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■クレチン症が改善したケース 

日本ホメオパシーセンター石狩当別 

JPHMA 認定ホメオパス No.0853 

ZEN メソッド修得認定 No.000203 

JPHF インナーチャイルドセラピスト No.0031 

片山里美（かたやま さとみ） 

 

【主 訴】    

３歳 男児  

クレチン症（先天性甲状腺機能低下症） 

 

【タイムライン】 

出生後の血液検査で甲状腺刺激ホルモン値（以下 TSH 値）が基準値(0.34～4.04）より高く、クレ

チン症と診断される。チラーヂン Sの服薬を始める。甲状腺ホルモン T3、T4 は基準値より少し高

い。定期的に血液検査を受けている。甲状腺自体はエコー検査で異常なし。甲状腺の遺伝傾向な

し。発育良好、知的発育良好。2014 年 8月の血液検査で TSH 値 23.90。チラーヂン Sの服薬量 0.40

㎎の時点で健康相談開始。服薬をせずに日常生活を送りたいとのご家族の意向あり。 

 

帝王切開で出生 ワクチン接種（BCG DPT MR おたふく 水疱瘡 インフルエンザ ポリオ 

肺炎球菌）フッ素塗布１０回程 抗生物質の使用頻繁  

 

【経 過】 （主だった回のみ記載しています） 

初回健康相談 2014/12/27 

〇Tne Bonninghausen Repertory にてレメディー検索（以下 TBR 検索 と表記） 

＃227 甲状腺 ＃609 黄色い鼻汁 ＃107 聴覚過敏 ＃353 果物を欲する ＃713 単一部分の発汗 

＃777 緊張 ＃2078 水銀乱用で悪化 

朝）サポートΦ腸 薬の使用による腸への影響に対応 

夜）液体ポーテンシーのコンビネーション 

  ＋Iod. LM1 （ヨウ素）甲状腺の問題に対応 

  ＋Tub. LM2 （結核菌）甲状腺に関わる結核マヤズムのレメディー  

  ＋Lyc. LM3 （ヒカゲノカズラ）TBR 検索結果より選択 

  ＋Pitu-gl. 12c （脳下垂体）甲状腺刺激ホルモンの分泌に関わる 

  ＋Kali-m. 12x （塩化カリウム）黄色い分泌物がある傾向に 

〇経過 ： 神経質さ改善。体重増加でチラーヂン S 服薬量 0.40mg から 0.45mg に増量。  

 

２回目健康相談 2015/3/21 
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〇TBR 検索  

＃227甲状腺 ＃624粘り気のある鼻水 ＃605緑がかった鼻水 ＃713単一部分の発汗＃224うなじ

朝）サポートΦ腸 前回に引続き、腸をサポートするチンクチャーを選択 

夜）MT)Thuj.（ニオイヒバ）予防接種後の老廃物の排泄、また緑色の鼻水に 

  ＋Calc. LM2 （炭酸カルシウム）TBR 検索結果より選択 

  ＋Psor. LM3 （疥癬）老廃物の排泄に対応して 

  ＋Spong. LM4 （焼き海綿）TBR 検索結果より選択  

  ＋Thyr. 6c （豚の甲状腺）カルシウムのバランスからくる骨の弱さに 

  ＋Hypoth. 9c （視床下部）ホルモン分泌のバランスに対して 

〇経過 : 鼻水、痰咳、黄色鼻水多量、2年ぶりに発熱 39.4℃、発汗、背から足にかけて赤疹、       

        涙もろく感情の起伏激しい、爪のもろさ改善。TSH 値が 20.95 から 7.57 に下がった。  

 

３回目 2015/7/4 ～５回目 2015/11/7 

痰咳、粘性鼻水、鼻血、口内炎、口角炎、爪周囲炎など諸症状が現われる。11月採血の結果、TSH7.08 

チラーヂン S 服薬量 0.45mg を継続。  

 

６回目健康相談 2015/12/26 

〇TBR 検索  

＃227 甲状腺 #270指先 ＃271爪 ＃1586爪周囲炎 ＃1011内部の炎症 ＃1644膿を排出する潰瘍  

朝)サポートΦ骨 カルシウムの代謝をサポートするチンクチャーをベースに選択 

  ＋Sulph. LM7 （硫黄）疥癬マヤズムに対応して 

  ＋Psor. LM8 皮膚からの排泄を促すマヤズムのレメディー 

  ＋Bell. LM9 （セイヨウハシリドコロ）TBR 検索結果より選択 

  ＋Merc-sol. LM9 （ハーネマンの溶解水銀）膿の排泄に対して 

  ＋Phos. LM7 （燐）甲状腺に対応して 

夜）MT)Thuj.とワクチンとマヤズムのコンビネーション 老廃物の排泄に対応して 

  ＋Ana-C-HD30c 帝王切開の麻酔から作られたレメディーで対応 

  ＋Geza-C-D30c 妊娠中使用の下剤から作られたレメディーで対応 

  ＋Horm-Thyradi-D6c 甲状腺ホルモン剤から作られたレメディーで対応 

  ＋Ferr-p.12x （燐酸鉄）妊娠中の貧血に対応して 

〇経過 : 爪周囲炎改善、インフルエンザ罹患 39℃、大量鼻出血、膝関節痛。  

 

７回目 2016/03/31 ～ 13 回目 2017/6/16  

〇経過  

2016 年 1 月より大学病院から統合医療の個人病院に転院し、３か月毎に１%ずつ薬を減量する治

療計画となる。薬を止めるために病院を変えることについて、看護師として長く勤務されている

お母さまの気持ちを方向転換するまでに時間を要した。３月からチラーヂン S 服薬量 0.40mg に
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減量。その後、38℃以上の発熱や有痛性の下痢、口内炎、口角炎、痰咳、膝関節痛、等諸症状が

現われる。諸症状は、適応レメディーの経過とともに改善。 

お母さまのインナーチャイルドが背景にあることで、お子さんの緊張やこだわり、嫉妬がつよい

一面があることが示唆される。FEオオシマザクラを併せて選択。その後、頭痛とともに「自分は

愛されていないんだ」と大泣きし、感情の排泄あり。より主訴に焦点を充ててレメディーを選択。  

 

１４回目 2017/9/30         

〇TBR 検索 ＃227 甲状腺 ＃283膝関節 ＃1849患部を曲げることで悪化  

朝）サポートΦ骨 カルシウムの代謝をサポートするチンクチャーをベースに選択 

   +Calc-p. 6C（燐酸カルシウム）Merc-sol.を補完しながらカルシウムをサポートする 

   +Psor. 6C 自己治癒力を底上げするためのマヤズムレメディー 

   +Merc-sol. 30C TBR 検索結果より選択 

   +Rhod. 30C （シャクナゲ）膝関節痛に対応して 

   +Sycam-s. 9C （アメリカスズカケノキ）脳脊髄液の流れのサポートとして 

夜）液体ポーテンシーのコンビネーション 

   +Parathyr-gl. 30C （副甲状腺）カルシウムの代謝に対して 

   +Thyr-gl. 30C （羊の甲状腺）Parathyr-gl.とともにカルシウムの代謝に対応 

   +Horm-Thyradi-D30C 甲状腺ホルモン剤から作られたレメディー 

   +Lac-d. 30C （脱脂粉乳）粉ミルクで生育した背景に考慮して 

   +Nat-m. 12X （塩化ナトリウム）TBR 検索結果より選択 

〇経過 : ＬＭポーテンシーをＣポーテンシーに変更して、甲状腺のサポートを続ける。39℃発熱 

     5 日間、鼻出血、その後、膝関節痛の回数減る。12月に受診し引続きチラーヂン S服薬 

         量 0.40mg 。 

 

１５回目 2018/1/13 

〇TBR 検索 ＃227 甲状腺 ＃284膝関節前面 ＃1263関節痛 ＃1274関節の動きが困難  

      ＃2020横になると悪化 ＃778愛したがり ＃1746怒りで悪化  

朝）MT)Borago（ボラーゴ）自律神経のバランスを整え、カルシウムをサポートするチンクチャー 

   +Sulph. LM6 TBR 検索結果より選択  

   +Psor. LM7 前回に引き続きポーテンシーを変えて対応 

  +Bell. LM8 TBR 検索結果より選択 

   +Form-ac.（蟻酸） 6C 膝関節の痛みに潤滑油となる蟻酸のレメディー 

   +Calc-p. 9X 膝関節の痛みにミネラルのサポ―トとして 

夜）液体ポーテンシーのコンビネーション 

  +Parathy-gl. 12X 引続きポーテンシーを変えて選択 

   +Thyr-gl. 12X 引続きポーテンシーを変えて選択 

   +Horm-Thyadi-D 6C引続きポーテンシーを変えて選択 
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   +Lyc. 6C TBR 検索結果より選択  

   +Nat-m. 9X 引き続き甲状腺をサポートするミネラルレメディー 

〇経過 :クレチン症改善傾向。チラーヂン S 服薬量 0.20mg に減量。次回の採血で服薬を止めるか 

    担当医とお母さまが検討する予定。 

  

１６回目 2018/04/28 

〇TBR検索 ＃227甲状腺 ＃284膝関節前面 ＃1690 日没から就寝に悪化 ＃2022横たわると好転  

朝）MT)Thuj.とワクチンとマヤズムのコンビネーション ワクチンの影響を考慮して再度選択 

   +Caust. LM7 （水酸化カリウム）TBR 検索結果より選択  

   +Psor. LM8 主訴改善への最終段階のマヤズムとして選択  

   +Con. LM9 （毒ニンジン）TBR 検索結果より選択 

   +Amm-c. 6C （塩化アンモニウム）TBR 検索結果より選択  

   +Calc-p. LM7 引き続き、膝関節の痛みに、ポーテンシーを変えて選択 

夜）液体ポーテンシーのコンビネーション 

  +Parathy-gl. 6Ｃ 引続きポーテンシーを変えて選択 

   +Thyｒ-gl.  6Ｃ 引続きポーテンシーを変えて選択 

   +Horm-Thyadi-D 30C 引続きポーテンシーを変えて選択 

   +Nat-m. 12X 引続きポーテンシーを変えて選択 

〇経過 : ２か月後に受診。チラーヂンＳ（最終服薬量 0.20mg）を止めても甲状腺はじめ身体機 

     能に異常なしと担当医の診断を受ける。健康相談終了。５ヶ月後の検査結果 TSH4.07（基 

     準値 0.34～4.04）現在小学 2 年生。感受性豊かで、活発に学校生活を過ごしている。  

 

【結果と考察】 

 甲状腺自体に異常がなく TSH 値のみ高い、このケースにおいて、予防接種と薬の影響、出生の

トラウマ等に対応することで改善の可能性があることを念頭に、健康相談を開始しました。 

 健康相談各回において、甲状腺に適応するレメディーを一貫して選択、また薬の使用量が多い

ことに対応して、使用した薬から作られたレメディーを併せて選択しました。 

 38℃以上の発熱 4 回、その度に爪の症状や関節痛が徐々に改善、カルシウムの代謝不足が根底

にあることが示唆されました。ミネラルのサポートレメディー、また内分泌レメディーを一貫し

て取入れました。付随症状が改善するにつれ、甲状腺機能を自らの力で維持することに治癒力が

働いたのではと思います。TSH 値が徐々に基準値に近づき、服薬量が減り、結果、薬を使わずに

甲状腺機能を維持できるまでに改善しました。 

 お母さまのインナーチャイルドが並行し、お子さまの症状に向き合うことの奥深さに躊躇われ

る時期もありました。お母さまの決心で病院を変えたこと、また熱心にセルフケアを学ばれたこ

とも大きな一助となりました。治癒の道のりを伴に歩ませて頂いたことに感謝しつつ、今後の健

やかな成長を願います。   

 日頃より惜しみなく愛あるご教授を下さる由井寅子学長に、この場を借りまして、深く感謝申
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し上げます。またいつも温かく見守り真髄のアドバイスを下さる小林由希子ホメオパスに心より

お礼申し上げます。 

 

カテゴリー：［薬剤等からの影響］［子供］ 


