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サイ波動薬…誰にでも手の届く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６号                                                                                                         
                                    2012 年１１・１２月                                                                                                    

            
アガルヴァル博士の研究デスクより 

実践者の皆様、 
                       

ここプラシャンティニラヤムではスワミの８７歳のご誕生祭も行われ喜びの時間が流れています。同

時に、それはプラシャンティニラヤム（鉄道）駅にて（毎年行われている）今年４年目となる医療キ

ャンプの奉仕活動に携わる波動薬の実践者にとっては充実した期間でもありました。鉄道を利用する

千人を超える人々が処方を受け、中にはここで行われる御降誕祭のために何時間も旅してきた方々も

おられました。また、スワミの目に見えない慈悲の御手が、最も些細な事柄に関しても明らかに見守

ってくださいました。予想以上の人波に波動薬の容器が足りなくなりかけた数分前に、参加の予定の

なかった実践者が十分な資材を持って現地に到着したのです。こうして、キャンプは再度フル稼働に

戻りました。そのほかにも今年のキャンプではいくつかの奇跡が見られました。その一つに足に大や

けどを負った一人のセヴァダルのケースがあります。通常、そのようなやけどが治るのには少なくと

も１週間はかかりますが、仲間の実践者がエキストラバージンオリーブオイルを用いた波動薬を患部

に湿布し通常の経口のレメディも併用処方したところ、１時間も経たないうちにそのセヴァダルは何

の痛みもやけどの跡もなく普段通りに歩けるようになったのです。まさに愛の主を讃えるばかりです。 

今年の１０月には、米国コネクティカット州ハートフォードでジュニア波動薬実践者向けワークショ

ップが開催されました（写真参照）。米国及び南米コロンビアの各地から２１名の帰依者が 2 日間に

渡ってアートマセンターという会場にて成功裏にコースを終了しました。また、米国にて将来行われ

るワークショップ講師が任命されたことをこの場をお借りしてお伝えすることを嬉しく思います。波

動薬を通してスワミの癒しのエネルギーを奉仕として捧げることに興味を持つ帰依者の方々はスーザ

ン trainer1@usa.vibrionics.org までご連絡ください。 

主の恩寵により、波動薬の活動は拡大しており、スワミの奉仕活動に献身することを願う全ての人に

機会が開かれています。もしそれぞれの国で世話人になることを希望、またワークショップ講師訓練

コースを受講されたい方は私宛にメールを送ってください。 

１１月２４日、インド、ケララ州のロリチュルディストにて地域の病める人々に日々奉仕するための

常設の波動薬センターが開設されました。このことは素晴らしい一歩であり、医療処置を必要とする

地域住民、特に、通常の医療サービスを受けることのできない貧しい人々にとって大いなる奉仕とな

ることでしょう。この出来事に鼓舞されインドの他の州でも（また世界中で）更に多くの常設センタ

ーが開かれることを望んでいます。 

１１月２５日には、インドバンガロールのチョードロード病院にて癌の代替医療に関するセミナーが

行われました。6 名の専門家が異なるタイプのエネルギー療法についての見解を示しました。その病院

からも 3 名の執刀医が参加しエネルギー療法に関する素晴らしい体験やそれがいかに患者さんに役立

っているかを発表しました。光栄にも私自身、癌患者さんや医師を前にして波動薬に関する講演を行

うことができました。その中で、私は６つの異なるタイプの癌の完治例を紹介し、スワミの恩寵によ

って好評のうちに終えることができました。 

２０１２年１２月２１日に関してスワミが言及されているかどうかしばしば、実践者の方々から尋ね

られます。ババがこれに関して何か特別なことを言われたかどうかについてはわかりませんが、今、

私たちは人類の歴史上、全く新しい時代に差し掛かっているのです。間違いなく、この出来事に関し

て言われていることは、われわれ全てにとってこれまでの価値観や生活様式を変革することです。中
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には１２月２１日から２３日の間の８分間、特定の宇宙的な出来事が起こると言う人もいます。この

８分間には、極めて高い波動のエネルギーがエーテル界に伝導されると言われ、精妙なエネルギーを

受け入れる用意にある人にとってはこれまで体験したことがないような超越的な知識や完全な気づき

を体験するとも言われています。この件に対するさらなる情報についてはウエッブサイト

www.vibrionics.org.に掲載予定ですので、ログインをお忘れなく。 

 

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. H1N1 タイプインフルエンザ – 豚インフル 01205J…India 
 
５４歳になる女性が豚インフルエンザと診断され、病院での治療を受けなくてはならないことを告げ

られました。彼女は実践者に連絡をとり、波動薬によってなんとかならないかどうかを尋ねました。 
処方されたレメディは以下のとおりです。 
 
 
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic.  
 
彼女は夕方から翌朝（予定されていた 11 時の医師との面会まで）にかけて毎時間服用しました。 
医師の診断は８割方治癒されているとのことでした。従って、彼女は入院の必要がなくなり、外来と

して少量の抗生剤を処方されました。彼女は引き続き上記のレメディを、第１週目は一日３回、第２

週目は一日２回服用した結果、症状は完治しました。 
 
 
サイラムポーテンタイザーを使った際の処方は次のとおりです: NM8 Chest + NM18 General Fever + 
NM30 Throat + NM31 Tonsils & Glands + NM63 Back-up + NM70 CB9 + NM79 Flu Pack + SM41 Uplift. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
2.  Cerebral Atrophy 2640…India 

 
定例の移動医療キャンプに、2歳半の男の子が母親に抱きかかえられてやって来ました。男の子が抱え

られていたのは、一人では立つことも歩くこともできないからで、その子の目はうつろで、やや肥大

している頭部は安定せず、彼は手を持ち上げることもできませんでした。その光景は心が押しつぶさ

れるような痛ましいもので、以下のレメディが処方されました: 
 
 
CC12.2 Child tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.5 
Spine...3ヶ月間、一日４回 
 
３ヶ月後の最近のキャンプで、母親のご近所の人が、その子の様態の改善について知らせてくれまし

た。その子は座ったり立ったりできるようになり、両手も少しなら上げられるようになって、目線は

安定し、よく笑うようになったということです。この素晴らしい知らせにみんなが喜びました。この

まま快方へと向かうようスワミへの祈りが捧げられ、上記のレメディが引き続き服用されました。 
 

サイラムポーテンタイザーを使った際の処方は次のとおりです: NM4 Brain + NM5 Brain TS + NM25 Shock 
+ NM90 Nutrition + OM20 Paralysis Flaccid + OM21 Paralysis Spastic + SM12 Brain & Paralysis + SR356 
Plumbum Met + SR458 Brain Whole + SR459 Brain (Broca’s Area) + SR460 Brain (Cerebellum) + SR461 Brain 
(Medulla) + SR462 Brain (Pons) + SR463 Cranial Nerves + SR532 Sympathetic Nervous System + SR546 Baryta 
Carb. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3.  皮脂嚢胞 01389J…India  

 
実践者のお子さんがいつも頭を掻き、多量のふけに悩んでいました。その子の髪の毛が全部剃り落と

された後になってやっとかゆみの原因が判明しました。頭部全体におできが重なり合いなり広がって

いたのです。それらは感染症の様相を示し、かなり腫れていて、頭部の脂肪分泌腺から出される物質

によって形成された脂嚢胞となっていました。そのまま放っておけば、腺を塞ぎ大きな不快感を生じ

る恐れがあり、以下のレメディが処方されました。 
 
CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 
Fungus…午後 5 時から 11時まで 6回、翌朝2回 
 
翌日11時に頭皮を検査してみると、腫れが９５％ひいているのがわかりました。その後も、レメディ

は１０日間引き続き一日３回服用され、頭皮には腫れのひいた小さな嚢胞が残りました。そこで、レ

メディは以下のように変えられました。 
 
CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…、一日３回を１０日間 
 
乾燥した薄片状のふけがまだ残りましたが、感染症の症状そのものは無くなりました。医療用ふけシ

ャンプー以外にはその他の薬の使用は無くなりました。 
 
サイラムポーテンタイザーを使った際の処方は次のとおりです: NM12 Combination-12 + NM36 War + 
NM72 Cleansing + NM84 Hair Tonic + NM114 Inflammation + BR17 Male + SR250 Psorinum + SR264 Silicea 
(30C) + SR280 Calc Carb + SR292 Graphites + SR294 Hepar Sulph (30C) + SR351 Kali Carb + SR546  Baryta 
Carb. 

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

 
4.  高熱を伴う耳のひどい痛み 1150…Croatia 

 

5 歳になる子が４０度の高熱、耳の激しい痛み、喉の痛み、頭痛を患い、実践者のもとへと連れてこら

れました。医師によって２種類の抗生剤を処方されていましたが、症状に何の変化もありませんでし

た。血液検査の結果、白血球数が２００以下であることがわかり、さらに多くの対症療法の薬の処方

が検討されていました。そこで、その医師はベラドーナと呼ばれるホメオパシーを推奨し、以下の処

方を行いました： 
 
#1. NM86 Immunity + OM1 Blood…一日３回; #2. NM113 Inflammation…一日３回   
#3. NM114 Elimination…一日１回 
 
一日も経たないうちに熱は下がり、１週間経つと食事や睡眠は通常に戻り気分も良くなりました。医

師による再度の血液検査では本来の数値の回復が見られました。完治に向けて、その後 #2 と #3 の

レメディに NM49 Chest Tonic（一日３回）が加えられました。 
 
108 のコンボでは CC9.4 Children’s diseases となります。 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
5. 不妊 2799…UK 

 

３６歳の女性は１１年間の結婚生活にもかかわらず、免疫システムと染色体の問題のために受胎する

ことができませんでした。３種類の体外受精療法を受けましたがうまくいかず、養子を譲り受けるこ

とが提案されました。しかしながら彼女は自身の子供をどうしても欲しいと思っており、以下のレメ

ディが処方されました。 
 
NM7 CB7 + OM24 Female Genital + BR7 Stress + BR16 Female + SM6 Stress + SM29 Tension + 
SR255 Calc Sulph (200C) + SR262 Nat Phos 200C + SR537 Uterus + SR544 Aletris Far…一日３回 
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夫へのレメディ：CC14.3 Male infertility...一日３回 
 
 
この女性はレメディを５ヶ月間服用し、６ヶ月目に懐妊しました。胎児の状態が良好ではありました

が胎盤への着床が確実になる妊娠２ヶ月後に初めて医師に報告しました。医師は大変驚き、スキャン

によって胎児の健康と正常の出産が予期されることが確認されて初めて、医師は妊娠が成功裏に進行

し結実することを信じました。現在、出産の予定日が到来し、祖父母や友人を含め家族全員が無事に

生まれてくる赤ちゃんを楽しみにしています。 
 
 
女性に対する処方は 108 のコンボでは CC8.1 Female tonic.となり、男性に対するポーテンターザーマシーンで
は以下の通りとなります：OM22 Male Genital + SR216 Vitamin-E + SR254 Calc Phos (200C) + SR262 Nat Phos 
(200C) + SR522 Pituitary Anterior + SR534 Testes.   
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
6. 喉の痛み、咳、鼻炎 1176…Bosnia  
 
７５歳になる女性が喉の激しい痛み、喀痰を伴うひどい咳、鼻炎を数日間患っており、以下のレメデ

ィが処方されました: 
 
1.  NM36 War + NM70 CB9 + NM71 CCA + NM113 Inflammation…一日３回 
2.  SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM35 Sinus + SM40 Throat…一日3
回 

 

1週間後の再診では２割の改善しか見られませんでしたが、いくつかの問診によって１５歳の時に疥癬

を患っていた事が判明しました。それ以来、彼女は慢性的な気管支炎に陥っていたのです。20年後、

彼女は鼻炎に悩まされ、医師から処方された様々な抗生剤に対するアレルギー反応を起こしていまし

た。こうした慢性病の治癒の過程で、また病状のおおもとが疥癬であることがわかったので、以下の

ような一連の疥癬マイアズム治療を行うことを始めました:  
 

1. SR250 Psorinum 10M, 1M, 200C, 30C, 6C…１０Mのポーテンシーのものを皮切りにそれぞれのポ

ーテンシーのものを1時間ごとに服用。１日経って最初の好転反応、すなわち全ての面で症状が悪

化。２日後にはずっと気分が良くなり、３日後、次のレメディが処方される。 

2. SR294 Hepar Sulph Calc 10M, 1M, 200C, 30C, 6C… 上記と同じ手順及び服用量。２日後、次のレ

メディが処方される。 

3. SR318 Thuja 10M, 1M, 200C, 30C, 6C…上記と同じ手順及び服用量。 

５日後、症状はとても良くなりました。咳はほとんど無くなり、喉も良好で鼻もよく通るようになり

ました。肺からの喀痰は急速に無くなり、1週間後にほぼ完全に回復しました。この処方例は独特なや

り方でマイアズムと２つのレメディを用いて慢性病を癒した好事例です。 

******************************************************************************************** 
 健康に関するアドバイス  

 

  
バナナの成分 
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身近な果物であるバナナは栄養面でも治癒面においてもしばしば見過ごされていますが、実は私たち

にとってこの２つの領域で多くのものを与えてくれる存在です。バナナにはビタミン A, B, C, E 及び 
G が、またミネラルに関してはカリウム、カルシウム、マグネシウム、リン, セレンが豊富に含まれて

います。バナナは 3 種類の糖分、しょ糖、果糖、グルコースを繊維と共に含み、すばやくエネルギー

を補給し維持します。研究によれば２本のバナナから９０分の激しいトレーニングを行うのに十分な

エネルギーを摂るこができます。第一線で活躍する運動選手にとってバナナが一番のフルーツである

ことは不思議でも何でもありません。 

完全に熟したバナナは TEN（腫瘍壊死因子）と呼ばれる物質を生み出し、それによって異常細胞を撃

退することが可能です。八百屋さんからバナナの在庫がすぐに底をつくことに驚いてはいけません。

バナナが熟れると、皮に黒っぽい斑点が出てきます。この斑点が多ければ多いほど、免疫を高める機

能は高くなるのです。 

こうしたことから、日本人のバナナ好きには理由があるのです。日本人研究者によれば、バナナに含

まれる TEN には抗がん作用があります。この抗がん作用の働きは、バナナの熟れ具合に比例します、

すなわち、熟れていればいるほど抗がん作用が大きくなります。東京大学の教授によって、様々な果

物、バナナ、ぶどう、りんご、スイカ、パイナップル、梨、柿を用いて行われた動物実験ではバナナ

が最も良い結果を示しました。白血球の数を増加させ、免疫を向上させ、抗がん物質である TENを生

成しました。 

勧告は、1 日に 1 本か２本のバナナを食べ、免疫を向上させ、風邪やインフルエンザなどの病気にかか

らないようにすることです。その日本人教授によれば皮に黒い斑点のあるバナナは緑色の皮のそれに

比べ、白血球を増加させる上で 8 倍もの差が認められています。 

しかし、バナナが健康上の恩恵をもたらすのはそれだけではありません。そのほかの様々な病気や症

状を癒し予防するので毎日の食卓に欠かせないものとなっています。 

 

精神の落ち込み: 精神的な落ち込みを患っている人々を対象とした最近の調査によれば、バナナを食し

た後には、症状がずっと良くなると多くの人が実感しています。これはバナナに含まれるトリプトフ

ァンという、蛋白質の一つが体内でセロトニンへと変換され、気分を良くしリラックスさせ、より幸

せな気分にさせてくれるからです。 
 
PMS: 薬は忘れてバナナを食べましょう。バナナに含まれるビタミン B6 が血液中の（あなたの気分に

影響を与える）グルコースの量を制限します。 
 
貧血: 鉄分が豊富なバナナは血液中のヘモグロビンの生成を刺激するので、貧血の予防に役立ちます。 
  
血圧: このユニークな熱帯の果物は塩分が少ないにもかかわらずカリウムを極めて豊富に含んでいるの

で血圧対策にはもってこいです。このために、米国食品医薬品局（US FD A）はバナナ業界に対し、

バナナが血圧をさげ脳梗塞のリスクを減らす働きがあること公式に宣言してよいという許可を与えて

います。 
 
脳力: 英国ミドルセックスにあるトゥイッケナム校の生徒２００名は今年の試験期間中、朝食、休憩時

間、昼食の際に脳力アップのためにバナナを食べることによって大いに助けられました。カリウムを

含む果物は生徒をより機敏にし、学習脳力向上に寄与するという研究発表があります。 
  
便秘: 繊維が豊富なバナナを食事メニューに取り入れることによって正常な腸の活動が促され緩下剤に

頼らなくても大丈夫になります。 
 
二日酔い: 二日酔いを治す最も早い方法のひとつは、はちみつ入りのバナナミルクシェークを作って飲

むことです。ミルクが体内神経システムを和らげ再水和する中、バナナがはちみつと共に胃を鎮め、

劣化した血糖値を改善します。 
  
胸焼け: バナナは体内で酸を中和する自然の働きを持っています。胸焼けで困ったらバナナを食べて楽

になりましょう。 
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つわり: 食間にバナナをおやつにすると血糖値を上げ、つわりを防ぐことができます。 
 
虫刺され（蚊）: 虫刺されのクリームに手を出す前にバナナの皮の内側で蚊に刺された箇所をこすって

みてはどうでしょうか？腫れやかゆみが退いて驚く程の効果を多くの人が体験しています。 
 
神経: バナナにはビタミン B が豊富なので神経組織を鎮めるのに役立ちます。 
 
肥満と仕事: オーストリアの心理学協会は仕事でのストレスがチョコレートやチップスのようなスナッ

クに手を出すことにつながっていることを突き止めました。5 千人の病院の患者を調査したところ、最

も太っている人々はストレスの多い仕事に携わっている可能性が高いことがわかりました。 
パニック的にこうしたスナックを無性に欲しくなることを避けるために、高炭水化物の食品を 2 時間

おきに摂り血糖値を一定に保つ必要がある、と報告書は結論付けています。 
 
潰瘍: 実の柔らかさや流動食としての滑らかさを持つバナナは腸の不調に対する食事療法として用いら

れます。慢性の場合でも抵抗なく生で食べられる唯一の果物です。また、胃酸過多を中和し、胃の内

壁に膜を張ることで炎症を和らげます。 
 
体温の調整: バナナは多くの文化にあって、体温を下げる果物として、妊娠の体温を下げ心を落ち着か

せる働きがあると考えられています。 
 
特定の季節に発症する躁鬱病(SAD): バナナは心を落ち着かせるトリプトファンを含んでいるので、 
SAD 患者に有効です。 
 
喫煙: バナナはまた禁煙を促すことが可能です。バナナに含まれるビタミン B6 や B12、カリウムやマ

グネシウムによってニコチン切れの作用からの回復を助けます。 
 
ストレス: カリウムは重要なミネラルで、体内の水分量を調整し、脳に酸素を送る働きをします。私た

ちがストレス下にあるとき、私たちの代謝率は上昇します。それゆえ、私たちのカリウム量を下げる

のです。カリウムを多く含むバナナスナックの助けを借りてバランスをとることができます。 
 
脳梗塞: ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン誌に掲載された研究によると「日常の食

生活にバナナを取り入れることによって脳梗塞にかかるリスクを 4 割減らすことが可能！」です。  
 
イボ: イボを取ってしまいたいならバナナの皮の内側をイボに当て注意深く該当個所の皮膚を軟膏やサ

ージカルテープ（絆創膏）でつかめばよい、と自然療法を志向する人々は断言しています。 
 
このように、バナナは実に、多くの病状に対する自然の薬なのです。しかしながら、バナナは決して

冷蔵庫に入れないようにしてください。リンゴと比べてバナナにはタンパク質が 4 倍、炭水化物が 2
倍、リンが 3 倍, ビタミン A と鉄分が 5 倍、その他のビタミンとミネラルが 2 倍含まれています。また 
カリウム も豊富で、身近な食物の中でもベストの一つです。もしかしたら、あの有名な言葉「一日一

本のバナナは医者を遠ざける」と変えるべき時期がきているのかもしれません。 
 

http://www.naturalnews.com/031308_bananas_health_benefits.html 
 http://www.naturalnews.com/028206_bananas_health.html 

http://www.naturalnews.com/034151_bananas_nutrition_facts.html 
http://healthmad.com/nutrition/10-health-benefits-of-bananas/ 

http://www.naturalnews.com/026376_selenium_cancer_thyroid.html 
http://www.naturalnews.com/026368_calcium_magnesium_vitamins.html 

http://www.nutritiondata.com/facts/fruits-and-fruit-juices/1846/2 
http://health.learninginfo.org/banana-nutrition.htm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/264552.stm 
http://www.medicinenet.com/ace_inhibitors/article.htm 

http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/09/15-facts-you-probably... 
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=7 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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糖尿病に効く６つの食物 
 
糖尿病には２つのタイプがあります。両方のタイプに共通しているのは、血糖値の失調とインシュリ

ンの問題です。インシュリンはグルコースを細胞エネルギーに変換するのを助けるホルモンで、細胞

が栄養素を代謝するのに必要となります。 
 
タイプ１の糖尿病は、人生の早い時期に通常起こるので、時に若年性糖尿病と呼ばれます。すい臓が

インシュリンを十分、もしくは全く生成しないので、インシュリンを外部から補給することが必要と

なります。そのことはすなわち、多くの場合、手で操作するシリンジによるインシュリンの注射、あ

るいは、もっと簡易なペン型注射、インシュリン錠剤、持ち運び可能なインシュリンポンプを用いる

ことになります。 
 
タイプ２の糖尿病では通常、人生の後半に発症することが多いです。すい臓は機能しているのですが、

体内細胞がインシュリンを活用出来ない、もしくは十分にインシュリンを用いることができない状態

です。このタイプの糖尿病はしばしば、血糖値をチェックしながら、運動や食事療法によって管理さ

れることが可能です。 
 
慢性的に血糖値が高いことは、両方のタイプ共通して見られます。しかし、時々、タイプ２では血糖

値が低くなることがあります。 
 
多くの糖尿病の症状は、アドレナリンや甲状腺関連、そして線維筋痛症の症状と似通っています。従

って、症状が糖尿病に関連したものかどうかを決定するには血糖値を調べるのが最良の方法です。 
 
糖尿病に対する食物 

明らかに、グリセミック指数（食後に血糖値を上昇させる程度による炭水化物の指数）の高い食物は

避ける必要があります。精製されたスターチや炭水化物, 砂糖、異性果糖、蜂蜜, メープルシロップ、

キャンディ, ケーキ、クッキーも同様です。また、合成された人工甘味料は脳細胞をダメにします。 

加糖されていないフルーツジュースは低血糖値に対する短期的な解決策ですが、血糖値が高い場合に

は、薄めたものでなければ避ける必要があります。 
 
ファーストフードレストランや店頭で売られている加工食品には、本来、そうしなくてよいものにも

加糖されているものがあります。それらを全て避けましょう。 有機食品をできるだけたくさん買う

ようにしましょう。 
 
１）野菜、特に緑色のものは毎日食することができます。蒸した野菜や生野菜は栄養的にも優れ、ど

なたにも適していますし、特にグリセミック指数が低い場合には尚更です。店頭で売られているサラ

ダドレッシングにはしばしば砂糖や他の甘味料が含まれています。大豆や酢、レモン・ライム以外は、

加工されていない、低温で絞られた野菜のヴァージンオイルだけを使うようにしましょう。 
 
(2) アボガドをスライスしてサラダに加え、味と栄養を豊かにしましょう。アボガドは グリセミック指

数が小さく、豊富に含まれるオメガ３によって、他の深刻な症状を引き起こす糖尿病にしばしば関連

付けられる慢性的な炎症を癒します。アボガドはタンパク質の優れた補給源です。 
 
(3) くるみもまたグリセミック指数が低く、オメガ３の優れた補給源です。サラダや野菜に振りかけれ

ば、一味変わります。くるみ以外の他の無塩ナッツもまたほとんどが糖尿病患者にとって有益な食物

です。 
  
(4) 養殖されていない新鮮な魚、特にマグロや淡水のサーモンは、グリセミック指数が低く、またオメ

ガ３の優れた補給源でもあります。その他お肉は、お好みであれば、グリセミック指数が低いのです

が、放牧された牛や豚、放し飼いの鶏をできるだけ選ぶようにしましょう。こうした環境では動物へ

の過度の虐待がなく鶏舎や牛舎での悪環境に対抗するための有毒な抗生物質の投与やホルモン剤の注

射の必要性がないからです。 
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(5) 穀物は 良くも悪くもあります。明らかなことですが、加工された穀物は避けるべきです。全粒穀物

の中には思っているよりも高いグリセミック指数を持つものがあります。全粒小麦はその一つです。

キノアやそば は良い代替食品です。  
 
有機栽培の玄米はグルコースへとすぐに変換されることのない炭水化物なので糖尿病患者には有効か

もしれません。しかし、ほとんどの専門家は糖尿病患者に玄米を毎日の食事としないよう勧めていま

す。 
 
 (6) 雑穀は玄米に加えることによって味を豊かにすることができます。豆類はじゃがいもよりもグリセ

ミック指数が低く、タンパク質や繊維質を豊富に含んでいます。これらの豆類は野菜と一緒に摂った

り、副菜として用いることができます。 
                                                                                出典:  http://www.ehow.com/about_5372662_safe-foods-diabetics.html  

                                                                         さらなる情報はこちらで： http://www.naturalnews.com/037217_diabetics_foods_glycemic_index.html#ixzz26kf3a5Ps 

    
********************************************************************************************************************* 
この通信では健康に関する情報や記事を教育目的のためだけに提供しています。従って、医療に関す

る助言を意図したものではありません。 

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

 質疑応答コーナー 
 

1. 質問: 友人が出産間近で、私に産後のプラセンタのノーソードを処方して欲しいと思っています。
ノーソードの作製には出産後どのくらいの時間の経過まで可能でしょうか？作製の時間的な限界と
いうのがあるのでしょうか？ 

  

回答:  プラセンタ（胎盤）のような肉体の一部の波動を転写するためには、それが健康でなければな

りません。プラセンタは、他の器官と同様に、バクテリアによって汚染され、特に冷蔵されていなけ

れば、時間の経過と共に品質が低下し始める可能性があります。従って、出産後直ぐにプラセンタの

波動を転写するのがベストです。 

 

出産後のプラセンタの用法に関しては次回の通信で説明します。

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

 

2. 質問: 生後 6週間の赤ちゃんの母親は母乳を与えていますが、赤ちゃんが哺乳瓶を嫌がり水も与え

られないため、どのような形で波動薬を与えらた良いか知りたがっています。 
 
回答:まず、最初に 認識すべきことは、生後間もない赤ちゃんでも波動薬の摂取によって何ら危害を受

けることがないということです。最良の方法は波動薬数粒を水に溶かし授乳の前に母親の乳頭に一滴

たらしておくことです。有機栽培のココナッツ（もしくはアーモンドやオリーブ）オイルにレメディ

を入れ、皮膚をそれでマッサージするのもよいでしょう。オイルを赤ちゃんの肌に塗ることはどちら

にしても健康的なことです。 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
3. 質問:  私の母は89歳でアルツハイマーを患っています。とても体が弱っていて、食べ物や飲み物も

口にすることがほとんどありません。肉体を脱ぐまでのこの厳しい状況を緩和するにはどうしたらよ

いでしょうか？ 
 
回答: こうした変調を癒すレメディはSR272 Arsen Alb (CM) です。それは最期に息を引き取るまでの

期間を穏やかで楽なものとします。その時期が近づいているとわかった時、レメディ水を口の中、あ

るいは唇に一滴垂らしてあげてください（一日1回） 

 

コンボボックスの場合にはSR 272 Arsen Alb  を含む  CC15.6 Sleep Disorders   を 用いることになり
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ます。                                                                                                                
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. 質問: 波動薬の１つの容器に、コンボをいくつまで加えることができるでしょうか？あまりにもた

くさんのコンボを加えた場合、全体としての効果は減少しますか？睡眠障害のコンボ以外に、一つの

ボトルで、混ぜ合わせるべきではないコンボというのはありますか？ 

 

回答: この波動薬の奉仕を始めたばかりの頃は、関連する症状のもののみのコンボを加えるのがよいで

しょう。さらに付加することのできるコンボは CC10.1, CC12.1 (もしくは CC12.2), CC15.1 orもし

くは CC17.3 となります。経験を積んだ後、異なる症状のコンボを混ぜて処方し始めてもよいのです

が、、４つないし５つのコンボ以上にならない方がベストです。そうでない場合には効果が薄まる可

能生があります。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
5. 質問: マニュアルには容器中のレメディの波動は六ヶ月持続すると書かれていますが、わたしのう

っすらとした記憶ではワークショップの中で二ヶ月と聞いた覚えがあります。実際にはどのくらいの

間、波動は維持されるのでしょうか？ 患者さんは、この期間が過ぎた後、手のひらに 9回容器を強

く叩くことによって再度活性化することが可能でしょうか？ 
 
回答:この問題はどのように波動薬を管理しているかによって異なってきます。 確実なところとして

２ヶ月間という有効期限を示しましたが、波動薬を服用する前に手のひらで２，３回強く叩くと効力

を強化することができます。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
6. 質問: １０８のコンボボックスは室温何度で保管すべきですか？旅行や移動、例えば車のトランクな

どでとても寒かったりや暑かったり（もちろん直射日光はいけませんが）しても大丈夫でしょうか？ 

回答: 冷暗所で保管するのが最良です。暑い日に車のトランクにコンボボックスを置いて移動するのは

お勧めできません。そうした状況では、トランクではなくクーラーボックスなどに入れておくのが良

いでしょう。 

実践者のみなさん、アガルバル先生への質問がありましたら news@vibrionics.org までお送りください。 
******************************************************************************************* 

 
２０１２年１０月２０日－２１日ジュニア波動薬実践者トレーニングクラス、米国ハートフォード

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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２０１２年１１月２１日－２３日医療キャンプ、プッタパルティ、プラシャンティニラヤム駅にて 

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

 

治癒者の中の治癒者であられるスワミの御言葉  
奉仕は、他の人に対して行われるものであるというよりは、実際、自らの為のものであることがわ

かるでしょう。自分と他人は別であるという感覚があれば、それは直ちに「してあげている」いう

エゴを助長させてしまい、奉仕の本質を失ってしまいます。そうなれば、奉仕の相手方に「自分は

劣っている」という感覚をもたせ、その人を傷つけることになってしまいます。そのような奉仕は

セヴァと呼ばれる霊性修行とは相反するものです。 
                                                                  サティアサイババ サティアサイスピークス 第１０巻２０章  

なぜ私たちは身体を大切に維持管理すべきなのでしょうか？ 

「身体は魂の乗り船であり、生死の輪廻の海を渡る道具です。こうした道具を備えた人間として生

まれてきたことは、過去の多くの生で培ってきた功徳のお陰なのです。この「海を渡る」というこ

とは、身体の中に存する真の居住者を実感認識することです。身体（デーハ）を持つことの目的と

は内在者（デーヒ）に気づくことなのです。ですから、身体が丈夫で何かの技術に長けていたり、

鋭い知性と鋭敏なマインドを携えていたとしても、それがゴールなのでなく、内在者を見いだすこ

とに全ての努力が払われなければなりません。従って、身体をそれに耐えられるように整え、健康

で活動に支障のない状態にすべきです。それはちょうど、船が航海に耐えられるものであるべきで

あるのと同じようにあなたの身体もまたその目的を遂行するのに適したものであるべきこと同じこ

とです。身体を大切に管理しなさい。 

                            サティアサイババ 御講話 1966 年 8 月 3 日 

******************************************************************************************** 
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 お知らせ 

                                                              ワークショップ開催予定 
 

 ポーランド, ロクロー 、ジュニア波動薬実践者ワークショップ、およびアシスタント波動薬

実践者のためのリフレッシャーコース、２０１３年４月２０日、２１日 

              

 ポーランド (場所は追ってお知らせします) シニア波動薬実践者向けワークショップ ２０

１３年９月２７－２９日、ポーランドで行われる全てのワークショップの連絡先：Dariusz 

Hebisz  電話+48 606 879 339 、email: wibronika@op.pl 

 インド ニューデリー: アシスタント波動薬実践者ワークショップ8-9 December 2012年１２月

８－９日 andシニア波動薬実践者向けワークショップ  2012年１２月１０－１４日 

              連絡先： Vinod Nagpal 電話011-2613 2389、email at: vinodknagpal@gmail.com  

 

 インド ムンバイ  （ダルマクシェトラ）: アシスタント波動薬実践者ワークショップ 2012年

１２月２１－２２日、リフレッシャーワークショップ、２０１２年１２月２３日 

         （ジャルガオン マハラシュトラ）アシスタント波動薬実践者ワークショップ 

２０１３年１月１２－１３日 

             連絡先： Sandip Kulkarni 電話 9869-998 069 、email at: sanket265@yahoo.co.in 

 

ワークショップ講師のみなさんへ：ワークショップの予定がありましたら 99sairam@vibrionics.org 
までお知らせください。 

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

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…誰にでも手の届く卓越した無料の医療を目指して 
 


