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■カルマ 難治の難聴のケース 
～第 20回 JPHMAコングレス 2日目（2019年 12月 21日）発表の基調講演～ 

由井 寅子 

 

 

それでは私のケースをやりたいと思います。 

さて、カルマ的な所というのはホメオパスとして分かり難いという気持ちはよくわかります

よ。しかし QX でも出てくるのですね。カルマのぶり返しだとか、カルマですとか出て来る

訳です。だから、どういう所で見分けるかというのを見ていきましょう。 

 

まずホメオパシーでも治らない

ケース、そして再発するケース、

兄弟、親子で同じ病気で、また

は悪いことが続く、または例え

ば太田母斑、顔に大きなあざを

作って生まれるとか奇形とか、

難病でなんとも手の打ちようが

ないとか、昨日発表した、持っ

て生まれて痙攣が発症してしま

うケースとか、このような事例

を見ていった時にですね、この

中で前世の自分が犯した罪、ま

たは先祖が犯した罪、それを浄化する為にあえてこの症状を出して行くと言うケースは非常

に多かったわけですね。やっていくうちに、これはカルマだなと言うのが解ってきました。
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これは感覚的に解ってきます。ですから分かるためには、日頃から精進が要りますね。ベー

スとして治療家に最も大事なのは愛でしたね。その次にホメオパシーの知識だとか生きるた

めの哲学だとか、生活はどうするべきかとか、こういう養生法も要ります。ですからこの精

進と言うことをやっていけば、カルマであると言う事、または霊的・霊性のギャップである

と言う事、または先祖からのお伝えであると言う事、または神様仏様からのお知らせである

と言う事がだんだん分かるようになります。 

 

カルマというのは、一般的には自

分の行為が未来の苦楽を決めて

行くわけですけれども、善悪の行

為には因果の通りによって、後に

必ずその結果を生むと言うこと

です。善をなせば後に良いことが

起こり、悪を成せば後に悪いこと

が起こると言うことです。まあ非

常にシンプルですね。 

 

自分に対するカルマについて申

し上げたいと思います。 

 

感情を我慢したり、私たちが言いたいこともあるのに言わなかったり、泣かなかったり、こ

のように自分を粗末にすると言うこと。自分に対する正しくない行為、これが悪いカルマと

なってダイレクトに体に影響が行き病気になります。これはもう寒いところに居続ければ、

あなたは風邪を引きます。寒さがカルマとなって風邪を引いたわけです。お酒を毎日飲み続

ければ、肝臓が悪くなって肝硬変になるのは、これも自分に対して粗末に扱ったカルマにな

ります。病気になることでカルマを受け取り、病気になって苦しむことでカルマが解消され

ます。そして間違えた行為、その事に気づくと思います。毎日酒を飲まなくてもいいし、寒

いのにコートも着ないで自暴自棄になっている、そう言う状態、悪いんだよと言う事に気づ

くと思います。この正しくない行為を、何故それをしてしまうのか。例えば大人は泣いては

いけないとか、感情を出すのは馬鹿だとか、そう言う道徳を持っています。苦しいのだから

毎日上司に頭をぺこぺこ下げて、苦しい思いをしているんだから俺は毎日ビールを飲んでい

いんだと。だからお酒を飲むこともビールを飲むこともそれが正しいと思っているからやっ

ているわけです。間違えた価値観がここにあります。これは信念の病気という風にハーネマ

ンはそのように言っています。 
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だから全ての行為は自分が考え

る正しさから起こるわけです。自

分の日々の行為、何を言い、何を

行動したか顧みてください。自分

が何を正しいと信じているか、そ

れを知る事が出来ると思います。

逆に言えばどんなに高邁な理想

を持っていたとしても、それが行

為として現われていなければ言

うだけ番長になってしまいます。

その理想を本当に信じていない

と言う事になります。行動を起さ

なければいけません。そして自分の正しさから生じた行為の結果として、自分が受取らなけ

ればならないものがあります。その行為、その信念は正しいのか、正しくないのかを学習す

るために受取るわけです。体にストレスを与え続けたら体が病気になります。心にストレス

を与え続ければ心が病気になります。後に体が病気になります。魂にストレスを与え続けれ

ば魂が病気になり、心が病気になり、体が病気になっていきます。魂、心、体にストレスを

与え続ける。それは魂の意志の流れを止めることであり、心は感情の流れを止めることであ

り、体は行為の流れを止めることであり、これが自分に対するカルマではないかと思います。

同じように相手の魂、心、体にストレスを与えることは、相手に対するカルマになります。 

 

じゃあ相手に対するカルマについて申し上げたいと思います。 

 

カルマの法則の１つとして、や

ったことはやり返されると言う

事があります。暴力を振るった

人は、誰かに暴力を振るわれる。

それでカルマを解消することが

あります。自分が痛みや恐怖を

感じることで、それを体験する

ことで、自分がいかに人々に苦

しみを与えているか気づくこと

が出来るでしょう。またカルマ

になる悪しき行為、自然破壊、

神仏破損、自殺、殺人、窃盗、
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詐欺、強盗、裏切り、暴力等々、このような行為をすると、今世、来世、あるいは来々世で

自分自身に、今言ったような出来事や事故、怪我、病気、災難、災害として、何らかの苦し

い出来事に遭遇します。悪いカルマを消すには、それに勝る善行をすることです。また般若

心経にはカルマを乗り越えるため、解消するための言霊が入っています。また、あなたが霊

性を上げることでカルマが消えることがありますから祝詞も唱えましょう。また山登りをし

て、あえて苦しいことを意図的にやると言うこともカルマが解消出来ます。カルマの法則は

非常に奥が深いので、詳しくはこの本を読んで頂きたい、DVDを見ていただきたい。まあこ

の本を読むか読まないか、DVD を見るか見ないかによって、カルマが少ない人生になるか、

カルマだらけの人生になるか、来世幸せになるか、地獄に落ちるかの分かれ目だと私は思っ

ております。なんか買わそうとしていますね。 

 

この方はまだまだ 18歳で受験勉

強をしている段階で、難聴で中に

補聴器が入っています。耳鳴りが

常に続いています。友達が出来な

い、友達とコミュニケーションが

出来ない方ですね。こういう感情

の抑圧とか過去世とかカルマと

言うのは、無意識下の潜在意識に

落ちますからね。それを測れるマ

シンが QX-SCIOなんですね。 

 

 

この方をどう言う風に QX が割

り出したかというと、砂糖、甘い

のを食べていると言うことです

ね。多分愛されたいんですね。そ

して骨髄がおかしいよと言って

いますね。骨髄がおかしい人は、

耳がよく乳様突起になっていき

ます。ブドウ球菌がいる。愛され

てないからブドウ球菌が蔓延る

んですね。常に不安である。何事

にも反感を持っている、カルマが

ある。我慢ならない怒りがある。
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自分の中に引っ込んで自閉症的なところがある。と言うことを QX がこの方の潜在意識を調

べたら出て来ました。では DVDを見ましょう。 

 

＜DVDケース 18歳男性 2018/06/23＞ 

（由井：由井寅子、患者：クライアント様、母：クライアント様のお母様、父：クライアント様

のお父様、） 

 

［由井］聞こえるか。 

［患者］大丈夫です。 

［由井］あーそうなんだ、難聴であると言う事だよな。 

［患者］右の方が聞こえづらいというか、あとはまあ補聴器を外した時に耳鳴りが結構すご

いというか。 

［由井］今は、補聴器付けている？ 

［患者］はい。 

［由井］大学は？ 

［患者］今浪人です。 

［由井］いつからこうなったの？ 

［患者］生まれた時から。 

［母］ 言葉がちょっと遅かったんですね。 

［由井］感音性難聴というのは、これは先天性だと言っていますか？ 

［母］ ええ、そう言われましたね。それとこぶが。 

［由井］大きいね。 

［母］ わりと大きいのです。帝王切開だったのです。 

［由井］誰が？ 

［母］ 子供全員、帝王切開で産んだんです。最初の子の時帝王切開で、それで私不妊と 

言うかなかなか出来なくて、治療してましたね。 

［由井］インフルエンザの予防接種をしたじゃないですか。 

［母］ そうですね。 

［由井］結局 6回か 7回したんだよね。例えば耳だれがでるとか 

［患者］耳は結構耳だれは出てきます。 

［由井］特定な子と敵対になったりすることないか？ 

［患者］仲間とコミュニケーションがあまり出来てなかったので。会話する時に途中で言葉

が見失ってしまって、会話が成り立たないなというのは最近よく感じるようになっ

た。 

［由井］カルマがこの子にはあるみたいですわ。カルマというのは業ですね。この耳がね、 
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先天性で悪いという所にキーがあるわけだね。君はね、前世、兵士みたいな戦う兵

士だったみたい。その時の君の担当が拷問なんだよ。 

［父］ 拷問していたと言う事ですか。 

［由井］そう、で、これはもちろん上司に言われてだから、言う事を聞かなければならなか

ったと思うよ。拷問したじゃないかと言って敵国の人達が兵士を八つ裂きにしよう

とするわけだよ。その時に上司が逃げたんだよ。俺のせいじゃない、こいつがやっ

たって。君はその責任を取らされたんだ。だから裏切られたわけだな。一人で罪を

背負ったんだ、それで君は死刑になった。一番辛かったのはその死ぬことより何よ

り裏切られたと言う事なんだ、君にとって見ると。 

［患者］なんかそれ、裏切りというか、他人が信用出来なくなっています。 

［由井］そう、そこだ、そこそこ、よく分かったじゃん、そこだ。で、まあ部下にも裏切ら

れ、上司にも裏切られ、こいつがやったと全部の責任を君が取らされたわけだ。こ

の傷があるから人を信頼出来ないんだよ、君は。 

［患者］だから高校になってすごく疑り深くなった。 

［由井］そう、OK、よく分かるな、君の中でよく分かると思うよ。それは魂が分かっている 

んだよ、今。部下もお前がやった、上司もお前がやった。えっ、俺が？って、耳を

疑ったって分かる？君はそれを聞きたくなかったんだ。無意識に人と壁を作っちゃ

うんだよ。 

［患者］そうですね、結構それはあります。 

［由井］そう、壁を作っちゃうわけ。そうすると人の親切や気遣いであげたのにも関わらず 

それを受取らないからそれもカルマになるんだよ。 

［患者］結構それは、そう言うのはありますね。なんでか知らないけれど、拒んじゃう自分

がいるというのは感じますね。 

［由井］分かるね。まあ耳が聞こえなくて人とのコミュニケーションもうまく行かないと思

っているかもしれないけれど、深い所で自分がそれを望んでいるんだよ。人との親

密なコミュニケーションしたくないということ。 

［患者］あー怖いんですね。 

［由井］怖いんだよ。それは仕方が無いよね、前世そうだったから。 

［患者］それを今克服するには？ 

［由井］それを克服するにはさ、自分はこう言う傾向があるという認識がなければ克服する 

事はできなかろう。自分は被害者じゃないかというけれど、結局上司の命令と言え

ども、人を拷問したのだからこれはカルマになるんだよ。しょうがない。受取って

いこう。君は若いから、私はこう言うことをしっかり言うんだよ、君に。君がどっ

ちの方向に行かなければ行けないかというのは、この世的価値観、この世的に見ち

ゃ行けないよ。もう一つがインナーチャイルドと言うのだけれども、裏切られたか
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ら、前世の記憶でまだ残っているんだけれども、人は人を裏切ってはいけないと言

う価値観を強く持ったということ。なんとなく今は伝わっているよね。 

［患者］ピンポイントにきましたね。 

［由井］頑張れ。 

［患者］こんな風に物事を考えるのは初めてなので。 

［由井］人は人を騙してはいけないと言う価値観。これが出来るのもしょうがないのですよ、

辛かったから。でもそれをもって人を裁くでしょ。この価値観がある以上自分も裁

くかもしれないけれど、人も裁くのですよ。そうすると人に対して腹が立ったり、

悔しくなったり、なんだお前らと喧嘩になったりするはずなんですよ。ここでまた

カルマが出来てしまうのですよ。レメディー良いの出しておきますので、とってく

ださい。ありがとうございました。 

［父］ ありがとうございました。 

 

＜DVDケース終了＞ 

 

この子は、先 70年以上生きて行かなければ行けませんから、最初に間違わないようにこう言

う事をしっかり伝える必要があります。お父さんもお母さんも彼もビックリしたでしょうけ

れど、とても大切な事です。 

 

さてルーブリックを見ます。耳

からの流出、水分、液体ですね。

難聴ですね。耳の後ろですね。

ここが腫れています。難聴、聴

きにくい、聴覚、また難聴です

ね。それで水銀の乱用というの

は、水銀が入っているインフル

エンザのワクチンを 5、6回やっ

ていると言うことだったので、

これを入れておきました。そし

て外骨腫症、腫脹、要するに骨

が腫れていると言う事ですね。

そして時々この子は、触るとそこが赤くなって湿疹が起こることがあります。この時点では

それほど湿疹は出ていませんでした。そして耳下腺と言うのを入れてあります。 
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そうしましたら、このレメディ

ーが出て来ましたので、Nit-ac.

（ニタック／硝酸）、許しですね。

これを朝に出します。 

 

 

 

 

 

 

 

サポート耳です。その中に祝詞、

般若心経。カルマがありますか

ら祝詞、般若心経を使って下さ

い。Calc-sil.（カルクシリカ／珪

酸カルシウム）、これはカルマ的

な背景と骨の問題に合いますね。

インフルエンザの H1N1 のワク

チンですね、これがサポートで

す。毎日トントン叩きながら取

っていきます。朝Nit-ac.LM1許

し、昼に Staphly.（スタフィロ

コカイナム／ブドウ球菌）、これ

は QX がピックアップしていましたし、大事にされないインナーチャイルド。これは今のお

父さんお母さんには大事にされていますけれど、前世で大事にされていなかったのですね。

阻害されるインチャ。インナーチャイルドですね。夜に Merc.-sol.（マーキュリアスソル／

水銀）、耳の問題と怒りですね。これを LM3で出しています。 
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そして 1ヶ月半、2ヶ月ぐらい

経って、事前アンケートですね。 

顔に出ていた膿み、この子はい

っぱい湿疹が出てきました。こ

れは改善しました。耳鳴り、虚

しい音が鳴り響いている。耳の

後ろのこぶ、大きく改善し、こ

ぶは以前よりか小さくなった、

両方とも。聴力改善した。以前

より人との会話がスムーズに

出来るようになった。 

気になっていること。この子は

祝詞、般若心経は毎日出来たそうです。素晴らしいですね。朝一回、夜一回。そしてネガテ

ィブな思考が、自分はインナーチャイルドの癒しをしたいと思っているけれど、ここはネガ

ティブな思考が出て困っていると。それが虚しく感じ、淋しく感じる。それが以前よりも多

くなっている感じがして、何かがいつも邪魔しているような気がする。顔や耳に汁や膿がい

っぱい出てきました。今は首が痒くて仕方がない状態で、夜の睡眠が妨げられている。 

では 2回目、どうぞ。 

 

 

＜DVDケース 18歳男性 2019/03/22＞ 

［由井］受験どうだったの？ 

［患者］あんまり 

［由井］うまく出来なかったの？彼は駒大に行ったんですか？ 

［母］ 受かったんです。 

［由井］素晴らしい。 

［患者］第一志望には受からなかったので。 

［由井］残念に思っては駄目だ。そこに行くように道がなっていたんだから、それを嘆いて 

はいけない。流れがそっちに行ったんだからいいよ？夢も希望もなくなったじゃな

いんだよ。そっちの方が君には合っているんだと言う事を教えて貰ったんだからさ、

そう言う風に考えていく心根を持たないと人生は苦しいことになるよ。 

［患者］わかりました。マラソンに行ったときにお参りに行ったんですよ。道元を総本山と 

しているお寺だったのですけれど、駒澤大学も曹洞宗で同じ道元が開いたものを中

心としている大学だったので、何か後から考えてみるとあれなんか縁があったのか

なと。 
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［由井］道元さんは、永平寺の座禅を組んで、道元さんが言っているんだよ。いわゆるカル

マの事を道元さんはよう分かっているよ。 

［患者］よくわかっているんですか。 

［由井］うん、道元さんこそがそれでカルマの事を書いている。 

［父］ 一人で諏訪大社というか、松本城に行ってきて。 

［患者］その後諏訪大社に行って、一昨日かな諏訪大社に行って 

［由井］諏訪は戦いの神なんだけれど、あそこは。諏訪大社は木花咲耶姫様も守ってくれて

いるんだよね。今、湿疹が出ているじゃない。いいことだよね。一番近い耳の近く

って顔じゃないね、首なんだけれど、それが表面に出ると言うことは悪いことじゃ

ないよ。それが中にあると思ってごらん、老廃物が、えらいことだよ。 

［患者］出しっ放しですか。 

［由井］そう、君はまだ 19とか 20だから、年頃だから恥ずかしいんだろうけれど。 

［母］ 首がたぶんこう言う感じでばっと赤くなって 

［由井］首にラインがあるよね。 

［母］ そうですね、耳がこうやっていっぱい出ています。顔もこの辺からいっぱい出まし 

た。 

［由井］ホメオパシーやったら出たらさ、君、嫌だろうけれど、減っていくのはわかった 

だろう。 

［患者］減っていく、回復が早くなった 

［母］ 熱が出たんですね。 

［由井］いいね、熱が出た。素晴らしい。湿疹が出たのはレメディー取っている最中が一番 

凄かったの？ 

［母］ そうですね。こんな感じでいっぱい出て。面白いですね。上だけなんですね。体は 

そんなに出ないのですね。 

［由井］そこが彼の弱いところだね。刑が首つりだったんだろうな。ここら辺が自分は弱い 

んだという、ここら辺が。思っていた方がいいよね。君にはこの世的に言えばよ、

ハンディがあるわけだよ。耳が聞こえにくいとか発音しにくいとか、そのハンディ

を卑下せずに堂々と生きていけばいいと思っているわけ。まして前世のカルマがあ

るならなおさらの事さ。心が乱れない自分になることが、今世の君のやらなければ

いけないことなんだよ。 

［患者］そうですか。なかなか厳しいですね。 

［由井］なかなか厳しいよ。これを許すと言うことだ。自分も拷問したかもしれないけれど 

それは言われてやった訳のであって、それを自分のせいにさせられたと言う事に対

する憎しみだよ。だからまたやられると思っているから人を信じないじゃん。 

［患者］信じてないんですかね。 
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［由井］うん、あの人が自分を嫌っているんじゃないかとさ。あの人がたまたま挨拶したけ

れど向こうがしなかった。たまたま挨拶が見えなかっただけなんだけれど、それを

挨拶してくれなかった。俺だからとネガティブにとるじゃん。そう言う傾向がある

じゃん、そこの癖を止めなければいけない。それは自分を責めているという事にな

るから。だから相手の乱れている心に一喜一憂しないと言う事だ。相手に依存して

いると言うことじゃないか。君が君で幸せであればいいんだよ。 

［患者］そうですね、そう考えれば。 

［由井］だから大事な事は裏切られてもいいと言う風に覚悟するんだよ。そうしたらその 

このカルマは消えてなくなるんだね。それで自分に対して般若心経とか祝詞をやっ

てあげたらいいんだよ。過去の自分が成仏しますようにとやったらいいんだよ。般

若心経が一番いい言葉、言霊が一番、それが一番だと思うよ。虚しさ、寂しさとい

うのはここの前世の記憶なんだよ。今じゃないんだよ。なんで虚しくなるのか寂し

くなるのかわからないでしょ？ 

［患者］憂鬱になる日がすごく多いので。なんでこんな感情生まれるんだろうなって、悲し

いこと何もないのにみたいな。 

［由井］だから現在にあわせてもしょうがないんだ、それは。過去世の君の感情の記憶だか 

ら。 

［患者］そうですね、よほど虚しかったんですね。 

［由井］要するに兵隊さんが市民からつるし上げられているわけだよ、市民を拷問したから 

さ。その中で自分は無実だ、無実だと兵隊が次々言うわけだね。そしてこいつがや

ったと言うわけだよ。一人が指さすと、次がいやこいつがやったと、みんな君を指

さすんだよ。そしてそれは、君は聞きたくないだろ。だから耳が悪くなったんだよ。

今言った状況を思い出して、状況が変わるイメージをするんだ。上司が、いや、こ

いつのせいじゃないんだ、実は俺なんだと言うそう言うイメージをやってごらん。 

［患者］わかりました。 

［由井］耳鳴りはどう言う耳鳴りなんだっけ？ 

［患者］夏にミンミンゼミが鳴くあー言う音よりもちょっと高い感じの音。その音が凄い 

虚しいという感じが強かったですね。 

［由井］お父さんちょっとまた仏壇を考えてみましょう。先祖の方々の応援が来たらこの子、

また楽になるし。 

［父］ まあ、そうですね。 

［由井］皆さんもね。 

［父］ ありがとうございました。 

 

＜DVDケース終了＞ 
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このように虚しい感覚というのは、何も理由がないのに、これね前世の記憶なんですね。で

すから前世を書き換えるイメージをしなければいけません。 

 

そしてこの QX が言ってきたの

は、免役を上げなさい、マラリア

があるよ、気付きの欠如があるよ、

恐怖心が多いよ、喜びがないよ。

Ars.（アーセニカム／三酸化ヒ素）

とか Calc.（カルカーブ／炭酸カ

ルシウム）が必要だよと言ってい

ますね。 

 

 

そして私の方で、首、腺、それ

から不信、まあ自己不信という

か自信のなさ、耳鳴りがまだ有

ります。彼の場合は発疹が融合

しているんですね。そして内耳

の奥深くから、耳の後ろ、内耳

の奥深くから排泄物、耳からの

流出物がでます。耳の後ろの骨

がとんがって出ています。耳の

後ろの背面と表面の両方からこ

の汁は前の方から出ていて、奥

の方はまだ耳がだいぶ良くなっ

ていますけれども、骨がとんがっているのがまだ足跡は残っています。だからこうやって入

れました。湿疹が出るというのはいいですね。そしてどう言う事になるかというと。。。 
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Cic.（セキュータ／ドクゼリ）と

言うレメディーが出ましたね。

ここで前回と違うのはやはり湿

疹が出て来たと言うことで、湿

疹を選びましたので、このレメ

ディーが変わってくるわけです

けれど。 

 

 

 

 

 

 

今度 8 種類の水銀のコンビネー

ションにしました。その中に

Calc.-Sil.（カルクシリカ／珪酸

カルシウム）、これはカルマ的な

背景と骨に合います。Ars.（アー

セニカム／三酸化ヒ素）、クンダ

リーニのエネルギーが入ってい

きます。これは神様のエネルギ

ーが入りやすくなります。膿が

ありますから Hep.（ヘパソーフ

ァ／硫化カルシウム）を入れま

しょう LM3。昼にMalar-N（マ

ァラリア／マラリア）、これは彼がマラリアに罹っているというよりか信仰心が少ないとマラ

リアに罹りやすくなりまして、マラリアは信仰心のなさによって増えて行きます。そして夜、

このドクゼリの Cic.これは首の損傷、首つり、ギロチン、人間嫌いですね。彼にぴったりだ

と思います。いよいよ表面的なものが取れてきましたから、彼の一番大切なレメディーCic.

が出てきました。 
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そして 3 回目。この祝詞、般若

心経は毎日出来ました。この子

は偉いね。インナーチャイルド

も取り組みました。私の講演会

にも来てくれました。すごく素

直な子ですね。そしてとてもそ

の感想は良かったし、この講演

会に来てインナーチャイルド癒

しに役立ったと。そして今気に

なっていることは、レメディー

のせいかわからないけれども、

怒りの感情が出て来てしょうが

ないと。これは過去世を再体験しているわけです。怒りの感情は抑えられず、家では思わず

吐いてしまうこともあると。あまりにも怒りでぼーっと吐いちゃうわけですね。自分を痛め

つけた、許せないという気持ちが出て来た。あと恐れと言う感情をものすごく感じるように

なってしまった。特に人と接すると恐れが出てくる。再度騙されるんじゃないかと思うので

しょうか。また特に英語の勉強をするときに恐怖が出る。この子の顔を見ていますと外国人

ですね。この子は首つりかギロチンで処刑されたというのがなんとなく分かります。 

 

このように、こぶは大きく改善

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では 3回目見ましょう。どうぞ。 
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＜DVDケース 18歳男性 2019/05/31＞ 

［患者］これ買って読みました。（インナーチャイルドの理論と癒しの実践） 

［由井］すごいじゃん。ちょっと難しいかもしれないけれど。 

［患者］いやいや、結構インナーチャイルドと言うか、結構自分でも癒されているので 

［由井］必要だと思うね、やった方がいいね。 

［患者］ホメオパシーをやって感じることは、怒りの感情とか悲しみの感情が出てきている

ので、時々それが抑えきれなくて、母親に暴言吐いたり出るので、まあこれが人に

当たるというのがちょっと今、課題かなと思います。 

［由井］ホメオパシーをやると浮上してくるのでね、君が我慢しているものと抑えた物とか

が浮上してくるから出てくるんだよね。そこは不便ではあるがね、ただそういう風

に思っている自分が、怒っている自分がいると言うことで、悲しんでいる自分がい

ると言うことで、怖れている自分がいると言うことだよな。それは認めてやらない

といけないよな。 

［患者］それはもう認めざるを得ないですね。 

［由井］そうだよね。感情のままに生きたらいいと言うわけじゃないですよ。ただこう言う 

未解決な感情があると言う事です。これを解決すればその感情も出なくなるわけで

すよ。一番最初、本当に難聴であまり聞こえなくて、乳様突起もすごく出ていて、

それで耳から膿みも出ている時もあったじゃない。だいぶ良くなってるよね。耳も

これ見たらすごい引っ込んできているじゃない。この乳様突起がぽこっと出ている

と言うことはここに問題があると言う事だから、そうしたらここのものがだいぶ減

っていって、もうちょっとあるけれどあの大きさじゃないよ、自分でもわかるよね。 

［患者］わかりますね。 

［由井］アトピーも治ってきたのがわかるじゃない。前の真っ赤っかと違うよ。 

［患者］はい、それは自分でもわかります。 

［由井］自分でも分かる。神社とか色々行きたいとか言って行くこともあるんじゃないの？ 

［患者］はい。よく行きますね。 

［由井］インチャの事もやろうとしているじゃない。祝詞、般若心経もやっているじゃない。 

そう言うのが全体的に効果をなして今君がこう言う状態になって治ろうとしている

訳よ。積極的に自分の心が怒っているんだとか、積極的に自分の心が悲しいんだと

か怖いだとか、それをみるようになったよね。 

［患者］見えますね。 

［由井］だよね、それによって今こう言う症状が楽になっていっているわけだ。神様仏様の 

応援が来たからだ。 

［患者］そうですね、やっときましたね。 

［由井］辛かったな、今まで 
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［患者］今までの前世の自分ですかね。それが一番辛かったんじゃないかなと思います。 

［由井］辛かったんだよ。 

［患者］夢で自分が首を切られた夢を見て、だいたい感覚もわかるんですよね。あれ、首、 

胴体があるみたいな、感触があるんですよ。 

［由井］でしょ、ここ凄く君が弱いところだ。それってね、夢って言うのは潜在意識に落ち 

ているもの、前世の記憶なんかを見せてくれる。これがないと結局、頭狂っちゃう

んだよね。だから夢って大事なんだよ。 

［患者］感情とか怒りとか出し過ぎて、小学校の時出し過ぎて、中学校の時だったかな、門

を蹴ったりとか、それは止めようとか言って、大人になろうとか言って抑圧してい

って、怒りの感情とか。それで高校になってから、あれ俺ってどんな自分だっけ？

みたいな、無感情になって分からなくなって 

［由井］それは抑圧だってわかるでしょ。 

［患者］はい 

［由井］そんな話をしてもこの子に通じるかなと思うときもあった、私も最初はね。君は 

魂が偉かったんだよな。やらなきゃと思ったみたいでさ。だから君の心があるわけ

だよ。心が腐り、心が悲しみ、心が怒って、心が怖れているわけだ。魂はそんな事

無いぞ。それで（魂を）曇らせるんだよ。それは何によって曇らせるかと言ったら、

価値観だよ。怒ってはいけない、大人だからというこの世的価値観で。確かに怒り

に対してはそうかもしれない、カルマになるからさ、やっぱり相手に対して。でも

怒っている自分も認めてやらないと、腹立ってるんだから。忍耐って大事だな。 

［患者］難しいけれどこれは実践出来るようになりたいです。 

［由井］だから君もこう言うのを受取った前世でね、魂は、自分の魂を磨いて霊性を上げた

いからこそ、こう言う苦しみを受取ったんだよ。そうじゃないとこんなことしない

から。もう私いいです。そんな激しい生き方しなくていいですという魂が多いんだ

から。こんなの受取って偉いじゃん、そう思わないか。 

［患者］思いますね、自分の魂は。 

［由井］偉いじゃんって褒めてやってよ。また来てね、待っているから。 

［患者］こちらこそ、ありがとうございました。 

［由井］よく頑張っているぞ、偉いぞ。 

 

＜DVDケース終了＞ 
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とても素直な子ですけれどね、心の虚しさ、今度は怒りが出てきましたね。それに合わせて

またルーブリックを。その前に QX ではどう言う問題があるかというと、赤血球の問題が出

て来ました。 

 

これは悪性だよ。それから糖尿

病。やっぱり甘いのを食べるん

でしょうね。それで怒り、怒り

です。ほら QX 出しているね。

憎しみもあります。嫉妬もあり

ます。悲しみもあります。後は

Sel.（セレニューム／セレニウム）

とHelium（ヘリウム／ヘリウム）

も出てきました。 

 

 

 

 

こう言うのを頭に入れておいて、

そしてむかつく､大嫌い、嫌悪、

むかつきというルーブリックを

入れています。そして今度は短

気となっています。で、不安も

出て来ています。まだ難聴、聞

くのが難しいを入れます。首の

側面にまだ湿疹が残っていて顔

はきれいになりました。また腺

の硬い腫脹、耳下腺の腫脹があ

ります。それはどこかというと

耳下腺だと言う場所を入れてい

るわけですね。 
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それを入れると何が出てくるか

というと Bry.、Puls.、Merc.、

Caust.、Arn.、はい、出ました

ね。ここの場合は Caust.と Arn.

を選びます。ここの出たからと

言って一番上のを出したらいい

というわけではないのですね。

こういう過去世のことを鑑みて

レメディーを出しましょう。こ

こでは Arn.がとても大事になり

ます。 

 

 

この子は重金属の害があります

のでね、4つの重金属ですね。こ

れが水銀（Merc.）であり、アル

ミナ（Alum.）、鉛（Plb.）であ

り、またヒ素（Ars.）ですね。

こういうのが一緒になっていて、

そこに QX が示唆した自閉症の

Helium（ヘリウム／ヘリウム）、

Sel.（セレニューム／セレン）疲

れですね。疲労困憊ですね。で、

TBRで出した Caust.（コーステ

ィカム／水酸化カリウム）、針の

むしろの人生、これは LM4 で出していきます。昼には Plb.（プランボン／鉛）ですね。何

でベートーヴェンは耳が聞こえなくなったのかと言うことです。ベートーヴェンが聞こえな

くなったのは、鉛のカップでワインを飲み、鉛が入っているワイン、甘くなるからね、鉛を

入れると。それを取ってとうとう耳が聞こえなくなったのですよ。この子もひょっとすると、

この子の時代はそうじゃないけれど、水道管は全部鉛でしたからね、日本は。鉛中毒が先祖

代々ずっとあるのかもしれないと思いまして、鉛を昼に出しました。そして夜に Arn.（アー

ニカ／ウサギギク）ですね。これが前世の処刑の傷ですね。とても大事です。処刑の傷を出

しました。今そうやって、やっている状態で、私はインナーチャイルドの処方、やり方、技

術を使いますと、前世も書き換えることが出来ると確信して止みません。このような方は結
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構多く見てきました。そして前世のこのようになったことを教えたときにそれを書き換えて

いった。そうしますと生きる事が楽になって虚しさが消えていった。彼の場合は耳にミンミ

ン蝉が鳴いているようなと言うのがありますけれどね。そしてまた首を絞められた、またギ

ロチンの時に耳に大きな圧迫があって、そう言う耳鳴りがして来たこともありますし、また

当時夏だったのかもしれません。だからこの辺はよく分かりませんけれどね。でもそう言う

ことも鑑みて、インナーチャイルド癒しを前世の記憶を書き換えるようにしていったら良い

と思います。運良くこの子のお父さん、お母さんは非常にこの子を愛しています。ですので、

この子は自分がこう言うのを持っていると言うことをお父さん、お母さんも受け入れてくれ

て、彼が怒ってもお母さんは言い返さないでいてくれているからですね、本当にありがたい

家庭に彼は生まれてきてくれたなと思っています。これで、また喧々囂々と喧嘩になるとま

た大変な事になるなと思うのですけれど､今世は彼はやる気でここに来ています。ですからや

っぱり駒澤大学という仏教の大学に行けたことは、非常に良かったと思っています。これは

仏様の導きです。 

 

前世のカルマ、この子の場合は耳

の問題、乳様突起、耳鳴りがあり

まして、それから感情は虚しさ、

怒り、無念さ、人間嫌いがありま

して、インチャの価値観は人を裏

切ってはいけない。裏切られたか

らね。人を信じてはいけないと言

う価値観。これは間違った信念の

病気です。霊性の問題は、許しが

ない、自分を責め立てている、そ

して人との交流をしない。人間は

霊的に霊性的に上がっていける

のは、向上できるのは、嫌だろうが何だろうが人の中に混ざっていろんな事を言われながら

も、それでもそれを気にしなくなるようにすることで、霊性が必ず上がって行きます。です

から山に隠れて千日回峰していても霊性は上がるかもしれません。それは仏教的な千日回峰

で霊性はあがるかもしれません。でも人間世界においては、人間は人間と会って喧々囂々と

いろんな事を言われ、それでも自分がそれに対して取り合わなくなり、そうかな、そういう

所もあるかな、まあいいわと流せるような人間になっていくことが修行だと思います。だか

ら人との交流はとても大切になります。 
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人を治療すると言うことはどういうことかと言う事を、今一度ホメオパス達は知って欲しい

のです。 

 

真の治療家、ベースは愛がなくてはいけません。その上にホメオパシーの技術、そしてイン

ナーチャイルド癒しの技術、霊性という修行、こう言う物をしていく。霊性の修行の一番は

相手に言われたことに対して、自分はそういう所を持っているんじゃないかと、一回受け入

れてみると言う事です。何て不埒な事を言うんだじゃなくて、そういう所を自分も持ってい

るんじゃないかと言う事ですね。相手に怒りをぶつけるのではなくて、言われた本人ではな

く、それを言われたのは、昔お父さん、お母さんに言われたことであるはずですので、感情

を分離すると言う事。今上司が言ったことは父母が過去に言って、すでに心に傷があるから

こそ、そこの傷に塩を付けられたという、この上司が塩を付けたと言う事です。ですから上

司が悪いわけじゃなくて、逆に上司がその傷があると教えてくれたありがたい人であると、

これが霊性的な見方であります。起こることはあなたに何か用事があって起っているわけで

す。ですからとても大切な事ですね。このような見方をしていかなければいけません。 

 

確かに患者さんの中では、君達も苦手な人がいっぱいいるでしょう。もちろん患者さんだっ

て君達のことを苦手だと思っているかも知れないんだよ。だからそれはお互い様です。しか

し苦手だと思う時に、この人の何が嫌なのかと言う事を自分に問いましょう。答えは全部自

分の中にありますから。だから病気になったこの患者さんを目の前にして、ありとあらゆる

側面から鑑みて治療するようにお願いしたいわけです。レメディーだけじゃなく、生き方考

え方を正す、インナーチャイルド癒しが必要であり、そうすることで感情に翻弄されなくな

ります。そうすることで新たなカルマを作ることがなくなっていきます。そうすることで生

きる事が楽になると思います。またカルマがたとえあったとしても、この肉体をもってでし

かこのカルマを離すことは出来ないし解消出来ません。ですから般若心経という言霊は、カ

ルマまで解消します。善行という善をなすと言うことはカルマを解消します。人を助けるこ

ともカルマを解消します。君達ホメオパスは人を助けてカルマを解消している。しかしそこ

の病気の症状だけを取っていったことで、人を助けたことにはならない。これは逆に人をも

っともっとこの症状で苦しんで、ある事を気づかせなければいけないことに対して水を差し

てしまったと言う、そういう風になりかねないという事も考えておいていただきたい。 

症状、病気と言うのは神様仏様、先祖の方々からのお知らせである。それを相手が認識する

前に取っていってはいけない、治してはいけないと言うことです。相手に認識させる、徐々

に徐々にそれを分からせて、自分自身で祝詞、般若心経をさせて神様仏様と繋がっていく。

信仰心を増やすことを促進していただきたいと思います。 

また医原病も環境病もあるでしょう。それに対するレメディー、またこのような病気が複雑

になっている場合は、臓器サポートというのは必須だと思います。そして一人一人、今の自
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分を心から愛し、この人生で起こる嫌な事だと、この世的に嫌な事だと思われることもどん

どん受け入れ、この人生を楽しんで生きていけますように、心から願って私の講演は終わり

ます。ありがとうございました。 

 


