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■リウマチからの二次性の線維筋痛症が 

鍼灸とホメオパシーで改善したケース 
 

日本ホメオパシーセンター仙台錦ヶ丘 

JPHMA 認定ホメオパス No.0906 

橋本 孝子（はしもと こうこ） 

 
今回はリウマチからの二次性の繊維筋痛症が鍼灸とホメオパシーとの併用で改善したケースをお

話しします。 

 

線維筋痛症の特徴は、全身に慢性の激痛と強いこわばりがあり随伴症状も多岐に渡ります。 

そして日本での患者数は推定２００万人とも言われますが、原因不明のため対策は特定の鎮痛薬

だけが認可されている状況です。 

 

初めに、様々な療法にはそれぞれの得意分野があると思います。私が分類する鍼灸とホメオパシ

ーでは重複しているところを除いて下記のようになっており、どちらにも共通していることは、

病気は急性病と慢性病に分かれていて病名にはあまりこだわらないところです。 

私の治療院は鍼灸を前面に出しているので、初めからホメオパシーの健康相談で来られる方は多

くありません。しかしクライアントさんの状態を見て、必要に応じてホメオパシーのお話をしま

す。私は今まで鍼灸とホメオパシーを併用することでなかなか改善の見られなかった症状が大き

く改善してゆく姿を数多く見てきています。 
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【クライアント】５６歳 女性 

【主訴】 線維筋痛症 

【主な症状として】 

１、関節の激痛、腫れ、強ばり、動かしにくさ（首、肩、上腕、手首、手指、膝、足、あご） 

２、筋肉の激痛、腱、頭(表面）、咽頭、耳下腺、顎下腺、側頭部の激痛 

３、慢性強度の疲労感、不安感、自分軸のブレ感 

４、目、口腔内の乾燥  

５、手足の冷え 

 

【タイムライン状況】 

5 才～  朝食なし、夜はコーラとおつまみ 

13 才～18才 夜のコーラがビールに代わった   

40 才  歯科受診直後から口腔内の強度乾燥、目の痛み、手の腫れ 全身強度強ばり出現 

  大学病院でシェグレーン症候群、 関節リウマチと診断 

「ここから 17 年間、プレドニン、抗リウマチ薬、免疫抑制剤の服薬が始まった」 

48 才  右股関節 人工関節置換手術 

51 才   生物製剤の点滴開始（４回）点滴直後から呼吸困難、幻覚、パニック症状で入院 

53 才  9・12 月に肋骨骨折 帯状疱疹 

54 才   左股関節人工関節置換手術 

55 才  インフルエンザから続発的な体調不良 

56才  6 月免疫抑制剤を飲むのを止めた 

9 月全身の激痛症状が始まり、日常生活が困難な状態になった                   

9 月 14 日 当センター併設の「錦ヶ丘天文台前治療院」に来院 

10月病院から「リリカ」を処方される 

翌年１月の受診にて「リウマチからの繊維筋痛症」と診断される 

 

●ホメオパシー健康相談会（2018/11/3）に入る前にホメオパシーのレメディーで 

事前に腎臓・肝臓・脾臓の臓器サポートを開始 

2018/9/21 

  Acon.（ヨウシュトリカブト）、Led.（ヤセイノローズマリー）、 

Nux-v.（マチンシ）、Staph.（ヒエンソウ）   

・とてもリアルな夢を見てその中で理不尽だった事に感情が爆発した。 

2018/9/22～ 

 サポートチンキ 腎臓、肝臓、脾臓 

・髪と体が常にとても臭くなっているように感じた。 
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【ホメオパシー健康相談、経過】 

 

●１回目（2018/11/3）TBR 

1:1263 全般 - 関節全般-関節痛 

2: 263 部位 – 前腕 

3:1050 全般 – 圧するような痛み（疼痛） 

4: 959 全般 – 乾燥-通常湿り気のある内側部分 

5: 684 系統 – 冷たさ  

6: 807 全般 – 気がそぞろ（放心状態、不注意）

 

Caust.（コースティカム／水酸化カリウム） 

 

●１回目 2018/11/3 レメディー  

随時 サポートφ脾臓+Chel.30C（クサノオウ）+Merc.30C（水銀）+Antibiot-C-D 30C（抗生物質） 

朝１ アルポ +Calc-p.LM01（燐酸カルシウム） 

朝２ アルポ +Syph.LM02（梅毒） 

夜  アルポ +Caust.LM03（水酸化カリウム） 

 

１回目(2018/11/3)の健康相談からの変化 

・レメディーをとった夜(11/8)、頭から光の輪が無数に降ってきて、体を包んでいくような 

 とても穏やかで、幸せな感覚になった。 

・体の激痛が和らいできて、睡眠が深くなってきた。 

・蓋をしてきた感情が毎晩夢の中に出てきて、夢で文句を言ったり、人を叩いたり、泣いたり

することができた。   

・朝、大量の痰が出てくるようになった。 
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●２回目（2018/12/23）レメディー 

随時 MT）エキネシア+Aspart.30C (人工甘味料）+Ran-b.30C (キンポウゲ） 

 +Ayah.200C (アヤワスカ）+Nux-v.LM04（マチンシ） 

  朝１  アルポ +Zinc.LM02（亜鉛） 

朝２  アルポ +Spyh.LM03（梅毒） 

夜     アルポ +Sep.LM04 (イカ墨）  

 

２回目(2018/12/23)の健康相談からの変化 

・2018年 6月、自分で免疫抑制剤を止めた際にリバウンドを体験しており、それは大分落ち 

着いてきた。 

・2019 年 1月、プレドニン、抗リウマチ薬を飲んだところ、今までは具合が悪くなったことが 

ないのに何度も吐いてしまう。 

 「身体が拒絶している」と感じ、この日から病院処方薬を飲まなくなった。     

 薬を外したリバウンドからか、身体がどうしようもなく疲れ、怠くてヤル気すら湧いてこない。 

不安な気持ちになっている。全身の苦しさに加え特に背中全体が痛い。右肺が苦しい。 

 

●３回目（2019/2/8）レメディー 

粒  Antican-HD27 30C （葉酸代謝拮抗剤）+St-PSL-C30（副腎皮質ステロイド） 

朝１ アルポ +Kali-p.LM02（燐酸カリウム） 

朝２ アルポ +Vario.LM01（水疱瘡ノゾース） 

夜  アルポ +Cocc.LM05(アオツヅラフジ） 

 

３回目(2019/2/8)の健康相談からの変化 

・背中の痛み、呼吸の苦しさがほとんどなくなった。 

・首を中心に肩腕の痛み苦しさがある。 

・４月に入り目鼻の痒みがあるが、 

薬を使わないで乗り越えられている自分が凄い！！ 

・目口の乾燥が強い。  

・とにかく眠い。 

 

●４回目（2019/5/21）レメディー 

随時 MT）サポートφ腸内細菌+Antican-HD27 30C （葉酸代謝拮抗剤） 

+St-PSL-C30C （副腎皮質ステロイド） 

朝１ アルポ +Carb-an.LM03（獣炭）  

朝２ アルポ +Carc.LM04（癌） 

夜  アルポ +Nux-v.LM05（マチンシ） 
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【 2018 年 9 月 14日から 2019 年 11月 10日までの体調の変化】 

 

● 2018年 9月 14 日当初              ● 2019 年 11月 10 日現在 

 

１、関節の激痛、腫れ、強ばり、動かしにくさ ➔関節の痛みは無し。 

                        腫れは日によって、両手指のみとなった 

 

２、筋肉、腱、頭（表面）、咽頭、耳下腺、  ➔痛みは気圧等により日変動はあるが、 

顎関節、側頭部の激痛             日常生活には影響ない 

 

３、慢性強度疲労感、不安感、自分軸のブレ感   ➔「疲労感、不安感がとれて自分の人生は 

自分ペースで自分らしく！」と思えるよ

うになった 

 

４、目、口腔内の乾燥              ➔ 乾燥症状は以前より楽になった 

 

５、手足の冷え          ➔ 体が温まり、汗が出せるようになった 

 

 

【結果】 

♦ 2018 年 9 月から始まった全身の激痛が、薬を飲まなくても通常の生活が出来るように 

改善した。 

   (現在は 2002 年以来 17 年間飲んできた薬も全て飲んでいない。） 

♦  精神的にも日々を生き生きと前向きに生きられるようになった。 

 

 

【考察】 

♦ 長期間服薬等を続け、全身に強い痛みを発症している場合、鍼灸、ホメオパシーの併用は

非常に効果的である。 

♦ 今回、短期間で症状の改善ができたのは、上記にプラスしてクライアント自身が 

今まで病気になってもなお頑張り続けてきた自分に気づき、沢山の愛をもって 

自分自身を労れるようになった結果と考える。 

 

 

カテゴリー：［薬剤等からの影響］［癌・免疫疾患・難病］［他の療法への応用］ 


