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病める人、打ちしおれた人、落胆した人、疾患に苦しむ人がいれば、まさにそこにあなたの奉

仕の場があります・・・シュリサティアサイババ 
 

 
第２巻 第３号          ２０１１年５・６月 
 

 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 

 

私に信を持ちなさい。私は決して間違いを犯すことはありません。幻惑の世界の無常とはか

なさを見極めなさい。神の遊戯には深淵な意味があり、間違いによって起こるものはありま

せん。全ては私の意思であり望みなのです。私が意思しなければ何事も起こらないというこ

とを覚えておきなさい。安定した心を持ちなさい。あなたと私の関係はいにしえからのもの

であり、永遠なのです。それはこの世的な関係とは異なります。この生でのあなたの存在は

大洋に見られる波のようです。一方であなたの本質は大洋そのものです。あなたの顔は至福

を表現する媒体です。あなたの本質（大洋）は至福の化身であるが故に、現象としてのあな

た（波）は（自らの本質である）永遠の至福にあこがれ、手に入れることを望むのです。姿

や形上の表面的な私を愛することで満足してはなりません。私があなたにして欲しい振る舞

い・人生の生き方を貫くことで私への愛を表現しなさい。  ――サティア サイババ「サ

ティアサイは語る」第３巻 

 

バガヴァンシュリサティアサイババ様が肉体の衣を脱がれてから１カ月以上が経とうとしてい

ます。プラシャンティニラヤムはもとより世界中の帰依者が、予期せぬスワミの旅立ちによる

悲しみと嘆きを受け止めようとしています。 

「神の遊戯の深淵な意味を理解しなさい。」このスワミの御言葉は、スワミがこれまで行われ

たこと全てが本源的な愛として帰依者に向けられたものであることを思い出させてくれます。

肉体を脱がれることもその例外ではありません。スワミの行動一つ一つに私たちが学ぶべき深

い目的や意味、教訓が満ち溢れています。スワミが肉体を去られる最後の数カ月間の肉体上で

の生活を熟考し、反芻することで私たち自身が学ぶべき多くの教訓が見いだされ、我々が死期

に直面する際の姿勢すらも学ぶことができます。 

 

私の心に去来する一つの学びは、肉体的に極めて厳しい状況にあっても、自らの使命・義務を 

果たしていくというものです。スワミは心臓や呼吸の機能が著しく低下していく肉体的苦痛の

中でダルシャンをお止めになることなく何十万もの人々を祝福し、至福をお与えになりました。

スワミは繰り返し、「私は肉体ではない。私は常に至福の中にある。」とおっしゃいました。

しかしこのことは肉体的苦痛を感じておられなかったということでは決してありません。その

意味されたことは、痛みを自らと同化させることなく、痛みを超越して、心をアートマの至福

の中に留まらせておられたということです。   

 

アシュラム内では、もはやスワミの麗しい御姿を目で追うということはありません。このこと

は表面的には先々の不透明な道が続くように見えますが、そのようなことでは決してありませ

ん。私たちは日々の一つ一つの想い・言葉・行動を真実・愛・平安・正義・非暴力というスワ

ミの教えに合致させ、人生を生きることを決意しなければなりません。私たちが利己的エゴを



取り除き、空洞のフルートとなり、神の完全な道具となることでスワミの栄光が輝きます。サ

イは私たちの中で、周りで、頭上で、そして足元で輝くのです。 

 

波動薬は、癒し・希望・安らぎに喘ぐ多くの人々の手元へと届けられるための道具としてスワ

ミによって祝福されました。波動薬実践者である私たちもまたそのプロセスを実行するための

神の道具として祝福されています。どうか、力を合わせ、ともに、これまでの努力を倍にして

より多くの人に私たちがスワミから頂いた愛を分かち合うことができるよう誓いを捧げたいと

思います。みなさんで愛の広がりを見守ってまいりましょう。 

 

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．咳に対する著しい効果（インド） 

生後からずっと咳を患っていた６０歳の女性はその長い年月の中で数え切れないほどの薬

を服用し治療を受けてきました。逆症療法から始まり、アユールベーダ、ホメオパシーと

転々としましたが、症状は癒されず、波動薬へとたどり着きました。彼女には以下のレメ

ディが処方されました。 

CC19.6 Cough-chronic…TDS 

  一月後、７５％の改善がみられました。患者さんにはさらに 

CC19.2 Allergy…TDS 

が、処方に加わりました。１か月後、彼女は９０％良くなり、最後の１カ月は次の処方と

なりました。 

CC19.6 Cough-chronic + CC19.2 Allergy + CC19.3 Asthma …TDS 

４回目にお会いしたこの患者さんは満面の笑みを浮かべ、これまでの彼女の人生の中で初めて、

咳に悩まされない生活を満喫していると述べました。それは、本人はもとより、家族、友人、

隣人にとっても新鮮な体験となり、彼女を知る人は、その癒しがどこから来たものなのかを知

りたがりました。波動薬の素晴らしさを知ると、彼らはそれぞれの抱える症状を訴えその波動

薬世話人のところへと殺到し癒しを求めたのでした。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
２．前立腺肥大（米国） 

７２歳の男性が排尿の困難とそれに伴う痛みを長年患っていました。医師により前立腺肥

大と診断され、手術が勧められました。手術を回避するために、彼は波動薬を求め、以下

の処方を受け、水に溶かして服用しました。 

CC13.2 Frequent Urination + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic + CC10.1 Emergency …TDS 

   ３日後、症状は改善され、排尿の回数も減りました。こののち波動薬は砂糖粒の形での服

用となり、３週間後には更なる改善が見られました。それまでは夜中に何回もトイレに起

きていたのに比べ、たったの２回で済むようになり、排尿の際の痛みもほとんど感じられ

なくなったのです。こうして手術は回避されました。２か月後、症状はさらに良くなって、

夜中には１回のトイレで済み、痛みは全く消えていました。その後の２ヶ月間、服用回数

は TDSから ODへと減り、体調も良好となりました。従って、その後の処方は 



CC13.2 Frequent Urination + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic…OD 

となりましたが、２か月経って、３ＴＷ（一週間に３回）、その後２ＴＷ（一週間に２回）、

そして最後には患者さんの年齢と再発防止のため０Ｗ（一週間に１回）を維持することになり、

通常の健康体レベルでの頻度に落ち着いたのです。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
３．ホジキン病（悪性リンパ腫）（米国） 

 

ホジキン病として診断された６５歳の女性が以下のレメディを処方されました。 

NM6 Calming+ NM30 Throat + NM59 Pain + NM63 Back-up +NM110 Essiac + SM13 
Cancer +SM 24 Glandular + SM40 Throat…6TD 一日６回 を 2 週間、その後 TDS 

４か月後の医師による血液検査の結果は「平常」で、この病気の症状はなくなっていました。

その後もしばらくの間レメディを摂り続けましたが、現在に至るまで６年間病気と無縁となっ

ています。 

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 CC2.1All Cancer+CC19.7 Throat によっても同様の効

果が得られるでしょう。 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
４．幼児期からの盲目（インド） 

 

ある眼科医師によって幼児期から視力を失っている中年の女性に（医師でもある）波動薬実践

者が紹介されました。確認の検査によってこの患者さんはものをはっきりと見ることができな

いということが診断され、以下のレメディが処方されました。 

 
CC7.1 Eye Tonic+CC12.1 Adult Tonic ….QDS(一日４回) 
 
２週間の服用で人の顔やテレビの画面がはっきりと見えるようになり、２か月後には新聞も読

めるようになりました。 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
５．感情・精神障害（インド） 

 

一人の若い女性が家族を伴って波動薬実践者のもとを訪れました。彼女は１１歳の時に、家族

の留守中に幼い弟の面倒を任されたのですが、その時に彼女の弟に発作が起こったのでした。

この発作はそののち何回も起こる症状の最初の出来事で、癲癇（てんかん）と診断されました。

しかしながら、幼い彼女にしてみれば、弟に何が起こったのかが分からず、近所の人が助けに

来るまで茫然自失の状態で心は深く傷ついていました。しばらくして、彼女は弟に起こったこ

とは自分のせいだとして自らを責め、痛ましい体験の記憶に囚われたのです。 

 

その頃を境にして、彼女の人格に変化が見られました。急に怖がったり、攻撃的になったり、

混乱したりするようになったのです。医師によって様々な薬が処方されましたが、持続的効果

はありませんでした。薬を服用している間は、半分死んでいるかのように静かで落ち着いてい

るのですが、長期の観点からみると、好戦的で非協力的な傾向が以前より増しているのです。 

医師による診断によっては１１歳の時の感情的なトラウマなのか神経系統へのショックなのか

正確な原因の究明がなされないようでした。波動薬実践者が実際には２３歳であるはずの彼女

を見た時、彼女は言葉を発することもなく目を合わせることもなく、青ざめたうつろな表情の

１７歳の少女にしか見えませんでした。ただ、彼女はババを知っており、ババを愛しているか



との問いに頷いたのです。そこで世話人は「これはババからのお薬だから、約束した通りに毎

日飲んでください。」と告げ、以下のレメディが処方されました。 

 
CC15.2 Psychiatric disturbances + CC18.1 Brain & Memory Tonic….TDS （但し、症状緩和に伴い

服用回数を減らすこと） 
 

数か月後、アシュラム内のダルシャンホールで、クリスマスのお祭りの終了時に、ホールから

この波動薬実践者が立ち去ろうとしていると、見かけない２人の女性が駆け寄ってきました。

年配の女性の「ババのお薬のおかげで娘は治りました。」との声掛けで、２人が誰だかわかり

ました。以前は痩せこけて軽々と母親に抱きかかえられていた娘さんは、健康的な女性となり

自信に満ち幸せそうに微笑んでいました。 

 

４月の特別号で御紹介した放射能汚染保全レメディの作成に関してですが、イタリアのコーデ

ィネーターより、前回お知らせしたレメディの組み合わせに加えて、ヨー素のノーソードを追

加したらどうかとの指摘がありました。ご指摘の通り、この付加により一層の効用が高められ

ることになるため、バイブロポテンタイザー（マシーン）をお使いの方は薬局からヨー素を入

手され３０Ｃの強度で追加作成をお薦めする次第です。 

 

 質問コーナー  
 

質問：数粒のレメディをアルコールに溶かして波動を転写した場合、元々のアルコール波動薬

資材と同様の働きをするものと考えてよいでしょうか？ 実は、何カ月もレメディを必要とす

る患者さんがパリからかなり離れたところにお住まいなのです。その方がレメディを全て使い

きってしまわれる前に将来のためにアルコールの小さなボトルを用意できたらと思った次第な

のです。 

 

回答：このやり方で大丈夫だと思いますが、転写の元となる砂糖粒がその患者さんによってど

れほど適切に管理されていたかによって波動転写後のアルコール資材の効能に違いが現れるか

もしれません。 

 

質問：１０８のコンボボックスのアルコール内の波動はどのくらいもつのでしょうか？  

 

回答：２年間ですが、その期間が経過する前に９回アルコール容器を良く振ることで持続力は

さらに２年間延ばすことが可能です。すなわち、これを繰りかすことで半永久的に波動を保つ

ことができます。 

 

質問：砂糖粒の波動はどのくらいもつのでしょうか？波動薬がどのように用意されたかによっ

て異なるものでしょうか？ 

 

回答：その保管状況に応じて、波動薬は基本的に２カ月から６カ月間効能を保ちます。屋内で

様々な電磁波から遠避けられた適切な場所で管理された場合には６カ月程度有効でしょう。し

かしながら、レメディ容器を持ち歩く場合、携帯電話等の電磁波にさらされ易いので２ヵ月く

らいとみておいた方が無難でしょう。容器はアルミはくに包むことで、電磁波の影響を軽減す

ることが望まれます。 

 

質問：水を媒体にしてレメディを用意する場合、水１リットルに対してアルコール液２５滴と

テキストで読んだことがあります。一方で、動物や植物には１０滴でも有効なのでしょうか？ 

 



回答：以前においては、２５滴を用いていましたが、現在、あらゆるケースにおいても、１リ

ットルあたり５滴から１０滴で有効なことがわかりました。この量だけで大丈夫です。 

 

質問：動物、特に牛に対して、どのようにレメディを処方したらよいでしょうか？ 

 

回答：動物へのレメディの処方は水の形で摂取することが理想です。動物や赤ちゃんの服用の

際には必ずしも舌下でレメディを留め置くことが必要ではないことにご注意ください。水を媒

体としたレメディを用意する際には１リットルの水に５滴のアルコールコンボをたらし、勢い

よく１００回振ってください。このやりかたによって、レメディの効用が更に増すことがある

かもしれません。こうして用意されたレメディは直接服用するか、あるいは、動物に対しては、

飲み水の中に加えていただいて結構です。  

 

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  

 
呼吸 

 

静かに座って瞑想をする時、私たちはいわゆるモンキーマインド（騒がしい心）を呼吸に集中

させ、想いがあちこちへとさまよわないようにとの助言を受けることがあります。また、呼吸

そのものについても胸部に限られることなく腹部にまでおろして行うことも勧められています。 

 

現在、これらの事柄は健康の観点からも有益であることが確認されています。ロバート・フィ

ールド氏の著書「深い呼吸は健康をもたらす」（Breathe Well, Be Well）によれば、ほとん

どの人があまりにも浅く速い呼吸をしているといるとのことです。このような呼吸では血液中

の二酸化炭素の量的バランスが崩れやすく、手のヒリヒリとした痛み、もうろうとした意識、 

疲労、虚弱、頻繁な溜息、あくび、ゲップ、便秘、神経過敏（怒りっぽくなる）、不眠といっ

た症状が現れることになります。正しい呼吸によって慢性的なぜんそくや高血圧、片頭痛など

を改善することができるのです。「腹式呼吸が正しい呼吸です。生後間もない赤ちゃんの呼吸

を見て下さい。呼吸毎にお腹がゆっくりと上がったり、下がったりしています。」とフライド

博士は指摘します。博士は深い呼吸をするために以下のような練習を勧めています。 

 

あなたの身体が点眼器を逆さにした状態としてイメージしてください。あなたの鼻が目薬の先

端で胃が目薬の胴体です。両手を胃のあたりに当ててゆっくりと息を吸っていきます。その時、

胃は吸い込んだ空気で拡がっていくイメージを持ちましょう。今度は息をゆっくりと吐きます。 

この時、目薬を絞るかのように腹筋を締めて胃の中の空気を出します。 

 

この練習を日々行うことによって数日から２週間の期間で健康状態の変化に気づかれる方が多

いです。最終的には、これまでの浅い呼吸を忘れて、深い腹式呼吸が意識しなくても行われる

ようになることです。このことは瞑想にもよい影響を及ぼすかもしれません。 

 

出典：「深い呼吸は健康をもたらす（Breathe Well, Be well）ーストレス、ぜんそく、高血

圧、片頭痛、その他の症状を改善するプログラム」ロバート・フライド博士、 ニューヨーク

市ハンター大学 生体心理学、行動・神経科学教授  

 

 

 



健康のためのジュースやスムージー 

 

北半球に住む方々にとって夏はもうすぐそこに来ています。熱い体を元気にするような冷たい

ジュースやスムージーが欲しくなる時期です。こうした飲み物を健康に役立たせるようにした

いものです。「スムージー バイブル」の著者であるパット・クロッカー氏によれば、通常、

二分の１カップのジュースをフルーツジュース、ミルク、ヨーグルト、野菜ジュース（通常、

トマト、ニンジン、ビート、キュウリ）もしくは緑茶やハーブティから用意していくとのこと

です。大切なことは質の良い、有機無農薬の材料を用いることです。上記のもの以外にも、栄

養価の高い果物として、ザクロ（実の中の種も食べられ、多くの食物繊維を含み、抗酸化力に

富む）、ブルーベリー、クロスグリ（カシス）、イチゴなどを加えるのもよいでしょう。パイ

ナップル、マンゴー、キューイなどの糖分の高い果物を用いる際には、バランスをとるために

糖分の少ないリンゴやスイカ、イチゴなどを加えるとよいでしょう。 

 

ジュースを作るに当たっては、ジューサーを用いるのではなく、ミキサーを使って繊維質など

も一緒に摂れるようにしたいものです。以下、パット・クロッカー氏のレシピをご紹介します。 

 

材料となる野菜や果物をきれいな水で十分に洗ってください。まず、少量の水でミキサーの刃

を濡らして刃を保護します。適当な大きさに切った材料を入れ、お好みであれば氷を加えます。

最初の１０秒から３０秒間は低速で、つぎは高速で１０秒から３０秒でミキサーにかけ、塊の

ない液状にしていきます。出来上がったジュースが甘すぎる場合にはレモン果汁を少し絞って

かけ、酸味が強い場合には、バナナ、ブドウ、パイナップル、ドライフルーツとしてのアプリ

コットやデイツを加え、お好みの甘みにまで調節します。材料やその割合をその都度記録して

いくことで、次第にご自身に合ったお好みのレシピが出来上がるでしょう。 

 

ご自身のレシピが出来上がるまでの間、一般的なレシピを２つご紹介します。まず一つ目は、

芯をとった（有機無農薬であれば）皮つきのリンゴ２個をそれぞれ４つに切り、３５０グラム

のチェリーの種を取ってこれに加えます。このジュースにはビタミンＣをはじめとしてカルチ

ノイド、葉酸、カリウムを含まれているため、特に皮膚に優れた効用があります。 

２つ目はニンジン４本と皮付きのリンゴ１個（同じく芯をとって４つに切ったもの）に皮をむ

いたキューイフルーツ、茎の付いたパセリ一つかみ分を加えて作ります。この中にはビタミン

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｅとカリウムが豊富に含まれ、一日をスタートさせるのに絶好の飲み物です。 

 
最後にもう一つ、健康増進に優れた効果を持つ飲み物をご紹介します。ビート、リンゴ、ニン

ジンをそれぞれ一つずつ良く洗って皮付きのまま小さく切り、水を加えてジューサーに入れま

す。出来上がったら、時間を置かずにすぐに飲みましょう。ライムやレモンを加えてすっきり

とした味に仕上げることもできます。このジュースを規則的に飲むことで免疫機能を強化され

る働きがあることを多くの人が認めています。生の野菜や果物に含まれるビタミンや栄養素は

視力にも良く、消化を助け排泄を促します。朝起来てすぐ、お腹に何も入っていない状態で、



朝食の１時間前にこのジュースを飲むことをお薦めします。朝と夕方５時、一日２回飲むこと

で更に効果を高めることができます。 

 

次号の波動薬通信で健康的なジュースについてのアドバイスをさらに取り上げてまいります。 
***************************************************************************************************************** 

 治癒者の中の治癒者である神からの御言葉集 ( 

利己心やねたみといった否定的な感情で心が一杯の時、良い奉仕をすることはできません。容

器が空であれば、そこには良いものを入れることができます。ですから、まず第一に心がけな

ければならないことはハートから否定的な感情を全て取り除いて、愛と無私の精神で満たすこ

とです。愛だけに満たされたハートのみが神聖です。どのような奉仕を行うにしても無私の心

でなされるべきです。そうして初めて、人生の最高位へと達する資質が得られるのです。奉仕

そのものは些細なことであっても、純粋なハートでなされるなら、大いなる結果がもたらされ

るのです。                          サティア サイババ 

************************************************************************ 

 お知らせ  
ワークショップ開催予定 

 

 バガヴァンシュリサティアサイババ様の恩寵により、波動薬セミナーがシュリサティア

サイ高等医療科学機関（スパースペシャリティホスピタル、プラシャンティニラヤム）

で、当院並びにジェネラルホスピタルの医師を対象に２０１１年２月２６日に開催され

ました。セミナーの初めにアガルバル博士より波動薬の紹介があり、続いて、ムンバイ

で活動されているデーパホスコテ博士より多数の特筆すべき治癒例の発表がありました。

その中で、博士は、心臓・目・呼吸器系・骨格系に関するいくつかの（治癒の極めて難

しい）事例を取り上げ、現代医学の薬では「お手上げ」であると医師によって宣告され

ながらも、波動薬によって新たな人生を与えられたいくつかのケースも紹介されました。

このセミナーはサイの病院で活動する医師により高い評価を持って迎えられ、プラシャ

ンティニラヤムでの代替医療としての波動薬への意識と関心が高まりました。 

 

 ポーランド、オポールで第６回ジュニア波動薬実践者ワークショップ が５月１４・１

５日に開かれ、１５名の参加者が集いました。

 



ワークショップ開催予定 

 

インド、デリーで第１回波動薬実践者アシスタントワークショップが２０１１年６月２４～２

６日に開催されます。詳細は各地域主催者へご連絡ください。 

 

英国・ロンドンで６月２５・２６日に、ジュニア波動薬実践者ワークショップ並びに（全ての

実践者向けの）リフレッシュワークショップが開催されます。詳細はアガルバル博士まで。

（020-7209-3413, 01865-511-171 email 99sairam@vibronics.org） 

ポーランド、Wroclaw で １１月１３－２２日の期間、波動薬実践者及びジュニア波動薬実践

者向けリフレッシュワークショップが開催され興味深い治癒事例を取り上げます。連絡先： 
Dariusz Hebisz 電話： 071-349 5010 、もしくはemail: d_hebisz@hdp.com.pl.まで。 

 

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 


