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■鍼灸とホメオパシーの併用によって、子宮頸がんワクチン接種以

来の体調不良から解放されたケース 
 

日本ホメオパシーセンター仙台錦ヶ丘 
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橋本 孝子（はしもと こうこ） 

 
 

初めに、様々な療法にはそれぞれの得意分野があると思います。私が分類する鍼灸とホメオパシ

ーでは重複しているところを除いて下記のようになっており、どちらにも共通していることは、

病気は急性病と慢性病に分かれていて病名にはあまりこだわらないところです。 

私の治療院は鍼灸を前面に出しているので、初めからホメオパシーの健康相談で来られる方は多

くありません。しかしクライアントさんの状態を見て、必要に応じてホメオパシーのお話をしま

す。私は今まで鍼灸とホメオパシーを併用することでなかなか改善の見られなかった症状が大き

く改善してゆく姿を数多く見てきています。 

 

 
 

【クライアント】 １９才 女性 

 

【主訴】 

① 極度の疲労感（３０分も歩けない）・めまい、吐き気（迷走神経反射） 

② 喉の違和感（ヒステリー球） 

③ 胸やけ（逆流性食道炎） 

④ 体中の凝り、痛み 

⑤ 鼻症状（鼻閉、鼻水） 

⑥ 手足の冷え 

⑦ 下痢、便秘（過敏性腸症候群） 
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【タイムライン状況】 

幼少期    ５ヶ月～４才までに予防接種はほぼ全部接種 

～１７才  インフルエンザのワクチン接種（２～３年に１回） 

  顔、手の湿疹にステロイド軟膏を常用 

 １２才   子宮頸がんワクチン接種直後、病院で失神   

       （その直後から急に血圧が下がりフラフラする症状が頻繁に出るようになった） 

 １４才   左膝蓋骨脱臼 

 １６才   左膝蓋骨脱臼 

 １８才    左傍卵巣嚢腫手術（３月） 

(2017 年） （全身麻酔にて手術、この後から主訴にある極度の疲労感、喉の違和感、繰り返す

便秘、下痢、胸やけ、吐き気、頭痛、めまい、全身の痛みなどで眠ることも出来

なくなる症状が始まった） 

１８才      ４月から大学入学で上京 

（一人暮らしをしながら大学に通おうにも体調が非常に悪く学校に行けない。 

この間、内科胃腸科、婦人科、漢方専門心療内科、大学病院総合診療科、 

統合医療内科等々１２箇所の病院にかかるも主な病名は、過敏性腸症候群、 

逆流性食道炎、迷走神経反射、パニック障害等で出された薬を飲むも改善がみら

れなかった。） 

６月１日から大学を休学し６月２９日に当院を受診、鍼灸施術を開始 

 

 １９才      １月１３日からホメオパシー健康相談を開始 

(2018 年) 

 

【ホメオパシー健康相談に至るまでの経過】 

２０１７年６月、初めて当院を受診されたきっかけは、クライアントが２０１７年３月に左傍

卵巣嚢腫の手術後からの酷い体調不良で１２箇所の病院に通院したが、全く楽にならずどんどん

苦しくなってゆく状態となり、このまま人生が終わってしまうのではないかという不安から、東

洋医学で良くなるかもしれないという期待からだった。 

身の置き場がないくらい全身が痛く苦しく、座って話を聞くのも大変そうだった。クライアン

ト本人とクライアントの母から今までの経緯を聞く中で、私は直ぐにホメオパシーが必要だと感

じ、２回目の来院の時にクライアントの症状に対して考えられる原因と、その対策として「ホメ

オパシー」について説明をした。 

東洋医学での改善を期待していた親子にとって私が発したホメオパシーという言葉は初めて聞

く言葉で、自宅に帰ってからインターネットでホメオパシーを調べてみたところ不安になるよう

な記事ばかりが目に入り、それ以降ホメオパシーに関しては頑なに拒絶をされてしまった。 

 

７月に入り「一般の病院ではなかなか改善しない症状に極力薬を使わないで治療する。」と評判
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の関西にある病院を見つけ、やっとの思いで受診（血液検査を含む）をした。病院としては１３

件目となる。 

８月に入り病院での血液検査の結果からクライアントの病名は今までの病院とは全く違う病名の

リーキーガット症候群、・副腎疲労と診断された。 

対策としては、ホルモン剤の服用とキレーション療法による水銀の排出、腸の改善とミネラル

補充の為のサプリメントを摂ることを薦められた。 

そして次回からの病院とのやりとりは月に２回医師にスカイプで１５分間の間に経過報告しそ

れに対する指示を受けるということになった。 

早速病院から出されたホルモン剤を飲んだところ、直ぐに顔が火照る、だるさが増す等と体調

が悪くなったので病院に連絡をしたところ、ホルモン剤を少し続けるようにと言われた。しかし

今までの病院の薬での体調不良の件もあり、病院から提案されたホルモン剤、キレーション療法

については家族で話し合った結果、どちらも受けないという選択をした。 

この時点で私が６月の２回目の施術の時、関西の病院と同じような症状の説明をし、その症状

に薬ではないホメオパシーによって対策をする話をしていたことが気になり始めてきたようだっ

た。 

鍼灸施術をした数日は体が楽になるが、日が経つとまた全身が苦しくなってくる状態だった 

ので、施術のない日はセルフケアとしてお灸を薦めたところ、日々のお灸で体が少しずつ楽にな

る事が分かりクライアントの母は昼夜を問わず熱心にお灸を続けてくれた。 

 

 

ホメオパシーに関してはその後も何度か薦めるもまだ納得して頂けず。 

しかし、クライアントの鍼灸施術も１４回目となる９月末頃、クライアントの母が３月から 

続く娘の看病疲れから体調を崩し不眠症状に悩むようになり、鍼灸とホメオパシーを試すことに

なった。 

その結果、とても心配していたホメオパシーの好転反応も感じることなく不眠症状も解消して

ゆき、ホメオパシーに対しての疑念が徐々に晴れ、クライアントの母とクライアントは少しずつ

セルフケアのレメディを試すようになっていった。 

 

そして、１９才（2018 年） １月１３日ホメオパシー健康相談会を開始 
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左記は２０１７年６月２９日に鍼灸施術を 

始めた当初と、２０１８年の１月のホメオパシー  

健康相談を始める前の症状の変化。 

鍼灸施術でかなり改善はしてきているが、まだ 

改善しきれなかった症状に対してホメオパシー   

の健康相談でアプローチをした。 

 

 

 

 

【ホメオパシー健康相談、経過】 

●１回目（2018/1/13）ＴＢＲ 

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

1:2173 基調 - 胃の不調から                                                 

2: 779 全般 - 不安                                           

3: 818 全般 – 落ち着かない睡眠                                              

4:1295 全般 – 締め付けられるような痛み                                     

5: 689 系統 – 冷たさの感覚（内側部分）                                              

6: 420 系統 – 便の硬さから  

 

メインのレメディは

アーセニカム 

（三酸化砒素）  

 

 

 

 

 

 

随時 サポートφ腸内細菌 +Antibiot-C-D 30C +St-C-D 30C+Ana-C-HD 30C +Inf-V-C  

+S-Keiga-V-C 

朝１ アルポ +Carb-an.LM01 

朝２ アルポ +Carc.LM02 

夜  アルポ +Ars.LM03 

※Antibiot-C-D、St-C-D、Ana-C-HD、Inf-V-C、S-Keiga-V-C /薬剤レメディ、Carb-an./獣炭、 
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 Carc./ノゾーズ、Ars./三酸化ヒ素 

 

【レメディ選択の根拠】 

リーキーガット症候群に対応する様にサポート腸内細菌をベースに、今までとってきた抗生物質、

ステロイド、麻酔薬、インフルエンザワクチン、子宮頸がんワクチンのレメディを選択。 

薬の影響に介入として Carb-an. 

マヤズムは非常に責任感が強く我慢強い人柄に注目して癌マヤズムを選択 

メインは TBRから Ars.を選択 

 

２０１８年２月１２日には、参加が出来るか不安だ

った、とらこ先生の仙台講演にも参加することが出

来た。講演会ではちょうど子宮頸がんワクチン接種

後から体調を崩し、ホメオパシーで回復していった

クライアントさんの映像があり、自分と同じだと共

感し、ホメオパシーの可能性を改めて実感をしてい

た。 

 

 

健康相談から１ヶ月が過ぎ疲労感はいっそう楽になっていき、友人と短時間だが外出できたり、

プールで６００メートルも泳いだりできるようになった。食材によっては吐いたり下痢をしたり

するが、以前は全くなかった食欲も出てきて食べものが美味しいと感じるようになってきた。 

また気持ちも前向きになってきて深く眠れる様になってきた。 

 

●２回目（2018/3/8）ＴＢＲ 

高校２年生の時に出来てきた左顎下腺のしこりと違和感 

 以前に比べたら全然楽だが、筋肉が張ってくる 

 口の周りの発疹 

 気持ちがソワソワして落ち着かない 

 

 

1: 226 部位 - 首の腺（および顎下腺；リンパおよび唾液腺） 

2:1193 全般 – 腺－腫脹－硬い 

3:1127 全般 – 腫脹－浮腫性の－内側部分に 

4:1312 全般 – 筋肉全般－強く張った 

5: 183 部位 – 発疹－口の辺りに 

6:1065 全般 – 肉体的に落ち着きのなさ（動揺、そわそわすること） 
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メインのレメディは 

ラストックス 

（アメリカツタウルシ）  

 

 

 

 

 

随時 サポートφ腸内細菌+Cerv-Can-V 30C +Alum.6C +Lyc.6C+Horm-Progest-HD30C  

+Merc-sol.LM4 

朝１ アルポ +Mag-s.30C 

朝２ アルポ +Carc.LM03 

夜  アルポ +Rhus-t.LM04 +Puls.200C 

 

※Cerv-Can-V、Horm-Progest-HD /薬剤レメディ、Alum./酸化アルミニウム、Lyc./ヒカゲノカズ

ラ、Merc-sol./ハーネマンの溶解水銀、Mag-s./硫酸マグネシウム、Rhus-t./アメリカツタウルシ、

Puls./セイヨウオキナグサ 

 

 

【レメディ選択の根拠】 

腸内環境を整えるため、今までとってきた子宮頸がんワクチンのレメディ、薬剤のレメディ、重

金属のアルミ、水銀のレメディを選択 

長年の便秘薬の影響も考え Mag-s.を選択 

マヤズムはそのまま癌マヤズムを継続 

メインは TBRから Rhus-t. に加えて体が元気になってきたことで、一生懸命に世話をしてくれて

いる母に対して反抗心も出てきた。母は少しがっかりしていたので母子ともに Puls.を選択 

 

【結果】 

２０１１年１２月の子宮頸がんワクチン接種後からの体調不良と２０１７年３月の手術を機に車

いす生活になる位の多くの不快症状から立ち直り２０１８年４月に大学に復学することが出来た。 

まだ完全な状態ではないので、その後メールや電話でのフォローと長期休みの際には鍼灸での体

の調整と健康相談を継続している。 

 

 

【考察】 
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２０１７年６月、当院に来院から２０１８年３月末日までの９ヶ月間の間に鍼灸施術３１回とホ

メオパシー健康相談２回、クライアントの母の日々の献身的なフォローによって極度の疲労感、

体の痛みの緩和、自律神経の調整と臓器サポートが出来、体力の底上げがされました。その状態

に、鍼灸では対応の難しい薬の影響等に対して、２０１８年１月からホメオパシーがピンポイン

トで作用し極短期間での改善に繋がったと考えます。これは鍼灸で事前に身体を整えていたこと

が著効したと考えます。 

また、鍼灸やホメオパシーを否定しない病院でのフォローがあったことは心強かったです。ホメ

オパシーと他療法との併用の可能性については、それぞれの療法の得意分野で補完し合うことで

早期にクライアントの身体的苦痛を緩和出来れば、クライアント自らも治ろうとする力がアップ

し、家族、術者の心身共の負担の軽減にもなります。 

その結果、治癒を早めることが出来ると、多くのクライアントさんをみてきて私は確信をしてい

ます。 

 

 

カテゴリー：［薬剤等からの影響］［他の療法への応用］ 


