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■日本におけるホメオパシーの可能性 

 ～甲状腺疾患など様々な病気の改善症例～ 
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主訴が甲状腺機能低下（橋本病）である 6 名のクライアントのケース。 

ZEN メソッドにより甲状腺の機能低下（橋本病）が改善したケース（A～F）を取り上げ、

共通する症状と処方の特徴を整理するとともに、各ケースに特有の個別症状の改善について

も言及するなかで、ホメオパシーによる症状改善の可能性についてご報告します。 

 

■甲状腺機能低下（橋本病）が改善した 6 ケース（A~F） 

A さん 59 歳女性 ： 発症は 13 年前 チラージン服用 
B さん 68 歳女性 ： 発症は 10 年前 チラージン服用 

C さん 50 歳女性 ： 発症は 4 年前 チラージン服用 

D さん 49 歳男性 ： 発症は 10 年前 チラージン服用 

E さん 65 歳女性 ： 発症は 15 年前 チラージン服用 

F さん 44 歳女性 ： 発症は 34 年前（9 歳）チラージンを服用するが、短期間で止める 

20 歳から服用を再開し現在に至る（24 年間服用） 

 

■甲状腺機能低下（橋本病）の症状の一般的な特徴 

１．疲れ・だるさ       ４．肥満         ７．便秘        １０．認知症 

２．動悸・心臓         ５．発汗不足     ８．嗄声 
３．血糖異常      ６．浮腫み    ９．白髪・脱毛     

 

■従来の医学療法 

甲状腺ホルモンを経口的に補充する。（生涯に渡り服用を要する） 

低下症の放置は、徐脈・不整脈・動脈硬化・心臓血管疾患を招く。 

 

■各ケースに共通する処方の特徴について 

（１）甲状腺と心臓に注目したレメディー   

１．Tub（結核マヤズム）   ４．Kali-c（肝臓・糖代謝の改善） 

２．Psor（疥癬マヤズム）   ５．Spong（甲状腺と心臓、咳の症状） 

３．Brom（甲状腺の機能低下・嗄声） ６．Iod（甲状腺と心臓） 
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（２）甲状腺と心臓に注目したサポート 

１．サポートφ福島の甲状腺の問題 

２．サポートφ心臓 

 

■6 ケースに共通する改善の特徴 

１．3～4 回までの相談会で、検査数値は基準値内に収まっている。 

２．Tub（結核マヤズム）の投与により症状の改善がスムーズに進んでいる。 

３．付随症状も深刻であったが、次に述べるように同時に改善されている。 

 

 

■各ケースの甲状腺機能検査データの改善比較 
 
＜TSH＞ 
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＜FT3＞ 

 

 

＜FT4＞ 

 

 

 



©Japan Homoeopathic Medical Association(JPHMA) All rights reserved 
4 

■各ケースに特有の個別症状、処方と改善 

A：59 歳女性のケース 

≪個別症状≫ 

・不眠症状 ・不安感 ・太れない 
 
≪処方≫  

Nat-m.（岩塩）： 息子との確執・悲しみ・恐怖に対して 
 
≪改善結果≫ 
・不眠症状 ⇒ 改善 

・不安感  ⇒ 改善 

・太れない ⇒ 体重増加 

 

B：68 歳女性のケース 

≪個別症状≫  

・膝関節の痛み ・糖尿病  ・不眠症状  ・骨粗鬆症 
 

≪処方≫ 

・Calc.（炭酸カルシウム）： 

骨の問題とバナジープロトコルの甲状腺機能低下の示唆レメディー 

・Lyc.（ヒカゲノカズラ）： 

糖尿病における尿の泡立ちとバナジープロトコルの甲状腺機能低下の示唆レメディー 
・Rhus-t.（ツタウルシ）： 

糖尿における多尿・膝の痛み 
 
≪改善結果≫ 

・膝関節の痛み ⇒ 改善 

・糖尿病    ⇒ 改善 血糖値 150 ⇒ 95  (基準値 70～109) 

             HbA1c 8.0 ⇒ 5.0  (基準値 4.6～6.2) 

・不眠症状   ⇒ 改善 

・骨粗鬆症   ⇒ 改善  

 

C：50 歳女性のケース 

≪個別症状≫  

・肥満 
・CPK(筋肉細胞のエネルギー代謝の役割)が異常高値 1,130 u/l（基準値 20～210） 

・中性脂肪 435 mg/dl (基準値 35～140) 

・ALT(GPT) 48 u/l (基準値 5～45) 

・膝の痛み 

・花粉症 
 

≪処方≫ 

・Kali-i.（ヨウ化カリウム） ： 関節痛に対して 

・Ars-i.（ヨウ化ヒ素） ： 花粉症に対して 

・Merc-sol.（水銀）  ： アレルギー、肥満に対して 

・Thuj.（ニオイヒバ）  ： 花粉症に対して 
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≪改善結果≫ 

・肥満  ⇒ 改善 

・CPK(筋肉細胞のエネルギー代謝の役割)が異常高値 
   1,130 u/l ⇒ 271u/l に下がる。（基準値 20 ～ 210） 

・中性脂肪 435 mg/dl ⇒147 mg/dl 下がる。(基準値 35～140) 

・ALT(GPT) 48 u/l ⇒ 29 u/l (基準値 5～45) 

・膝の痛み  ⇒ かなり改善 

・花粉症  ⇒ かなり改善 
 

D：49 歳男性のケース 

≪個別症状≫  

・低血糖 

・鼓脹（ガス腹） 

・アトピー性皮膚炎 

  ステロイド剤（33 年間使用） 
  免疫抑制剤（プルトピック 15 年間使用） 

・喘息（2 歳～15 歳） 

 

≪処方≫ 

・Sulph.（硫黄） ： アトピー性皮膚疾患・痒みに対して 

・Carb-an.（獣炭） ： 薬剤の影響に対して、また介入レメディーとして 

・Merc-sol.（水銀） ： 糖代謝・アレルギーに対して 

・Alum.（酸化アルミニウム）： 皮膚の痒み・便秘に対して 

・Ars-i.（ヨウ化ヒ素）： 喘息・アトピー性皮膚炎に対して 

・Lyc.（ヒカゲノカズラ） ： 鼓脹・ガス腹に対して 
 
≪改善結果≫ 

・低血糖  ⇒ 改善 
・鼓脹（ガス腹） ⇒ 改善 

・アトピー性皮膚炎  ⇒ かなり改善   

・喘息  ⇒ かなり改善 

 

E：65 歳女性のケース 

≪個別症状≫  

・唾液減少（喉の渇き） 

・体温調整が出来ない 

・神経痛 

・肝臓・胆嚢（原発性胆汁性肝硬炎） 
AST(GOT) 77 u/1 (基準値 10～40) 

ALT(GPT) 80 u/1 (基準値 5～45) 
 

≪処方≫ 

・サポートφ胆嚢  ： 胆嚢原発性胆汁性肝硬炎に対して 

・Vanad.（バナジウム） ： 肝臓の問題に 

・Bry.（ブリオニア） ： 口腔内の渇きに対して 

・Moly.（モリブデン） ： 肝臓のサポートとして 
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≪改善結果≫ 

・唾液減少(喉の渇き)  ⇒ 少し改善 

・体温調整が出来ない ⇒ 改善 
・神経痛  ⇒ かなり改善 

・肝臓・胆嚢（原発性胆汁性肝硬炎） 

AST(GOT) 77 u/l ⇒ 29 u/l (基準値 10～40) 

ALT(GPT) 80 u/l ⇒ 25 u/l (基準値  5～45) 

 

F：44 歳女性のケース 

≪個別症状≫  

・対人恐怖症 

・幼少時からのトラウマ（いじめ） 

・実母による言葉の虐待・悲しみ 

・自己卑下 

・動悸 

 
≪処方≫ 

・φCrat（サンザシ）  ： 落胆・心臓に対して 
・Lith-m.（塩化リチウム）： 鬱に対して 

・Nat-m.（岩塩）    ： 悲しみに対して 
 
≪改善結果≫ 

・対人恐怖症 ⇒ 少し改善 

・幼少時からのトラウマ（いじめ）⇒ 無くなる 

・実母による言葉の虐待・悲しみ ⇒ 楽になる 

・自己卑下   ⇒ 少し無くなる 

・動悸  ⇒ 改善 

 

 

■まとめと考察 

このたびは、甲状腺機能低下に関わる 6 名の方のケースの内容を整理、分類して紹介しま

した。その結果を以下にまとめます。 
 
１．主訴である甲状腺機能低下の症状改善過程では、併発している深刻な個別症状も同時

に取り上げて改善を図っていけることの有効性が示されました。 
 
２．特にこれ等の事例からは、甲状腺機能障害、糖尿病、肝機能障害、関節痛、骨粗鬆症、 

動悸等の症状改善において、改めて ZEN メソッドによる有効性が確認されました。 
 
３．今後、甲状腺機能低下を含む他の主訴を軸とする付随的な症状改善の多様性について

も知見を深めていくことで、ホメオパシーによる更なる症状改善の可能性を検証して

いきたいと考えます。 

 

カテゴリー：［癌・免疫疾患・難病］［その他 慢性症状］ 


