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■「インチャの癒しと治癒力アップに有効な日本のジェモエッセン

ス・６つの症例～」 
日本ホメオパシーセンター練馬平和台 

JPHMA 認定ホメオパス NO.0173 

JPHMA 認定アニマルホメオパス NO.A0094 

HMA 認定ホメオパス NO.1304 

ZEN メソッド修得認定 NO.0183 

片上敦子（かたがみ あつこ） 

 

ZEN メソッドを軸に、年齢・性別・主訴が違う

多数の方に、日本のジェモエッセンスを 1 年間

お試しいただきました。これらのエッセンスが

インナーチャイルドの気づきと癒しを促した

事から、主訴の治癒力がアップした６つ症例を

ご紹介します。 

 

ジェモとはラテン語でつぼみを意味します。 

ジェモセラピーとは、ベルギーの医師でホメオ

パス、ポル・ヘンリー氏による樹木や花のつぼみのエッセンスを用いた療法で、日本には由井寅

子名誉会長による日本の樹木のジェモエッセンスが７種あります。 

【７つジェモエッセンス】カキノキ、チャノキ、クヌギ、サカキ、ドクダミ、キダチアロエ、クス

ノキ、サンショ 

 

【症例その１】：女児 11歳「軽度心理発達障害」 

2018 年 5 月 29 日に心理発達検査を受け、左記の指

摘を受けました。IQ は高く、普通級での就学は可能

だが、親としては欲求をうまく表現できないジレン

マや集団生活で生きにくさを感じていること。 

親子の日常会話でも意思疎通が楽になり、お互いの

フラストレーションが解消したいとの事でした。 
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相談会１回目、QXマシンで、このような脳の神経に

作用する薬剤と、「神経変性異常障害、従順、受け

身」と指摘がありました。 

神経変性疾患とは、特有の領域の神経系統が侵され、

神経細胞を中心とする様々な退行性変化を呈する

疾患群です。母親に確認すると、祖母が肩こりに常

用していた「トランコパール」という薬を、自分も

もらってよく飲んでいたことはわかりました。 

このトランコパールは、成分名をクロルメザノンと

いい、抗不安薬や筋弛緩剤として用いられた医薬品で、1996 年以降、多くの国で利用が中止され

た危険な薬でした。そこで、抗不安薬の Anx-Loraz-D（ロゼラパム）をトランコパールの排出の同

種レメディーとして、選択しました。 

メインのレメディーは、Olnd.（セイヨウキョウチク

トウ）と Cur.（矢毒）をこのような理由から選びま

した。 

すると 3 回の相談会で、耳からの情報処理能力がア

ップし、学校では、仲良しの子以外の友達とも会話や

行動ができるようになりました。 

また人や物を凝視して、表情が固まる傾向や、以前は

できなったヘアピンを止めるしぐさなど、手先の器

用さにも改善が見られました。 

 

そして 4 回目に、自己否定の意識を改善するジェモ

エッセンスのチャノキをとっていただきました。 

「このエッセンスを飲むと頭が整理されて、自分が

言いたいことがはっきり言える」との感想はご本人

からです。物心つく頃から、「人と何か違う」という、

自己否定感が払拭されて、意欲的に取り組め、新しい

人間関係にもためらいがなくなりました。チャノキ

は、心理的発達に大きく役立ったと思われます。 
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【症例その２】：女性 39歳「過食嘔吐・怒りと悲しみ」 

30歳前後から、幼少期の母の言動や行動に傷つい

ていることを実感し、インナーチャイルドと向き

合ってきましたが、再発を繰り返していました。 

自分の子どもに対して、やさしく接することがで

きず悩み、ストレスから過食と嘔吐を繰り返して

しまうのです。 

1 回目からジェモエッセンスのカキノキをお出し

しました。 

 

それは、母に人生をコントロールされてきたとい

う思いが強く、カキノキの特徴のように、どんな

に頑張っても怒られ、甘えられない意識の葛藤が

過食の原因ではないかと思ったからです。 

 

しかし回を重ねるごとに、母に対する怒りは、「大

変なときに子どもを預かってくれるのは母しかい

ない」と、感謝の気持ちに変化してきました。過食

をしたいという気持ちが減り、嘔吐も減ってきま

した。 

 

ところが仕事と家事のストレスから、ご主人には、

カッとなってしまうと言います。 

しかし引き続きカキノキをとると、甘えたくても

甘えらなかった感情がゆるみ、夫へのきつい言い

方を急に自覚できるようになり、穏やかな関係に

なりました。 

 

4 回目と 5 回目には、過食嘔吐は 1 回もなし。過

食の感情の根底に、できる自分を演じていること

への自己卑下感があったといいます。 

「人より勝りたいという気持ちから比べてしまい、

自己嫌悪におちいってイラついていた」という気

づきには、カキノキの存在が大きかったそうです。 

「自分が見えるようになった気がする」というの

はご本人の感想です。 

第 2 子を妊娠され、相談会は終了しました。 
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【症例その３】：女性 32歳「パーソナリティ境界性障害」 

 

主訴の内容は、彼が 3 日間出張にいくだけで、永遠

の別れのように絶望的になり、このような症状がで

ることです。 

 

 

 

2 回目にジェモエッセンス・キダチアロエをとると

メンタルに変化が。 

母に怒っている夢を 3 回繰り返し見たのです。 

母の事は大好きで、なぜ怒る夢をみたのかわからな

いといいます。 

3 回目では、実家の母に夢のことを伝え、2 人で霊

能者に見てもらうと、自分を生む前に流産した子の

供養をしていないことが、母へ異常な執着と依存心

に関係していると言われたそうです。 

そこで水子供養をし、レメディーは Ayah.（アヤワ

スカ）と Tanac.（ヨモギギク）をとっていただきま

した。 

 

すると 4 回目、また実家に帰省したが、いつもは辛

い空港での母との別れが、すんなりでき、自分でも

驚いたと言います。 

また、その間に彼の浮気発覚で同棲をやめたのです

が、いつも浮気をする男性と付き合うことに悩むと

いうので、Plat をとっていただきました。すると自

分が愛するより、相手がどれだけ愛してくれるのか

で、選んでいたことに気付き、誰かに依存してない

と不安な気持ちがなくなったそうです。 

キダチアロエの特徴に、霊的な影響からの改善とあ

ります。呼吸困難になるほどの絶望的だった「彼と

の別れ」は、実は、根源は「母との別れ」にあるこ

とを夢が教えてくれました。 

ジェモエッセンスの深い作用から、自分の魂だけの

問題ではないことに気付くことができた症例では

ないかと思います。 
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【症例その４】：女性 38歳「顎関節症・めまい・不安障害」 

 

主訴は、12 歳で顎関節症と診断され、痛みがひど

く、口があまり開かないこと。 

10 年間、ボトックス注射で歯の食いしばりを抑え

てきましたが、やめると症状がひどくなり、この

ような症状がでて、2 か月前から抗うつ剤や抗不

安薬をとっていますができれば止めたいというこ

とでした。 

 

 

物心ついてから 12歳までの間、頻繁に母から殴る

蹴るの暴力があったこと。母は切れると包丁を持ち

出し、刃が肌にふれ、常に殺される恐怖があったそ

うです。 

12 歳からは身体が大きくなり虐待は減りましたが、

自分が子供を育ててみると、母に対する怒りが湧い

てきました。母への恐怖と支配から、Caust.（水酸

化カリウム）、Staph.（ヒエンソウ）、Puls.（セイヨ

ウオキナグサ）をとると朝の不安感が薄れ、パニッ

クがなくなり抗不安薬がいらなくなりました。 

  

そして幼少期に毎朝、思った 

「今日は母を怒らせないようにできるだろうか」

という気持ちを思い出しました。 

しかし、顎関節症はあいかわらずなので 3 回目に

キダチアロエにサポートの心経を加えて、お出し

しました。これにより、はじめて、顎関節の痛みが

少し楽になり、口の開け閉めがしやすくなったと

感じました。 

さらに、顎関節症の原因となる体験を思い出しました。寝ている自分を母が、いきなり蹴ったり

なぐったりと襲ってくることがあり、急に起こされてお風呂場で水のシャワーを浴びさせられた

ともあったそうです。 
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母がいつ襲ってくるのかわからないため、常に身体

にぎゅっと力を入れて、歯をくいしばって寝ていた

ことに気づいたのです。 

しかし、これにより、緊張感、めまい、不安障害の

発作が戻ってきました。 

そこで、サポートφアタックをとると、『自分は悪

い子だから罰をあたえられて当然だ』という、自分

を罰する気持ちが強いことに気付きました。 

次に Anac.（マーキングナッツ）をとると、緊張感

やめまい、不安障害が改善しました。顎関節症の改

善には、時間が必要ですが、封じ込めていたインチャの気づきにキダチアロエが役立ち、その他

の症状が改善しています。 

 

【症例その５】：女性 37歳「7歳からの手足の慢性リウマチ」 

右手首から始まったリウマチで、歩行困難にな

り車椅子生活。２３歳まで大学病院にかかり、

多数の投薬結果、腸が弱くなり下痢をしやす

い。甲状腺の数値が安定しない。足の不自由さ

から、日常生活は、常に介助が必要でした。 

右手首の痛みが発症するころ、親の顔色をうかが

い、気をつかう子供だったことから、これまでの

感情の排出に、サポートφアタックを選択しまし

た。すると、このような大きな気づきがありまし

た。 

母の頻繁な八つ当たりに、常にご機嫌を取ってい

たことに気付き、胸が苦しくなった、そして自由

になりたい、自分の足で立ちたいという気持ちが

湧き上がってきた。 

心の底から自立したいという気持ちがでてきた

ら、リウマチの指がほどけて芯の熱が取れてくる

ような感覚があったのです。 
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そして５回目には、母と共依存の関係にあった

ことに気づき、感謝する気持ちがでてきました。 

７回目、自分の部屋の断捨離を思いたち、片づ

けると、リウマチ発症 7歳時に小学生の友人た

ちにもらった千羽鶴がでてきました。「自分一

人ではこれもできない。あれもできない」とい

う絶望した気持ちを持ち続けてきたことに気付

き、断捨離によってその意識を捨て、「自分は

これもできる、あれもできる」という意識にシ

フトできたと言います。 

 

 

←断捨離時のお写真です。 

 

 

 

 

まだ、機嫌の悪い母のエネルギーを受けてしま

うので、ご本人にはジェモエッセンスのキダチ

アロエを。勝気なお母さまには、カキノキをと

っていただきました。 

 

安定しなかった甲状腺の数値も正常になりまし

た。理学療法士のトレーニングに通い、筋力も

アップ。手も足の動きスムーズになり、掃除機

も自分でかけられるようになっています。 

 

 

最後は、相談会当初の手足と、1 年後に送られて

きたつかまり立ちの写真です。 

手足はこわばり、思うように動かない日常から、

自らの足で立ちたいと思えるまでに変化しまし

た。今後は自分の足で立つこと、イコール経済的

自立を目標に頑張っている自分が面白い、と思え

る余裕がでてきました。 
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【症例その６】：男児４歳「発達障害・難聴」 

 

喃語の独り言が多く、意味のある発語ができない。

思うようにならないと危害を加え、暴れる。 

1歳 7 か月で中耳炎になった後、重度の難聴と診

断。食物アレルギー、夜叫、頭の怪我が多いとい

うのが主訴の内容でした。 

 

 

 

出生体重が 2400ｇと、シリカの根本体質の上に、

ワクチン連打から、Sil.（二酸化珪素）、Merc-sol.

（溶解水銀）をメインに。夜叫には Stram.（チョ

ウセンアサガオ）を選択しました。 

すると発熱、発疹、とびひといった反応があり、癇

癪と暴力が減り、笑顔が増えました。 

CMソングを口ずさむので、聴力が上がっている

と実感。便も安定し、夜叫もなくなりました。 

そして、パパ、ママの言葉をはっきり言えるよう

になりました。 

４回目では、だだをこねず最後まで笑顔で遊んで

いて、妹にたたかれても怒りませんでした。 

ただ、夜叫の変わりに、夜中に正座してシクシク

泣くようになりました。 

母親に聞くと、母から「自己犠牲を美徳」と教え

られて育ち、これまでの人生で「自分さえがまん

すれば」という想いが強かったようです。 

お二人の癒しが必要と判断し、キダチアロエを、

いっしょにとってもらいました。 

すると、パパ、ママ以外に「バナナ」が言えるようになりました。また、言葉をまねして発音でき

るようになり、食物アレルギーでしたが、卵が食べられるようになりました。 
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また、家の霊障が気になるというので、チャノキ

をとっていただきました。すると、夜中に泣くこ

とはなくなり、母の日に、花束を描いてくれた

り、自分から家のお手伝いをするようになり、い

い子になった、と母も祖母も驚いています。 

難聴の病院の先生からは、彼の中には言葉がしっ

かり積み上げられていると言われました。 

お母さまいわく、ジェモエッセンスをとってカル

マの浄化のような出来ごとが起き、家も明るくな

り、その効果に驚いたとのこと。 

 

相談会 8回目では、文字を書いた紙を指で指し

て、大きな声で言えるようになっています。コン

グレスではその様子を動画でご覧いただきまし

た。 

 

 

 

 

 

これら６つの症例以外にも、日本のジェモエッセ

ンスの効果を実感できる症例が、多数ありました。

目の見える症状の裏には、さまざまな問題が潜ん

でいます。 

その問題解決に、野山に自生する植物のつぼみが、

魂を揺さぶり気づきを起こさせる有効なツールに

なってくるのではと思います。 

 

 

 

カテゴリー：［メンタルヘルス、インナーチャイルド］［発達障害］［癌・免疫疾患・難病］ 

 


