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■「生き急ぐ感覚が楽になることで、家族への愛情も芽生え、 

頭痛が軽減したケース」 
日本ホメオパシーセンター名古屋金山  

JPHMA 認定ホメオパス No.0985  

ZEN メソッド修得認定 No.0395  

JPHF 認定インナーチャイルドセラピスト No.0099 

白木慈（しらき めぐみ） 

 

【クライアント】 女性 ３７歳 

 

【症状】 

・生き急ぐ感覚（自分には時間が残されていない。誰にも邪魔されたくない） 

・頭痛：三人目を出産後、女手が無かったのもあって、無理をした。 

ゆっくりしていなかった。目を使ったり、冷房で頭痛になる。 

また天候の変化、特に雨が降るときに悪化する。 

・クマ：高校生くらいから。三人目を出産後から、更に酷くなる。貧血も子どものころから。 

最近の血液検査（健診）で貧血（鉄分欠乏）との結果がでた。 

月に１回鍼灸に通っている。５年前にも貧血のことでホメオパスにかかる。 

 

【タイムライン】 

妊娠前：母、２回中絶してから結婚し、兄を出産。 

出産時：促進剤使用で出産。 

出生体重 2800g 栄養：ミルク 

３才 喘息。薬（気管支拡張剤） 

７才 中耳炎、外耳炎、数回。プールは耳栓をして入る。 

アトピー性皮膚炎、関節。汗、温まると痒い。 

１３～１５才 

 アトピー性皮膚炎。頭皮にたくさん出来る。かさぶた。血が出る。 

部活動のストレス。ステロイドを使う。 

初めて、喘息（３才～）の薬をやめたら走れるようになった。 

それ以降、薬を飲まなくなり、喘息も出なくなった。 

２２～２５才 

社会人。アトピー性皮膚炎の症状が頭皮にたくさん出る。（ストレス） 

ステロイドを使う。 

２６才 結婚。アトピー性皮膚炎が治まる。 

２７才 長男出産。帝王切開（全身麻酔）傷跡ケロイド → 次の出産のときまでうずく。 
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長男：アトピー様の症状が１才まで続く。蕁麻疹、卵アレルギーが少しある。 

３０才 次男出産。経腟分娩。会陰を縫合。痛み止め薬を飲む。 

次男：喘息 

３２才 出産。経腟分娩。会陰を縫合。痛み止め薬をたくさん飲む。 

頭痛が出始める。失禁がある。 

３７才 現在。 

出産するたびに、自分のアレルギー症状はなくなり、代わりに子どもに症状が出た。 

 

【体質・外見】 

小柄 色白 目の色素うすい 年中日焼け予防（帽子やサングラス、UV カット） 

雨が続いたり季節の変わり目にすこし喘息気味になる。 

子どものころはアレルギーマーチで毎日薬を飲んでいた。 

 

【性格】 

自分の好きな事、やりたい事だけやっていた。できないことは何もないと思っていた。生き急い

でいた。しかし、今は他人のことを考えるようになった。むしろ、他人のことが分かりすぎて、

メッセージを感じやすくなった。母としての仕事はとりあえず終わった気分。もっともっと自由

になりたい。もう子ども達勝手に生きてくれ、と思っている。今も生き急いでいる。 

 

【ショック】 

父の愛人の腹の立つ言動。 

中学～高校まで好きだった人が悪の道へ走った事（信じている人に裏切られた） 

 

【家族の病歴】 

母：白血病（成人Ｔ細胞型ウイルス）、狭心症、扁桃腺炎、鼻炎 死亡 

父：高血圧  父父：癌  本人の兄：蕁麻疹 

 

【予防接種・薬歴】 

ＢＣＧ（膿が溜まり酷くなった。３才のとき２回目を打った）  

インフルエンザ（小学校のとき毎年） 

気管支拡張剤、ステロイド剤 

 

【１回目 2016/11/09】 

随時：φサポート腎臓 +Adren.30C +Mag-c.6C 

朝 ： Caust. LM1 

昼 ： Bac. LM2 

夜 ： Nux-v. LM3 
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※Adren./アドレナリン、Mag-c./炭酸マグネシウム、Caust./水酸化カリウム、 

Bac./人の肺結核、Nux-v./マチンシ 

 

 

【選択の根拠】 

秋から冬の季節の変わり目。後頭部に強い頭痛。吐き気を伴う。貧血もひどい。咳も出始め、喘

息発作が起きそう 

【TBR】：TBR（The Bonnighausen repertoryの略）を使って検索 

 

 

φサポート腎臓 血の濁り。呼吸が浅いとのことから、腎臓から来る肺疾患に。 

他人のことが分かりすぎて、感じやすく疲れることから。 

Adren.+Mag-c.  アンテナの張り過ぎに。 

Caust. TBRのレパートライズで鉱物№１．疲労困憊のレメディ。薬を多くとった人。 

頭痛、尿失禁に合う。 

Bac.     激しく咳き込み、喘息様の発作が起きそう。 

結核マヤズムが活発化しているため。 
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Nux-v. 上記のとおりＴＢＲトップであり、疲労困憊になってまでも、仕事に家事に手を

緩めないため。母が休んでいるのを見たことがないので、自分も休めない。 

 

★喘息様の激しい咳き込みに Mag-p.（リン酸マグネシウム）Carb-v.（植物炭）をキットから 

とるように指示。 

 

【経過】 

頭痛なくなる（改善）。喘息様の症状なくなる →改善 

目の内側に赤みが出て来た →貧血少し改善 

月経始まる前に体調崩れた。 

めまい、吐き気、頭痛。めまい中冷や汗、体は熱く、頭から寒くなる。 

以前も同様のことがあり、人中で悪化。 

（次男産後入院中のシャワー時、長男額の縫合中、お客さんの手術の話し中、会議中） 

職場が変わり話す人が欲しい。 

反面、家では一人にさせて欲しい。 

罪悪感がある。禁欲生活をしていると感じる。 

 

 

【２回目 2016.12.18】 

 

随時： φサポート肝臓 +Caust.6C +Adren.12X +Rhus-t.6C +Thym-gl. 30C 

朝 ： Sulph. LM2 

昼 ： Carc. LM3 

夜 ： Puls. LM4 

FEヤブツバキ 

 

※Rhus-t./アメリカツタウルシ、Thym-gl./胸腺、Sulph./硫黄, Carc./乳がん、 

Puls./セイヨウオキナグサ 
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【選択の根拠】 

めまい、寒気、人中で悪化から、それに伴う後頭部の頭痛。 

 

 

φサポート肝臓 アルコールを摂取しても赤くならず、蒼白になり動悸がする 

Caust.  １回目の続き。疲労困憊に。 

Adren.  仕事モードから切り替えができない。 

Rhus-t.  ＴＢＲ４番目 

Thym-gl. 疲労困憊で温かな家庭が築けない。愛情はもう出ない。 

Sulph.  ＴＢＲ№１愛情をもらっていないと感じる。自分が自分を愛するように。 

Carc.  血液のサポートとして。 

Puls.  ＴＢＲ№２「おかあさーーーん！」と叫ぶことができたらいい。 

一人でもきちんとやれるんだ、と気を張っている。気を緩められない。 

FE ヤブツバキ 母性を家族のみならず、自分自身へ向けられるよう選択した。 
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【経過】 

月経前のめまい、吐き気、頭痛 →改善。 

少し気分が緩んできて、自分自身のことを楽しめるようになってきた。 

家族にも気が向くようになった。 

生き急いでいる感じがなくなって、日常に目が向くようなった。 

右耳の聴こえが悪い。薄い膜で塞がれている感じ。 

頭痛も右側重い感じ。スマートフォンでメールしているなど目の酷使で悪化。 

 

【３回目 2017.03.01】 

 

随時： φサポート耳 +Magn-arc. 6C +K-LED-C 6C +Iod. 6C +Meny. 6C 

朝 ： Sil. LM3 

昼 ： Pineal. 30C +Pitu-gl. 30C +Thyr-gl. 30C 

夜 ： Lyc. LM5 

  

※Magn-arct./磁石のＮ極、Iod./ヨウ素、Meny./ミツガシワ、Sil./二酸化珪素、 

Pineal./松果体、Pitu-gl./脳下垂体、Lyc./ヒカゲノカズラ 

 

【選択の根拠】 

耳の症状がはっきりでた。それに付随する頭痛。 
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φサポート耳 耳の急激な症状の吹き出し。Returning of Old symptom 

Magn-arc. （RA89）右耳が膜で塞がれるよう。一種の難聴。 

K-LED-C  スマートフォンで目を酷使。 

Iod.   なかなか改善しない疲労感に。 

Meny.   耳の閉そく感。 

(RA134) 耳は詰まっており、まるで何かが耳の入り口を塞いでいるかのよう 

Sil.   ＴＢＲ№１ 

Pineal+Pitu-gl+Thyr-gl 疲労困憊に。ホルモン伝達を刺激する目的。 

Lyc.   ＴＢＲ№２ 

 

【経過】 

耳の症状は時々出るが軽減。頭痛も時々出るが軽減。月経前の不調はなくなった。 

家族の世話で忙しいから自分の時間は持てないという意識がなくなった。 

自分は自由にしていいと許せるようになった。 

 

【考察】 

生き急いでいた。自分には時間が残されていない。 

だれにも邪魔されたくないと思っていたその感じがなくなった。 

母の死を受けて、自分はいつ死んでもおかしくない、と思っていたことに気づいた。 

常に切迫した感じであったが、ゆったり過ごせるようになった。 

子ども達にも愛情を持って接するようになった。 

信用できる人には弱音を言えるようになり、生きるのが楽になったとの感想。 

 

今後はインナーチャイルドにも着目し、クライアントがご自身らしく生活できるよう 

サポートしていきたい。 

 

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］ 

 


