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サイ波動薬…身近で、卓越した無料の医療を目指して 
 
 

サイ波動薬通信 

www.vibrionics.org 

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３巻 第二号                                                                                                          ２０１２年３月 

  アガルヴァル博士の研究デスクより 
 

サイラム！波動薬実践者の皆様 

皆様におかれましては、美しき聖なるマハシバラトリを無事迎えられたこととお喜び申し上げます。こ

こ、プラシャンティニラヤムでは、魂のこもったバジャンのみならず、波動薬に携わる私たちにとって

も特別なことがありました。すなわち、サティアサイオーガニゼーション全インド会長のシュリニヴァ

ーサン氏によって、２０１２年２月２０日のマハシバラトリの吉祥の日に、インド各州の世話人代表お

よび医療担当コーディネーターに対する波動薬ワークショップが開催されたのです。 

このセミナーの目的はオーガニゼーション世話人の方々の波動薬についての意識を高め、波動薬をイン

ド全般に広く知らしめていただくというものです。肉体をまとわれたスワミがもはやおられず、直接口

頭でご指示を戴くことがかなわないため、波動薬に関しての公式見解を明らかにしておくことが重要と

なりました。 

ワークショップの初めにはヴェーダが唱えられ、主の祝福の喚起をお祈りし、全インド会長によってラ

ンプに火が灯されました。開会の辞の中で、会長は、波動薬セミナーがシュリサティアサイオーガニゼ

ーションの名の下で開催されることはないにしても、インド各州で行われるセミナーはオーガニゼーシ

ョンに携わる人々によって支持されかつ助けを受けることになるということを明言されました。 

私からは、このヒーリングシステムについての簡単な説明とサイラムポーテンタイザー（マシーン）を

使ったレメディの処方の仕方の実演を行いました。また、１９９４年にスワミからの直接の指示を戴い

てアシュラム内で波動薬の奉仕活動が開始されて以来、スワミが絶えずこのプロジェクトに関わってお

られたことを参加者の皆さんにお伝えする必要性も感じました。そこで、これまでの個々の活動の開始

の経緯について詳しく説明をいたしました。すなわち、最初のサイラムヒーリング波動ポーテンタイザ

ーに対するスワミによる祝福、インド国内、海外のセミナー開催にあたってのスワミからの祝福、医師

ではない奉仕者によってこのシステムの実践が行われることについての再三にわたるスワミからの認証

（私たちが癒やし手ではなく、スワミご自身が唯一の癒やし手であり真の医師であることを前提とし

て）、新刊本・１０８のコモンコンボボックス・波動薬通信の祝福、そしてグルプルーニマにおいては

３年連続で波動薬チームによるケーキの奉納を祝福されケーキカットをしていただいたこと、などです。

実際、スワミから戴いた祝福やご指示を列挙することによって、過去１８年間にいかに多くのものを授

けられたかを知ることは驚嘆の一語に過ぎます。ご指導とご支持を戴く方として敬愛するスワミの臨在

を戴けたことはこの上ない幸運でありました。 

このワークショップではさらに、マハーラーシュトラ州、デリー首都圏地域、ケララ州、カルナータカ

州、ジャンムー・カシミール州の波動薬コーディネーターおよび、私どもの教育部の部員による短いス

ピーチがありました。テーマとしては、波動薬が極めてシンプルな奉仕の形態であること、実践者の

「信」が効果的な癒やしにおけるカギとなること、スラム街や村での医療キャンプが驚異的な結果と共

に行われていること、これまでの顕著な治癒（完治）の症例と、これまでに処方を受けられた患者さん

及び献身的な実践者の方々によるセヴァに関する驚くべき統計上の数字、が挙げられました。 
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ポーランドのコーディネーターは波動薬がいかにサーダナ（霊性修行）として適したものであり、我々

をスワミへと近づけるものであるか、波動薬がポーランドに１９９９年にどのように紹介され、また、

自国で定期的にセミナーやリフレシャーズコース（最新情報や事例の分かち合いの場）がいかに行われ

ているかについての話をされました。英国からの実践者の一人はレメディによる奇跡的な完治の実際例

のいくつかを紹介されました。彼女は次のような重要なポイントについて言及されました。すなわち、

治癒のプロセスを進行させる要因として、レメディのみならず患者さんに話しかけること、患者さんの

（心の）重荷を軽減してあげることが大切であるということです。英国からの主席研究員は、彼女自身

がこの波動薬に確信を抱いていること、この波動薬システムがいかにスワミの私たちに対する愛によっ

て支えられているかについて語りました。 

この波動薬通信の編集委員でもある、米国出身の実践者からは、この新しい奉仕の分野がいかにスワミ

によって祝福され開始されたかについて詳しく語りました。彼女はまた、この波動薬通信をインドの主

要言語に翻訳してくれる人を歓迎することを伝えました。昨年の御降誕祭に開始された新しいウエッブ

サイト（www.vibrionics.org）の紹介と操作実演も行われました。その後、簡単な質疑応答の時間があ

り、生前のスワミから波動薬に対して戴いた数々の祝福のうちの一部を紹介するビデオの上演によって

セミナーはお開きとなりました。 

この日のセミナーは大いなる成功を収め、参加された方々にとっても、実践者である私たちにとっても

実りある生産的な場であったと思われます。この有益な機会を契機に波動薬を通じてのサイの奉仕活動

が世界中に広がっていくことをお祈りいたします。 

世界が平和でありますように！ 

サイの愛の奉仕の中で 

アガルバル ジット 

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

 コンボを使った処方例  
 

1. 感染による皮膚アレルギー 01414…India 
 
全身の皮膚アレルギーを患う２歳の男の子が実践者のもとに連れてこられました。感染症状があり、全

身にかゆみがありました。過去４、５ヶ月間、主治医の助言によって、両親はその子に対して様々なク

リームを皮膚に湿布し対症療法の薬の服用を行いましたが改善は見られませんでした。そこで母親はホ

メオパシーの医院に連絡を取り、助けを求めました。診察の結果、治療には２，３年の期間が、そして

費用として１８，０００ルピーがかかると知らされました。両親にはそのような高額な費用を捻出する

ことはできず、最後の望みとして、サイ波動薬に辿り着いたのです。その少年には以下のレメディが処

方されました。 
 
CC21.2 Skin infections（皮膚の感染） + CC21.3 Skin allergies（皮膚アレルギー）…一日４回 
 
良い兆候として、１週間で皮膚は乾き、母親はそのまま服用を続けるように言われました。その後１５

日経って、皮膚の９０％が改善し、母親はこの信じられない状況に感嘆しました。その後１５日間、服

用回数は一日３回となり、その後、症状は完治し、親子共々とても喜びました。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

2. 動脈閉塞 2799…UK 
 
７４歳の肥満男性はこの実践者にとって最初の患者さんでもありました。彼は動脈閉塞により、休みを

頻繁にとらなければ２，３メートルも歩くことができませんでした。病院で担当医は、MRI のスキャン

を行い、心臓バイパスが必要であることを告げました。手術は２週間後に予定されていましたが、この

患者さんは波動薬に一縷
い ち る

の望みを託して、あるいは、少なくともこれから受ける予定の手術についての

不安を克服することができるよう実践者のもとに赴いたのでした。彼には以下のレメディが処方されま

した。 
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CC3.1 Heart tonic（心臓トニック）+ CC15.1 Mental & Emotional tonic（精神・感情トニック） 

…一日３回 

実践者はこの患者さんに食生活の改善を求めました。すなわち新鮮なもしくは茹でた野菜を食し、消化

しづらいデンプン質の食べ物を避け、たとえ困難であったとしても戸外での軽い散歩を少しでも行うよ

う勧めました。 

彼は１週間後に再度来訪し、症状がずっと良くなったこと、近所の公園で規則的に散歩していること、

軽めの食事を楽しんでいることを話しました。予定されていたとおり、彼は病院に行きましたが、手術

についてもあまり心配していませんでした。手術前の事前検査としてスキャンが行われましたが、その

結果は医師たちを驚愕させるものでした。血栓は全く見当たらず、手術の必要が無くなっていたからで

す！ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. 白斑 2763 …India 

４８歳になる男性が実践者を訪れました。彼の症状は皮膚の色素が徐々に失われ顔や身体のいくつかの

場所に白いシミができるというものでした。以下のレメディが処方されました。 
 
CC21.2 Skin infections （皮膚の感染）+ CC15.1 Mental & Emotional tonic（精神・感情トニック）

…一日３回 
 
２ヶ月経過後に、白いシミは少しずつ薄くなっていきました。患者さんの全体的な健康状態を向上させ

るため CC12.1 Adult tonic（成人トニック）が上記の処方に加えられました。その２ヶ月後、白い斑点

は小さくなり、更にその２ヶ月後には完全に無くなりました。再発防止のためにレメディはその後も、

処方回数を減らしての服用が続けられました。 
 
この病気は完治するのが非常に難しいのですが、スワミの恩寵により素晴らしい治癒が起こりました。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. 脱毛症 2799… UK 

一人の母親が１０歳になる女の子を連れて実践者のもとを訪れました。その子には髪の毛がほとんどあ

りませんでした。担当医はステロイドを試す以外には方策がないと母親に告げましたが、母親は幼い子

にそうした処置を望みませんでした。その子を取り巻く環境には厳しいものがありました。学校ではか

らかわれたり、笑われたりしていたため、その子は内気で内向的になっていました。CC11.2（毛髪）

が処方されましたが、抜本的な問題は血液と免疫システムにあったために効果は見られませんでした。

そこで実践者はその子の少量の髪の毛を元にノーソードを作製しました。１０ヶ月経つと、彼女の髪の

毛はふさふさになりました。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. 肝硬変 2494...Italy 

５７歳の女性が正常に機能していない肝臓について実践者に助けを求めました。彼女は貧血で、衰弱し、

寝たきりの状態で、肝臓移植を待つばかりでした。以下のレメディの処方がなされました。 
 
#1. NM22 Liver（肝臓） + OM17 Liver-Gallbladder（肝臓・胆嚢） + SR263 Nat Sulph（硫酸ナトリ

ウム） (200C) + SR284 Chelidonium（クサノオウの葉） + SR330 Addiction to Alcohol（アルコール

依存）+ SR504 Liver（肝臓） + SR547 Carduus Mar（ヒレアザミ） …一日３回 
#2. NM2 Blood （血液）+ OM1 Blood（血液） + BR1 Anaemia（貧血） + SR361 Acetic Acid（酢酸

） + SR494 Haemoglobin（ヘモグロビン）…一日３回 
 
２週間経って彼女はベッドから起き上がれるほど元気になりました。その後、何週間にもわたって症状

は改善されました。２ヶ月後、超音波の検査を受けましたが、肝臓は完全に回復していました。医師た

ちは驚き、これはありえないことだと言いましたが、超音波によって肝臓が奇跡的に再生していたこと

が証明されたのです！従って、肝臓移植は必要なくなり、９年後の今日、彼女は完全に機能している肝
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臓とともに健康な状態です。再発の防止として、定期的に今日でも CC4.11 Liver & Gallbladder tonic
（肝臓・胆嚢トニック） + SR330 Addiction to Alcohol（アルコール依存）を服用しています。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. 甲状腺機能低下症 2799…UK 
 
この実践者のシエラレオネでのセヴァの際に、英国から対症療法のチームと共に来ていた女性医師が、

波動薬による現地の人々への治療の様子を見る機会がありました。彼女は帰国すると、実践者に連絡し、

自身の機能の低下している甲状腺を波動薬で治すことができないかどうか尋ねました。彼女は５年間こ

の症状を患っていて、毎日、チロキシン（甲状腺から分泌されるホルモン）を５０ｍｇ摂っていました。

彼女の住居は実践者からは遠かったので以下のレメディが郵送されました。 
 
SR308 Pituitary Gland （脳下垂体）+ SR319 Thyroid Gland（甲状腺） + SR521 Pineal Gland（松果

体） + SR568 Hypothyroidism（甲状腺機能低下症） + CC15.1 Mental & Emotional tonic（精神・感

情トニック）…一日３回 
 
２ヶ月後、血液検査を受けると、甲状腺の機能はほとんど正常となっていることがわかり、医師により

チロキシンの服用量も２５ｍｇに減りました。彼女は引き続き上記のレメディを服用しています。 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ある実践者の愛に満ちたハートと手 

多くの成功体験を持つ実践者の中の一人がイギリスよりプラシャンティニラヤムの事務所を最近訪ねて

きました。「スワミの波動薬セヴァ」について話をするためです。彼女はこのセヴァを親しみを込めて

そのように呼んでいます。彼女はスリランカ人女性で、助産婦としての職を引退し、長年ロンドンに住

んでいます。２０１０年２月、彼女はハーロウにあるサイババセンターを通して２日間の波動薬ワーク

ショップがロンドンで開催されると聞きました。そのワークショップが無料であり、また、ババが関与

されている、患者さんに対するいかなる形態の癒やしももちろん無料であると信じていたために、彼女

は特別な興味がありました。彼女の参加申し込みが受け入れられ、２０１０年５月オックスフォードで

開かれたコースに出席しました。２日目の最後に、もう一人の参加者とペアーを組んで処方実習を行う

時間が来ました。その時、彼女は自身の靱帯損傷による右肩の治療にあたってコンボボックスから一つ

のコンボを渡されたのです。右肩の痛みは長年煩っていたものであり、物を持ち上げるのにも苦労して

いました。これまでに出会った医師によれば、治ることは望めず我慢するしかないということでした。

波動薬を一回摂ると、彼女の肩は幾分良くなり始め、数日後には完全に治ったのです！ つまり彼女自

身がスワミの波動薬の力を直に体験したのでした。彼女はこの体験を「この新しいセヴァを始める素晴

らしいきっかけ」であったと述懐しています。 

それからというもの、スワミは彼女をとても忙しくこの奉仕に従事させ、様々な病気や問題を持つ途絶

えることのない人々の列に対応させました。この通信でも心臓疾患のケースを初めとして他の成功事例

が紹介されています。最初の７ヶ月で彼女は３２５人の処方をみごとに行いました。最近、彼女はシエ

ラレオネでの対症療法医療キャンプに赴き、村の貧しい人々の治療にあたりました。波動薬実践者が対

症療法の医師団に随行するのはこれが初めてです。彼女が出会ったほとんどの患者さんは医師によって

は何の施しようもない人々でした。８ヶ月の赤ちゃんを彼女に差し出した一人の母親がいました。１週

間ずっとこの赤ちゃんは泣き続け、無気力でまた眠ることができませんでした。水に溶かした最初の波

動薬を服用すると、赤ちゃんはぐずり続けてはいたものの、より落ち着いて来ました。実践者は母親に

１５分後に２回目の服用をするよう伝え、３回目の服用によって赤ちゃんは安らかに眠り始めました。 

また、１５歳の少年は４日間にわたって下痢、吐き気、発熱に苦しみ、体力が弱って歩くこともできま

せんでした。彼にも水に溶かした波動薬が、１５分に１回の服用回数で与えられました。４回の服用で

吐き気は治まり、その３０分後下痢も治まりました。そしてその子はお腹が空いたと言い出したので

す！ 

その他、脂肪腫と腺肥大の問題も医師団が彼女に託したことでした。多くの症例ではたったの２日間で

腫れが半分になりました。 
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彼女は次のように述べています。「私が担当させて戴いた多くのケースでは、完治が見られました。も

ちろん、あまり改善も見られなかった患者さんもおられます。このような患者さんはスワミが、人々が

病気になる本当の理由を私が理解できるようお送りくださった方々だと感じています。スワミはすべて

の病気はマインドに原因があるとおっしゃっています。ですから、真の原因はしばしば、多くの人が体

験している心の痛み、恐れ、罪悪感、心配、不幸にあるのです。そこで私は患者さんとなるべく多くの

時間を共に過ごすようにし、彼らの問題について話し合いました。こうして、彼らは私に向かって問題

をはき出し、このことで彼らは自らの感情から解放されるのを促され、彼らの負っている辛苦がいくら

かでも取り除かれたのだと思います。スワミの愛と併せて、こうした相談相手になってあげることがレ

メディの力に加わり、完治へと導かれるのだと信じています。」 

癒やしは患者さんのハートから始まります。実践者の一人一人が無条件の愛を注ぐことで、必要とされ

ている安らぎや助けが与えられ患者さんの治癒が促されます。 

********************************************************************************************* 
 健康へのヒント  

炎症性乳がん 

米国国立がん研究所によると、炎症性乳がん（IBC）は珍しいタイプの乳がんで、がん細胞が胸部の皮

膚内にあるリンパ管を閉塞するものですが、通常の検査（しこり、乳房 X 腺撮影など）では発見されま

せん。この閉塞によって胸部が赤くなったり、腫れや熱を持つことがあります。胸部の皮膚もまたピン

クや紫色、あるいはあざのように見えたり、隆起したりオレンジの皮のようなあばた（橙皮状皮膚）の

ように見えたりするかもしれません。こうした変化は急速でしばしば数週間にわたって症状として表れ

ます。炎症性乳がんの別の症状としては脇の下や鎖骨の上、あるいはこの両方の部位でのリンパ腺の腫

れ（結節：瘤）が見られることです。しばしば、腫瘍の存在は感じられないことが多く、乳房 X 腺撮影

でも発見されないかもしれません。炎症性乳がんの診断は生体組織検査や医師の判断の結果に基づいて

行われます。 

米国のメイヨークリニックによれば、炎症性乳がんの症状や兆候は以下のようなものがあります。 

 胸部が赤色、紫色、あるいはあざのように見える。 

 胸部が肥大、硬化、あるいは敏感になる。 

 胸部に熱を持った感覚がある。 

 胸部のかゆみ 

 痛み 

 小さな隆起など、オレンジの皮のようなあばた状の皮膚 

 脇の下や鎖骨の上もしくは下のリンパ腺の腫れ 

 硬化した皮膚 

 乳首の扁平もしくは退縮 

 かさぶた状もしくは腫れた乳首 

 乳首の周り（乳輪）の皮膚の色の変化 

IBC（炎症性乳がん）は進行が急速なため特別な注意を要します。ほとんどのケースにおいて、症状が

悪化し医療検査を受けなければならない段階では既にかなりの末期段階に来ています。IBC はこれまで
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手術によって処置され、不治の病とされてきましたが、今日では、化学療法や放射線療法も加わり、延

命の確立が飛躍的に伸びました。                       ...www.snopes.com 

（注）波動薬実践者の方へ： 乳がんに対する波動薬の処方、及び、医師によってこの病気の診断を受け

た患者さんに対する感情面でのサポートを波動薬教本で確認しておいて下さい。    
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

室内の空気を浄化する美しい観葉植物 

今日、一般家庭やオフィスビルは省エネの観点から、かつてないほどに高気密性を求めて建築もしくは

改築されています。しかし、風の通りを遮断することは、カーペットや型押し型家具などの多くの素材

から発せられるベンゼンやフォルムアルデヒドなど危険な化学物質を室内に封じ込めることにもなりま

す。家庭やオフィスで用いられる洗浄用製品もまた、アンモニアや塩化溶剤を放出することがあります。 

こうした化学物質を長期間にわたって吸引することは頭痛やのどの痛み、鬱血、さらには癌さえも引き

起こすことがあります。米国環境保護庁は人体に脅威となる室内の空気の質を５段階に分けて表示して

います。この問題は、密閉された家やオフィスでほとんどの時間を過ごす冬に悪化します。 

高価な空気清浄機だけでは解決に至りません。米国航空宇宙局（NASA）は通常の観葉植物が室内の空

気から多くの危険な化学物質を浄化することを発見しました。植物の葉が揮発性有機化合物を吸収・破

壊し、植物の根の周りに生息する微生物によって、そうした化学物質が自らのあるいは寄生する植物に

とっての栄養やエネルギー源へと変えられるのです。 

ある観葉植物は他に比べ顕著な空気の清浄作用の働きを有しています。こうした優れた浄化作用を持ち

また育てやすい１０の植物のうち、最初の４つの植物はとりわけ空気清浄に有効です。 

１． アレカ椰子（椰子科ディプシス属）：黄色椰子もしくは蝶椰子としても知られる。 

２． 観音竹（椰子科ラピス属）：室内空気清浄に関して最も効果的な観葉植物の一つであり、ほとんど

の害虫に対し耐性がある。光沢のある緑の葉は扇状に広がり６インチから１２インチの幅を持つ。 

３．ゴムの木（クワ科イチジク属）：厚手で革質の濃い緑の葉を持つ活力のある植物で、薄日や低温に

も耐え室内の空気の化学毒物の除去に大変効果的である。これまで確認されたイチジク属の中で最高の

除去機能を持つ。 

４．平和ゆり（スパティフィラム属）：室内で着実に花を開く比較的数少ない植物の一つ。美しい白い

花をつける。 

次の６つの植物も浄化作用に優れています。 

５．ドラセナ「ジャネット・クレイグ」：数十年の寿命を持つ害虫に強い観葉樹。（成長は遅くなるも

のの）薄日にも耐える。高さ１～３フィートに成長する緻密品種がお勧め。通常の品種ではより多くの

管理が必要となり、剪定しなければ１０フィートまで達する。 

６．セイヨウキズタ（ヘデラ）：地被植物（地表をおおう植物）として最もよく知られるが、室内の吊

りかごでも大変良く成長し、春や夏にはしばらく戸外に出すことで成長が促されるが室内の状況にも広

く順応性がある。高温を好まない。 

注意：セイヨウキズタは皮膚を刺激する化学物質を含み、体内に入ると疾病を引き起こすことがある。

取り扱いには手袋を着用し、ペットや小さな子供を近くに寄らせないこと。 

７．ポトス（オウゴンカズラ：サトイモ科）：光量が少なくても成長し、害虫には極度の耐性を持つ。

黄金葛の名称はハート型の緑色の葉に中に散らし模様として見られる金色もしくはクリーム色から来て

いる。通常は吊りかごで育つが上に伝って伸びることもある。 

８．トウモロコシの木（幸福の木：ドラセナ フラグランス マッサンゲアーナ）：名称はトウモロコ

シの茎からの葉に似ていることに由来し、実際にはトウモロコシの実はならない。明るい光を好むが、

薄日にも耐える。 

９．シンゴニウム：目にも鮮やかな、矢の形をした緑と白あるいは緑と銀色の葉をつける。 
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１０．ヘビの木（サンセベリア）：このリストに挙げられている他の植物に比べ空気の浄化作用は約半

分であるが、他の観葉植物の育成に苦労する人にとっての一つの選択肢として捨てがたい植物である。

見た目にも魅力的で、槍の形をした葉は通常２～４フィート垂直に伸び、たまに小さな緑がかった白色

の花をつける。 

いくつ必要か 

大まかに言って、室内１００平方フィートあたり上記のうちの１つか２つの大きめの植物で十分です。

これ以上の数でも、鉢の土にカビが生えない限り植物の健康に問題はありません。 

水耕栽培を利用される方へのヒント：最近の研究では水耕栽培で育つ植物が空気の著しい浄化作用を持

つことがわかってきました。水耕栽培では、植物は耐水用容器で栽培され、鉢の土の中ではなく園芸ス

トアで水耕栽培用に売られている（粘土を１２００℃で焼いた）素焼きのペレットの中で根を張ります。 

上記にリストアップされた全ての植物は水耕栽培での育成が可能です。特に、平和ゆりはとても適して

います。水耕栽培はまた菌類胞子やカビ、土由来の害虫が室内観葉植物に発生するリスクを減らします。 

水耕栽培で育つ植物は微量栄養素を含む完全肥料が必要です。 

出典：‘How to Grow Fresh Air’ ペンギンペーパーブック B.C. Wolverton, PhD（米国航空宇宙局及び米

軍で３０年以上科学者として勤務し病原菌や化学毒物から身を守るシステムを開発。 

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

 質問コーナー  
 

質問: コモンコンボに含まれている「愛と平安とのつながり」「神の加護」は（生成の際に）どのよう

に作られ、また（処方の際に）どのように作用するのですか？ 

回答: ご存じのように、波動とは単に、エネルギーの場を意味します。あらゆる肉体器官は波動を有

し、全ての感情や思考や霊的特質もまた同様です。こうした波動はレイディオニクス（治癒をもたらす

波動の研究）の技術を用いてシミェレーターカードを利用し幾何学図形の形で捕捉することができま

す。波動薬ポーテンタイザー（マシーン）はこうした図形（形式で保存されているエネルギー）を元の

エネルギーに変換し、（さらに私たちはそれを）エチルアルコールに転写していくのです。上記の二つ

のカードの波動を含むコンボによって、外部の否定的なエネルギーの影響を受けた患者さんを処方しま

す。そうした否定的なエネルギーに耐えられるよう、患者さんを保護し（エネルギーの）バランスを整

えます。 

更に詳しい説明に関してはレイディオニクスに関する書籍をご参照ください。また私共のウエッブサイ

ト www.vibrionics.org の実践者向けポータルサイトからも多くの情報が得られます。 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

質問: インフルエンザや風邪の後、長引く咳に対してはどのコンボがよいでしょうか？私はサイラムマ

シーンを持っています。 

回答:インフルエンザや風邪を引いた後の慢性の咳に関しては以下の組み合わせ（コンボ）となります：

NM8 Chest（胸部） + NM63 Back-up（免疫強化） + NM71 CCA （胸・咳・喘息）+ NM75 Debility（
衰弱・消耗） + OM19 Cardiac & Lung （心臓と肺）+ SM26 Immunity （免疫）+ SM31 Lung and 
Chest（肺と胸） + SR505 Lung（肺）….楽になるまで一日３回. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
質問: 長年にわたって食欲不振（拒食症）に悩んでいた患者さんがいます。現在、彼女の食欲は回復し

たのですが、生理不順を煩い、また消化不良でもあります。（CC8.8 Menses Irregular〔生理不順〕は

既に処方済みです。）助言を戴けますか？ 

回答: 長期間にわたる食欲不振から回復した女性は、多くの場合、まだ貧血の状態にあるので、生理不

順に悩まされることがあります。すなわち、こうしたケースでは長期の栄養不足と消化不良が生じてい

るのです。適切な食事が極めて大切です。豊富なタンパク質を摂り、消化を助けるためにヨーグルトを

定期的に食してください。生理の回復をサポートするためのコンボは以下の通りです： 

CC3.1 Heart tonic（心臓トニック） + CC8.1 Female tonic（女性トニック） + CC8.8 Menses 
irregular （生理不順） 
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また、消化を助けるためのコンボは CC4.1 Digestion tonic （消化トニック）+ CC12.1 Adult tonic
（成人トニック）となります。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
質問: 波動薬を処方した多くの患者さんからはその後何の連絡も来ません。従って、処方が適切であっ

たかどうかを知ることができないでいます。どうしたらいいでしょうか？ 

回答: この問題は多くの実践者にも関わっていることで、なかなか解決が困難です。こうした状況の発

生を減らすには以下のポイントを意識してください。 

1. 最初の処方の際に信頼と友情の雰囲気を作り出すようにしてみて下さい。このことは、患者さんが

さらに深いレベルでの問題点をあなたに打ち明けることにつながり、必要な処方に関してより適切

な洞察が与えられるかもしれません。さらには、患者さんとの良好な人間関係が形成され、症状の

経過に関しての報告や来訪が促されるでしょう。 

2. 事後診断のために常に次回の来訪予約を取り決めておいて下さい。（実践者が）治癒の進行を把握

することの重要性を患者さんに強調してください。 

3. 治癒の進行を早めるためにレメディは状況によっては見直す必要があることを患者さんに説明して

下さい。 

4. 患者さんがもし予約をキャンセルする必要がある時には、それに代わって、患者さんは電話で（レ

メディ服用後の）症状の経過報告をすべきです。患者さんからのこうしたフィードバックを受ける

ことは無料の治療を受けていることの感謝の表明でもあることを説明してください。 

5. もし患者さんの症状が消失した際には、免疫向上もしくは（それに加えて）浄化のコンボを処方し、

当該病状の再発防止およびその他の病気に対する予防を行うのが良いでしょう。 

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

質問: 赤ちゃんに処方してはいけない波動薬はありますか？  

回答: 幼児や赤ちゃんは誕生後すぐにでも波動薬を服用しても大丈夫です。彼らには生活上の悪い習慣

が根付く間もない上に、どちらにしても純粋な状態なので大人よりも効き目が早くなります。ですから

長い期間の服用は必要ないでしょう。 

実践者のみなさん: アガルバル博士に質問がありましたら、news@vibrionics.org までお送り下さい。 

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

治癒者の中の治癒者である神の御言葉 
「（感官にとって）楽しいことをするのはいつも易しいことであることを覚えておきなさい。しかし、

有益なことに携わることはとても大変です。楽しいことが常に有益であるとは限りません。バラの花び

らで飾られている道を歩むことを拒否し、振りかざされる鉄槌と突き刺さそうとする剣を物ともせずに、

危険と隣り合わせの道を歩む人に成功が訪れます。実際のところ、バラの花びらで飾られるような道は

ありません。人生とは戦場（ダルマクシェトラ）です。日々の生活の中で（感官の）欲望と（果たすべ

き）義務がぶつかり合います。心に生じる欲望・憎しみ・怒りの火を鎮めなさい。こうした内なる敵は

あなたを獣に貶めるものであって、これらに屈することは全くの腑抜けです。勇気を持ってあらゆる困

難に立ち向かいなさい。困難はあなたを不屈で頑強にします。」 …サティアサイババ – 御講話, １

９６５年２月２０日 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
「神への奉仕よりも同胞への奉仕がより必要とされます。実際、人に奉仕することは神ご自身に奉仕す

ることと同じなのです。奉仕こそ真の帰依の道です。自らの子らを喜ばせることよりも神を喜ばせる方

法が他にあるでしょうか？聖典プルシャスクタには、神は千の頭と、千の目と、千の足を持つと描かれ

ています。すなわち、生きとし生けるものが神であるということです。千の頭という記述はあっても、

千のハートとは書かれていません。ハートはただ一つしかありません。唯一なる等しい血液が全ての頭、

目、足、四肢を循環しています。四肢に注目する時、あなたは個人に注目しています。人に奉仕する時、
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あなたは神に奉仕しています。あなたの人生の目的が神を崇め神に奉仕することとなるとき、あなたの

歩む一歩一歩があなたの中に喜びの泉を生み出し、あらゆる瞬間、あらゆる機会が神からの価値ある贈

り物となります。                  …サティアサイババ – 御講話, 1966 年３月 

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

 お知らせ  

ワークショップ開催予定 

 

  ２０１２年４月１４－１５日、マハーラーシュトラ州ナーグプルにて、新規申し込み者及びアシス

タント波動薬実践者向けワークショップ。 

 ２０１２年５月（日時は追って連絡あり）マディア・プラデーシュ州ジャバルプルにて、新規申し

込み者向けワークショップ。     

以上２件のワークショップのお問い合わせは Dr. A Ghatol まで電話 9637-899 113  または Ｅメー

ル vc_2005@rediffmail.com までお願いします。 

 ２０１２年４月１４日 ポーランド、クラクフにて、改定版１０８コンボボックスを既に受け取っ

た実践者向けワークショップ。お問い合わせ Dariusz Hebisz 宛 ：電話 071349 5010、  email： 
d_hebisz@hdp.com.pl .  

◆ワークショップ講師のみなさん、開催の予定がある場合にはこちらまでお知らせください。
news@vibrionics.org  

********************************************************************************************* 
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波

動薬通信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。 

この波動薬通信は患者のみなさんとも分かち合っていただいてかまいません。患者のみなさんからの質

問はみなさんの研究や求めている答えのヒントとなるかもしれません。ご協力ありがとうございます。 

ウエッブサイトはこちらです。www.vibrionics.org  
実践者ポータルサイトへのアクセスには実践者登録番号が必要となります。 
ジェイサイラム 

サイ波動薬…身近で、卓越した無料の医療を目指して 


