色々変化がありまして。一番あれなのが 20何年ぶりに夜空の星が 

見えまして。 

[由井先生]  よかったね。きれいだっただろ。 

[クライアント] 久しぶりに見たので 

[由井先生]  うれしかっただろう 

[クライアント] うれしかったです。あんなにきれいなのは 20何年ぶりなので。 

[由井先生]  良かった、良かった。ひとえにあなたが般若心経、祝詞もやってくれ 

ているというのもあったからね。神様が味方してくれたね。 

[クライアント] 2月にこちらにお世話になって、最初の 1 ヶ月目ぐらいでまぶしさが 

すごく良くなったのです。 

あと暗闇でもちょっと枕が薄暗くここにあるんだなと言うのがわかり 

まして。それが最初の 1 ヶ月か 1 ヶ月半の時でした。 

[由井先生]  それは、まああなたにとって多少希望にはなったんだね。 

[クライアント] なりました。凄い変化だなと思いました。 

前回こちらの部屋でこちらへのまぶしさで先生のお顔が全然見えなか 

った。でも今は見えるのですよ。 
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[由井先生]  目の筋肉が動くと言うことがわかったので、これを聞いたら。 

目の視神経のところが壊れていないじゃない。麻痺じゃないから 

これはいいやと思って。 

[クライアント] 前回先生に 10 代前のご先祖様の（カルマを）引き継いだとおっしゃ 

   られて、僕的に生まれる前に自分が引き継ぐと言う事を先生に教えて 

   貰いまして、そこからなんかやっぱりプラス思考になれたというか。 

[由井先生]  そう。だいたい霊的な事を私が言うのは、あなたの姉さんもそうだけ 

   れど視野狭窄になったんだってわからなかったら、希望も何もない 

じゃない。わかったらやる方法があるじゃない。君の先祖のカルマを 

受け取ろうとする優しい魂、お姉さんの魂はえらかったよね。 

[クライアント] ありがとうございます。 

[由井先生]  それを自分がやる気で来たなとそう思えたら、目が悪くとも辛抱でき 

るよね。 

[クライアント] そう思います。 

[由井先生]  自分はえらいと思うだろ。 

[クライアント] はい、思いますし、やり方も今まではわからなかったですし 

[由井先生]  でもわかったものね。 

[クライアント] あと、いろんな事があったのですけれど、便通が最初の 1ヶ月目で 

   2、3 回凄くいいのが出まして、気持ちいいな、すっきりしたなと言う 

   感覚もありました。お経をしている最中に催してきまして、結構すっ 

   きりしたのが出るようになってきました。毎日出るようになりました 

[由井先生]  凄いじゃん。 

現代医学ではね、君の病気は治らないと言われているじゃないです

か。それがこう霊的な事をやっていったら治って行く。レメディー、

インチャ、この 3つを一緒にしてやればこうやって楽になっていくと

いうのはわかったろ。そうですね。 

[クライアント] 続けていきます。 

父親が近所に住んでいるんですが、彼にこう言うことを話すると 

頑張れよみたいな感じて言ってくれて、父も幼い頃に父母を亡くして 

いるものですからずっとお経は唱えている人なのです。 

[由井先生]  素晴らしい。この人はね、お母さんから聞いてろくでもない人だと 

思ったかもしれないけれど、実は素晴らしい人なんだよ。長い間父親 

を誤解していたんじゃないの？ 

[クライアント] そうですね。 

[由井先生]  これから和解をしていったらいいよ。近くにいるんだし。 

[クライアント] それが先生、このレメディー、この 2 ヶ月でものすごく仲良くなり 

まして。 

[由井先生]  良かった。 

[クライアント] 父と 2週間、いろんな話しが出来まして。こんなことがあった、こん 

なことがあったと言ったら、それは先祖が守ってくれているんだよと 

[由井先生]  彼はわかっているね。 

[クライアント] 本当に初めてでした。 

[由井先生]  素晴らしい。良かったな。ここで和解できたね。 

君は自分自身で大きなトラウマがあったというのを理解しているかな 

[クライアント] 母親が男性と行った時に残されて、自分の悲しみとか気づかずに来て 

   いたような気がするというか、まあ前回先生がそういう風に教えて 

くださって。インチャ癒しを寝る前にやるようにしています。 
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[由井先生]  涙は出なかったかね？ 

[クライアント] 溢れそうになるんだけれど 

[由井先生]  ぐっと堪えちゃうんだな。 

[クライアント] 凄く色々変化があったので 

[由井先生]  本当だね、よかったね。あなたが頑張ってくれたおかげだわ。 

[クライアント] いや、先生のおかげです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

このようにして家族関係も良くなって行き、この方自身も目が見えるように大分良くなって

きました。 

彼の視野の変化は図にすると以下の通りです。 

 

視界の変化 

 
       相談会前                    相談会後 

 

強迫観念、パニック症も減り、外反母趾の痛みがなくなったそうです。お酒は 1/5 に減りま

した。 

 

【考察】 

ハーネマンは、慢性病論の中で「患者はあらゆる受難と運命に対して自分ではどうする事も

できず、変える力がなかった。あらゆる受難と運命に耐えられるくらいに哲学、宗教、自制

心を持ち合わせず、心の苦しみと怒りのもとにいる慢性病患者には、レメディーは何の成果

も達成できない。治療家は慢性病の治療を断念して患者を運命に委ねた方が良い」と言って

います。 

つまり、「苦難を乗り越える心を養うための、心の教育」が必要だという事です。 

この部分では、ZEN ホメオパシーの一部、インナーチャイルド癒しが大きな役割を果たしま

す。 

小さい頃に抑圧した感情が出てきたならば、その時の感情に対して、自分で優しく慰め「あ

の時は辛かったね」と自分が自分に言ってあげる事です。 

また、体の環境の改善として、飲酒を減らし、食事をオーガニックに変える、という事で

す。 

そして霊性を上げる為に祝詞・般若心経を唱え、霊性を上げるという気持ち、魂があるんだ

という気持ちを教えて行きます。それをして初めてホメオパシーのレメディーとマザーチン

クチャーが効くわけです。 

 

私は、ホメオパシー療法のみでなく、食事や環境の指導にも注力しており、自ら農民とな

り、農業生産法人日本豊受自然農を立ち上げ、人々の健康に寄与すべく「農薬・化学肥料不

使用、Non-GMO、自家採取の自然の種」をモットーとした自然農を行い、その作物を原料と
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した、不自然な人工保存料や人工添加物等は一切加えないレトルト食品、飲み物、お菓子か

ら、化粧品製造に至るまでの六次産業を展開しています。 

私達人類が健康になるためには、何をすべきか。健康な農作物無しには私達は健康になるの

は難しいです。人間も自然の一部ですから、自然を壊さずに、自然と共に生きるというのが

大事だと思います。 

自然に生きるというのはどういうことかというと体が織りなす症状、これをそのまま受け入

れて、有り難いと思う事だと思います。 

要らないものがあれば吐くし、要らないものがあれば下痢もするし、熱も湿疹もでるので

す。 

症状は病気ではありません。症状は生体の大切な営みです。ですから、病気をありがたく受

け取り、それを出していった暁には、その人は新しく生まれ変わるはずです。だから症状は

ありがたいのです。 

また、難病の背景にはカルマ的な働きや、本人の神仏に対する信仰心の足りなさから来るこ

とも多く、レメデイーと信仰心を高めることで治って行くことが多くあった。もちろんイン

チャの心の欲の解放、信じた価値観の解放もレメディーと一緒にしてやることで多くの難し

い病気が楽になって行きました。 

 

ホメオパシーの恩恵がすべてに降り注がんことを！万物生命、その存在自体に感謝し、命そ

のものを生きられんことを！ 
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