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 アガルヴァル博士の研究デスクより 
 

サイ波動薬実践者の皆様 

 

プラシャンティニラヤムよりご挨拶を申し上げます。今年もまた、素晴らしい一年のスタート

が美しい調べと祝福とともに始まりました。まずは波動薬に関する喜ばしいニュースをお伝え

いたします。御存じの方もおられるかもしれませんが、毎年初、前年中に講習・養成訓練を受

けた波動薬実践者及びみなさんが携われた患者さんの総数、そして奉仕に従事した時間数をス

ワミにご報告しております。今年は１月１９日にこの御報告をスワミにお捧げしたところ、ス

ワミはその報告書を両手でお持ちになり、ページをゆっくりとめくられ輝く笑顔で、「この奉

仕活動に大変満足している。」とおっしゃいました。スワミからの直接の御言葉こそが新年の

この上ない贈り物でありそれに勝るものはないように思います。スワミからの祝福、さらには

満足されているとの御言葉、このような恩寵によって私たち一人一人が熱意を新たにサイの活

動に従事し続ける大いなる力を与えられています。 

 

個人レベルでも素晴らしい出来事が起こっています。ここプッタパルティでのある実践者は、

最終頁の写真をご覧いいただくとおわかりのように、コンボボックスを受け取ってすぐにボッ

クス内のボトルの底にビブーティが物質化していることに気付きました。また、ロンドンの実

践者からは処方した一つ一つのレメディや患者記録簿からビブーティが出ているとの報告を受

けました。これほど多くの方法で、スワミが御自身の遍在と全知全能をお示しになり、また私

たち一人一人を通して働かれているということを目のあたりにすることは恩寵以外の何物でも

ありません。  

 

もうひとつの特筆すべき出来事は、ケララ州で波動薬アシスタントの第一回ワークショップが

行われた一カ月後に、当地で新しい独自の波動薬通信が発行されたことでした。それぞれの国

や州でグループとしての奉仕活動が効果的に行われ、互いに情報や活動を分かち合うことでお

互いがお互いを奨励し合うようになることを願っております。こうした積極的で卓越した率先

性を賞賛したいと思います。 

  

新たなお知らせとしまして、これまでのウェブサイト www.sairam.freeuk.comは新しく更新さ

れる予定で現在は使われておりません。新しいサイトは www.vibrionics.org.となり、できれば

２カ月以内には更新完了予定でおります。新しいホームページが完了次第皆さまにその旨お知

らせいたします。最後に、そして、実は最も重要なことですが、私たちは決して医師でもヒー

ラーでもないということを改めて認識して戴きたいと思います。私たちは波動薬の実践者であ

って、スワミの手の内にある道具にすぎません。サイこそが唯一の治癒者であり、真の医師で

す。 

    

サイの愛の奉仕の中で 

アガルヴァル・ジット 



 
コンボを使った処方例 

 
１．足の裏の筋膜炎（インド） 

５２歳の女性が８カ月もの間、かかとの炎症を患っていました。彼女の担当医は薬を処方

していましたが、痛みも症状も好転しませんでした。医師により両足のかかとの骨に注射

を打つことが勧められました。その注射は、処方に際してひどい痛みを伴うものの、症状

を治癒する可能性をもたらすものでした。しかし、その女性はその治療を受けずに、波動

薬実践者に助けを求めました。彼女は１年ほど前、坐骨神経痛を患っていたことも告げま

した。その波動薬実践者は患者さんの年齢も考慮して、骨粗しょう症にも対処し、以下の

レメディが処方されました。 

 CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive Tissues  
+ CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…QDS 

一か月以内にこの女性は完全に良くなり、痛みを伴わずに歩くことができるようになりま

した。波動薬世話人はさらにもう一カ月（一日３回）服用の継続を勧めました。それ以来、

症状が再発することはありませんでした。 

 

注）この処方例は成功裏に終わりましたが、理想的には当初の処方をかかとの炎症に集中し、

後に、骨粗しょう症や坐骨神経痛の再発や発症の際にそれぞれの処方を行うとよいでしょう。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
２．しょうこう熱（Scarlet Fever（日本）） 

１８か月の乳児が１週間、高熱を患い、母親の母乳以外は受けつけず、食べ物や飲み物

（水さえも）もとらず、全て吐いてしまう状態が続いていました。夜泣きで睡眠もとれず、

全身（口内にも）に発疹ができ、下痢の症状もありました。医師により、しょうこう熱と

診断されましたが、母親は逆症療法の薬を子どもに与えたくなく、波動薬を求め、次のレ

メディの服用が始められました。 

NM2 Blood + NM18 General Fever + NM26 Penmycin + NM36 War + NM80 Gastro + NM86 
Immunity + SM41 Uplift + SR316 Streptococcus…最初の３時間は１０分おきに、その後一

日６回、症状の改善が見られてからは一日３回 

最初の服用でその乳児は嘔吐することなく水を飲むことができ、一日のうちに症状が緩和

され、３日経つと、平熱まで熱も下がりました。しかし、８日目には、顔、手足の 

むくみがひどくなり、以下のレメディが当初のレメディに加えられました。 

NM21 KBS + OM15 Kidneys 

５日後、その子は普通に食事ができ、歩けるようになりました（それまでの１０日間歩く

ことができなかったのですが）。３週間後には、体重の若干の減少が見られたもの全ての症

状が改善され、また、病気以前よりも皮膚にはりやつやが見られ、現在の健康状態は全く

良好となりました。 

 

注）本処方例では、バイブロポテンタイザー（マシーン）が用いられ、上記の処方が行われま

したが、１０８のコンボを用いた場合には CC9.4 Scarlet Fever + CC13.1 Kidney によって

も同様の効果が得られるでしょう。 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

３．先天性心臓疾患（インド） 

６か月の乳児が先天性心臓疾患を患い波動薬実践者のもとへ送られました。職業医師でもある

この世話人は診察によって心雑音に気づきました。本来であれば、この子は入院すべきであっ

たのですが、入院に必要な高額費用はこの両親には支払うことはかないませんでした。そして

次のレメディの処方が始められました。 

CC3.1 Heart Tonic + CC3.4 Heart Emergencies + CC12.2 Children Tonic 

 

最初の数週間、一日４回、このレメディは水で処方されました。その後、砂糖粒の形でレメデ

ィは母親に渡され、一日３回２粒を水に溶かして処方するよう指示され、一年半続けられまし

た。 

 

後に、この２歳の女の子を診断した小児科・心臓科医は２次元エコーや他の報告により、先天

性心臓疾患の症状が全く消えていたことを確認しました。スワミの恩寵により少女は手術を受

けることなく現在、全くの健康状態で暮らしています。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

４．ケガをした猫（イタリア） 

４歳になる雌猫がひどいけがをして右あばらを部分骨折しました。この猫は激しいショックを

受けており、極度の恐怖とひどい痛みにあえいでいました。飼い主は逆症療法の薬を与えたく

なかったので、以下のレメディが直ちに処方されました。 

NM20 Injury + NM3 Bone I + SR271 Arnica (30C) + NM95 Rescue 

このレメディは水で作られ当初の一時間、１０分毎に処方されました。その後３日間、一日６

回、以降は一日３回としました。処方者は一日目で猫の痛みが半分程度まで改善されたように

感じました。猫はずっと穏やかになり、３日後には、けがをする以前のように猫は飛び跳ね回

って１００％の回復が見られたのでした。 

 

注）本処方例では、バイブロポテンタイザー（マシーン）が用いられ、上記の処方が行われま

したが、１０８のコンボを用いた場合には CC10.1 Emergencies によっても同様の効果が得ら

れるでしょう。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

５．多嚢胞性卵巣症候群（インド） 

４２歳の女性が生理中に激しい出血と痛みを患っていました。生理は不順で、双方の卵巣に複

数の嚢胞が見られたため、以下の波動薬コンボが処方されました。 

CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis…TDS 

一か月後、生理は順調となり痛みも無くなりました。しかしながら、超音波による診断により

右側卵巣の肥大と出血性嚢腫が確認されました。医師により手術が勧められましたが、再度、

彼女は波動薬世話人に出向き、以下のレメディを処方されました。 

CC8.4 Ovaries + CC20.6 Osteoporosis …TDS 

１０日後の超音波検査では双方の卵巣に異常はなく、嚢胞も見られませんでした。患者さんは

波 動 薬 を通 じ ての 治 癒の 祈 り に応 えて 下 さ った ス ワミ に 感謝 を 捧 げま した 。 

 



注意とお願い：この波動薬通信に投稿して戴く様々な治癒例につきましては、具体的な記述

（患者さんの年齢・症状を患った期間・コンボの服用回数と服用期間、その他重要と思われる

付帯情報）を付記して戴けるようお願いいたします。それにより読者の方々へ詳細で有益な情

報として効率的な活用が可能となります。 

 

                   質問コーナー  
 

質問：野菜や果物に付着している化学薬品・スプレーなどをどのようにしたら除去できますか 

 

回答：まずは、できるだけ新鮮な有機無農薬の野菜や果物を摂るように心掛けください。最も

好ましいのは御自身の栽培する畑からのものです。それ以外のもので化学薬品の散布が疑われ

る際には以下の手順に従って行ってください。小さじ一杯の塩と二杯の酢を、半分水で満たし

たボウルに入れ溶かします。そこに野菜や果物を２０分漬けておきます。こうすることで殺虫

剤や農薬が浸出してきます。その後はきれいな水で残留分もよく洗い流してください。 

 

質問：わたし自身を波動薬もしくはバイブロニクスの医師と称してもよいでしょうか？ 

 

回答：いいえ、あなたを医師あるいはヒーラーとして紹介してはなりません。あなたは、スワ

ミの手の内にある一筋の導管であって、波動薬を提供・処方する実践者です。スワミこそが唯

一なる真の癒し手であり医師です。制度上の医師の免許を持つ人は、制御されたあるいは時に

毒性のある医薬品を取り扱うために訓練が必要とされます。波動薬を処方する際には事前に医

学的知識は必ずしも必要とされません。処方の際に代金を請求することも見返りを求めること

もありません。波動薬は奉仕の手段として与えられました。これは祈りと愛を持って処方され

るものです。実際、砂糖玉あるいは水の形で処方されるレメディは物質ではなく、波動として

の微細エネルギーです。逆症療法の薬であるかのように誤解されないためには（誤解されるこ

とを恐れる場合には）、容器の表示を「砂糖粒」としてもよいでしょう。 

 

質問：私のお世話する患者さんは波動薬に良好に反応し、服用中の逆症療法の薬を止めたがっ

ています。どのようなアドバイスが適切でしょうか？ 

 

回答：患者さんに、医師から処方された逆症療法の薬を止めるように言うことは適切ではない

でしょう。症状が改善された場合に、（薬の服用を減らす・無くすことについて）医師に相談

すべき、という助言をすることができるでしょう。実際、薬を減らしたり、止めたりすること

は患者さん自身、もしくは医師の責任において行うものなのです。 

 

質問：ある患者（母親）さんの息子さん（成人）がアルコールとタバコの依存症です。母親は

息子に波動薬を服用させるために波動薬を自分に渡してほしいと言っています。アガルバル先

生の御経験から、こうした処方の仕方に効果はあるでしょうか？ 

 

回答：アルコールやたばこ、麻薬の依存症のケースでは、その患者さんが直接あなたのもとに

来て処方を依頼する必要があります。と同時に、患者さん自身がそうした習慣を断つことを強

く決心し精進する心構えが求められます。そうして初めてレメディが処方される条件が満たさ

れます。依存症の癒しが実現するには、患者さん自身の前向きで強固な姿勢が求められるべき

大切な要素となります。 

 

アガルヴァル先生への質問がありましたら、news@vibrionics.orgまで御送り下さい。 

 
 



 
 健康に関するアドバイス  
 
シナモンが体重と血糖値の制御を促進？ 

 
台所でしばしば使われるスパイスであるシナモンは、朝食のオートミールにふりかけたり、サ

ツマイモパイなどにも使われますが、これまでの調査・研究によって、血中のブドウ糖値を下

げる働きをもつことが分かってきました。この領域での効用とは別に、さらなる研究や民間伝

承医学によれば、シナモンには体重の減少をもたらす脂肪燃焼の特性があるとも言われていま

す。このシナモンは古代より用いられ、様々な文化において重んじられてきました。 

 

２００３年に刊行された「糖尿病のケア」誌の中で、毎日少量のシナモン（１グラムから６グ

ラム：茶さじ約１杯から２杯）を摂取していた２型糖尿病患者の血糖値の低下が見られたとの

研究発表がありました。シナモンがもたらす効用の仕組みに関してはまだ解明が待たれるとこ

ろですが、同研究は、シナモンの摂取を止めて２０日以上たった後もその効果が持続したと報

告しています。また、２００９年のスカンジナビアでの研究は、毎日３グラムのシナモンの摂

取が健康な人の食後の血糖値を下げたことを示しています。 

 

高いレベルのインシュリンは過度の血糖の消費を少なくしてしまいます（そして糖は体内に脂

肪として蓄積されます）。従って、食後のインシュリンの低下が重要になってきます。もし、

シナモンが血糖と併せて脂肪をコントロールする働きがあるとすれば、これまでに言われてき

たような体重減量の可能性の理論を裏づけることになります。 

 

このシナモンは中世においては金（ゴールド）よりも貴重なものとされてきました。一つには

それがもとで、セイロン（現在のスリランカ）の覇権をめぐってオランダーポルトガル間での

戦争さえ勃発したのです。当時のスリランカでは甘いシナモンがふんだんに産出されていまし

た。「本物のシナモン」と呼ばれるセイロンシナモンはいまだにかつての名残を表しています。 

カシアシナモンは広く知られる別の種ですが、より高価な「本物のシナモン」とは異なり、そ

の入手可能な手軽さから広く一般に用いられています。セイロンもカシアもともに歴史は古く、

カシアは聖書の中で、モーゼが油注ぎの際の混合成分として指示したという話があります。古

代エジプトでは死体の防腐保蔵処置の材料として、また食物の香り付けとしても用いられてい

ました。 

 

シナモンには様々な種類があり、甘味の香りや形、色など多様性に富んでいます。また、効用

も、水虫を治すための殺菌作用や、香りの吸引により記憶を増強させる作用、お茶と共に用い

ての胃炎鎮静・消化促進作用などがあります。特筆すべきことは、シナモンの摂取によって体

内に過剰な熱が作り出されるということです。人体はホメオスタシス（生物体が体内環境を一

定範囲に保つ働き）を維持するためにそれ自体の熱を作り出し(産熱と呼ばれるプロセス)、シ

ナモンによる熱に対抗しようとします。この一連の経過の中で体内の脂肪が燃焼されるのです。 

 

最も人気のあるスパイスの一つであるシナモンは、様々な食物の香り付けに用いられます：お

茶、パイ、ケーキ、アイスクリーム、スープ、おだんご、カレーなどです。大切なことは香り

によって鮮度が識別できるということです。刺激のある甘い香りは新鮮さを表しますが、香り

に何かしらの苦みが感じられたり香りに刺激のない状態は鮮度を失っており、望まれる効用と

しての体重減少作用は期待できません。シナモンを他の食物と混ぜ合わせることはその香り自

体を引き出すことにもなりますが、もしシナモンが新鮮でなければ、他の材料や成分に対して

引き立つような香りも期待できません。 

 



 

シナモンの過剰摂取による持続的な副作用については、これまでのところ全く報告されていま

せん。しかし、すでに糖尿病やコレステロール摂取制限のある患者さんにとっては医師からの

禁忌（普通なら適切な療法であるのにそれを適用できない状態）的な助言が必要となります。

そうしたケースでなければ（一般的には）、シナモンは血糖値と体重双方に低下をもたらす有

効な代替手段として広く認証されています。出典：NaturalNews.com and http://care.diabetesjournals.org 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

慢性関節リウマチの８つの症状と徴候 
 

慢性関節リュウマチは深刻な自己免疫疾患で、関節を初めとして体の様々な部位に悪影響を及

ぼします。またこの疾患の診断は困難であり、他の病状に酷似していたり、突発的に発症した

かと思えば、鎮静し、時間をおいて別の部位で発症するといったこともあります。医療検査も

完全ではありません。診断結果が陰性であっても実際には疾患が認められることがあります。

エックス線検査もその初期にあっては何も示してはくれません。 

 

ここに慢性関節リウマチによるものかどうか疑わしい８つの症状や徴候を挙げてみます。 

 

治りづらいケガ：捻挫など治りづらいケガが慢性関節リュウマチを原因としたものである可能

性があります。ニューヨーク市にある特別診療・救護院に勤めるリュウマチ科医師であり薬剤

師であるマンデル・リサ・Ａ氏によると、こうしたケースは若い世代によく見られるとのこと

で、サッカーをした翌日、ひざが腫れてしまうということもあり、「２回のひざ関節親和性の

手術とひざの理学療法を受けた人々が実際に慢性関節リュウマチであったというケースがあり

ます。」と述べています。 

手の麻痺・しびれ：慢性関節リウマチの一つの症状は手根管症候群（Carpal tunnel 

syndrome：手根管（腱と神経が通っている手首内の管）の中を走る正中神経が何らかの原因で

手根管内圧が上がり、圧迫されて引き起こされる疾患群）に酷似しており、手や手首のしびれ

として表れます。マンデル医師はその感覚は（肘先の）尺骨の端を打ちつけた時のものと似て

いる、と説明しています。この症状は腕の腫れが手の神経を圧迫することで引き起こされ、し

ばしば、就寝時に悪化します。慢性関節リウマチに言及することなく、医師の診断を仰いだ場

合、手根管症候群とされるかもしれません。 

足の問題：慢性関節リウマチを原因とする痛みや炎症が頻繁に起こる部位としては足の前部で

す。ハイヒールを履いていた女性が痛みのために履けなくなったり、足底筋膜炎（かかと近く

の足の裏の組織の腫れによって生じる炎症）のためにかかとに痛みを訴えるケースなどがみら

れます。 

目の問題：慢性関節リウマチはさらに、シェーグレン症候群（腺からの湿気成分分泌を阻害す

る炎症によって目・鼻・口・のど、皮膚の乾燥をもたらすような自己免疫不全）を患う危険性

があることをマンデル医師は指摘しています。この症状は慢性関節リウマチの初期段階でさえ

発症する可能性がありますが、一つの器官の症状に限定されないことが多いのです。ドライア

イを患う多くの人は眼科を訪れ診断を求めますが、マンデル医師が勧めることは、眼科医であ

っても、あるいは特定の専門科医であっても、体の他の部位の症状をも共に伝えていく必要が

あるということです。 

 

両膝の痛み：慢性関節リウマチに最もよく見られる症状の一つとして両膝の痛みがあります。

人々はしばしばその原因が膝の酷使あるいは老年期によく見られる関節炎である変形性関節症 



 

であると考えます。この痛みはまた結合組織炎あるいは慢性疲労症候群（疲労は慢性関節リウ

マチの症状でもあります）として誤診されることもあります。慢性関節リウマチによる関節痛

はすぐに治まるものではなく、通常一週間以上続きます。またもう一つの特性として対称性―

両手・両膝・両足・両足首が同時に影響を受けることが挙げられます。 

 

朝に現れる関節の硬直性：慢性関節リウマチの別の特徴としては朝に現れる関節の硬直性です 

また、この症状は睡眠などのように体が長時間活動していない後に痛みが生じるような変形性

関節症に広くみられるものでもあります。この２つの症状の違いは後者の場合、通常３０分程

度で痛みが治まるのに対して、前者の痛みはもっと長くほぼ一日続くことがあります。適切な

運動療法によってこれら双方の硬直性や痛みを軽減することができます。 

 

関節のこわばり：慢性関節リウマチは特に膝や肘の関節のこわばりをもたらすことがあります。

関節のまわりの腱の腫れがひどくなり、それによって関節を曲げることができなくなってしま

うのです。この症状が進行した際には、膝の後ろの嚢腫となって関節の動きを妨げることにも

なりえます。この症状は関節間軟骨裂傷（スポーツでよく見られる膝関節のケガで、嚢腫の形

成を後に伴うことがある）と誤診されることもあります。  

 

小瘤：関節患部の皮膚内に生成される固いしこりで、しばしば肘の裏やときおり目にも現れま

す。慢性関節リウマチの進行の進んだ段階でよく発症し、またその前段階においても時折見ら

れることがあると、マンデル医師は説明しています。小瘤は関節炎の一種である痛風として診

断されることもあります。  出典: Health.com 
**********************************************************************************************************************  
 

 治癒者の中の治癒者である神からの御言葉集  

 

奉仕者でありなさい。神の道具として働きなさい。その時あらゆる喜びや力があなたに授けら

れます。あなたが師として振る舞えば、あなたのまわりの一人一人に妬みや憎しみ、怒りや貪

欲をあおることになります。神の御手の中にある一介の道具であると感じなさい。全能の神に

自らを形造ってもらい、使ってもらいなさい。           サティア サイババ 
 

無私の奉仕を最高の霊性修行であると考えなさい。この奉仕はあなたが確保した偉大な機会な

のです。この大勢の集まりの中で行われるあなたの奉仕活動は、あなたの霊的成長にとって、

何日も続けて行われるジャパ（神の御名を唱えること）や瞑想よりも有益なものです。しかし、

奉仕によって世界を改革するとか変革するというように考えないようにしなさい。実際そうな

るかもしれないし、そうでないかもしれません。そのこと自体に重要性はありません。無私の

奉仕の真の価値、目で確認できる結果というのは、それによってあなた自身が変革し変容する

ということです。無私の奉仕を霊性修行として行いなさい。その時、あなたは謙虚となり、幸

せになります。他人に貢献していると胸を張ってはなりません。自らを変容させなさい。 

                                サティア サイババ 

人々は神のやり方を理解することはありません。ある特定の出来事がある特定の時期に特定の

方法でなぜ起こるのかを人々が知るすべはありません。神のみが知っています。しかし人々は

座して出来事や人を裁き、多くを口にします。たとえば、ここプラシャンティニラヤムで人が

病死したときなどです。誰もが死を免れることはできません。アヴァターですら、地上での使

命が終了した時には肉体を脱ぐのです。あなたが、愛する人との死別によって神への信愛を失

うことは無知の極みでしかありません。              サティア サイババ 



 

 お知らせ  

 

ワークショップ開催予定 

 

 インド、グジラート：第２３回波動薬実践者アシスタントワークショップ及び第１２回

ジュニア波動薬実践者ワークショップ ２０１１年４月８～１０日 

 

インド、デリー：第１回波動薬実践者アシスタントワークショップ ２０１１年６月２

４～２６日 

 

詳細は各地域主催者へご連絡ください。 

 

 イタリア、ヴェニス近郊の Oriago：最初のワークショップ開催。連絡先：Fabio 
Previati 電話041-563 0288 またはイーメール previati.fabio@gmail.com. まで。 

 

 ポーランド、Opole: 波動薬実践者アシスタントワークショップ及びジュニア波動薬実

践者ワークショップ ５月１４－１５日 

Wroclaw：波動薬実践者及びジュニア波動薬実践者向けリフレシュワークショップ、及

び処方例の紹介と研修 １１月１２－１３日、連絡先： Dariusz Hebisz 電話： 071-349 
5010 、もしくはイーメール d_hebisz@hdp.com.pl.まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コンボボックスの底、各ボトルの周りに物質化されたビブーティが見られます 



 

 

Ｅメールアドレスが将来変わる方はできるだけ早くお知らせください。また波動薬実践者の方

でこのニュースレターに興味を示されそうな方がおられましたら、news@vibrionics.org まで

御連絡くださるようにお伝えください。御協力ありがとうございます。 

ウエッブサイト www.vibrionics.org もご覧ください 

ジェイサイラム！ 

 

 

 

サイ波動薬・・・すぐ手の届く優秀な医療を目指して・・・無料の医療へ 
 


