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 アガルヴァル博士の研究デスクより 
実践者の皆様、 

 
今回の波動薬通信から、実践者のみなさんからの情報を多く盛り込みました。次号以降の通信では異なる視

点からその内容をさらに拡大していきます。この変化がみなさんにとって有益であるかどうか、特に、さら

なる関心が引き出されるものであるかどうかについてお知らせいただければと思います。記事を寄稿してい

ただいた多くの方々に感謝を申し上げます。聖なる癒しに関するレポートを分かち合うことにより、私たち

の内なる英知が刺激されますので、このことは素晴らしい奉仕となっています。 

今回の通信のために寄稿していただいた素晴らしい記事を全て掲載できなかったのが残念ですが、間もなく

次号以降でみなさんの体験談を御紹介できるものと考えています。 

 

プラシャンティニラヤムではグルプルーニマ祭が近づいています。私たちのハートはより強く、より大き

な帰依心を持って、敬愛する主であり、ヒーラーの中のヒーラーであるスワミ、バガヴァンシュリサティ

アサイババに惹きつけられています。１年の中でも特にこの時期にスワミへの思いが強く感じられます。

スワミはサイ波動薬実践者を祝福され、愛ある奉仕を行うことのできる永遠なるセヴァの形式を与えてく

ださいました。その恩寵のしるしとして、長年にわたってスワミは特にグルプルーニマの日に波動薬を祝

福されてこられました。我々の捧げたケーキをスワミは祝福され、吉祥の日にサイクルワントホールに集

った参加者にプラサードをお配りするという大役を与えてくださり、我々は只々歓びを持ってそれを引き

受けたのでした。 

ひまわりの花がいつも太陽に向かって咲いているように、寸分たりとも、全ての源であるスワミを忘れる

ことのないよう、実践者として、常にハートがスワミに向かっているようにありたいものです。 

 

私たち自身が、愛である神の体現者そのものであり、内には聖なるグルが真我として在ることを悟ること

ができますように。スワミが私たちを通して患者さんのお世話をなさり、癒しの言葉、思い、行動として

顕現されますように。全ての中にスワミを見ることができますように。 

 

サイへの愛の奉仕の中で  

アガルバル・ジット 

********************************************************************************************* 
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簡明な情報１ 

 
 

この宇宙のあらゆるものはエネルギーです。あなたが、人の周りに感じることのできるエネルギ

ーを信頼しなさい。 このエネルギーによってたくさんの情報がもたらされます。よく耳を傾け

なさい。                            カレン・ソロモンゾーン 

********************************************************************************************* 
 処方例  

 1.乾癬 02128...Argentina 

２０１３年１２月１０日、２８歳男性が、定期的に行われる大学の試験のストレスを抱え乾癬を発症し、そ

の治療を求めていました。胸・脇腹・背中・肩・上腕（１２月１２日の写真）の広範囲にわたり乾癬が広が

っていました。以前、彼は対症療法治療やアロエを用いた治療を試しましたが効果はなく、外部塗薬として

以下のレメディが処方されました： 

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis + SR293 Gunpowder…一

日２回, ヴィブーティ入りのアーモンドオイルを資材として 

１週間後、炎症は完全に治まり、まだら模様となっていた症状が退いていきました（１２月１９日の写

真）２週間後（１２月２７日の写真）には、皮膚は通常の状態に戻り、症状は完治しました。 

     
    １２月 １２日           １２月１９日                    １２月２７日 
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       １２月 １２日         １２月１９日                  １２月２７日 
     

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

2.  白血病・骨髄移植手術からの回復 12051...インド 

２０１３年９月１９日、白血病を患う４歳の女の子がその治療を求めて実践者を訪ねました。２年前に白

血病と診断された彼女はバンガロールのある病院で化学療法の治療を受診しましたが、自宅に戻ってから

４か月後に当該症状が再発してしまい、しかも、その病院では更なる治療を受けることは叶いませんでし

た。そこで、彼女はバンガロールの（その食堂で彼女の父が勤務していた）別のガンセンターに移設され、

父親の骨髄を用いた半適合骨髄移植手術を受けました。彼女が集中治療室で手術からの回復をしている間、

以下のレメディが処方されました： 
 
 
#1. CC2.1 Cancers – all + CC3.1 Heart tonic...一日３回 
 
１０日後、下痢が発症したため、服用回数は一日１回に減らされました。便を含む他の検査は正常でした

が、彼女はとても衰弱し、虚弱で下痢も続いていました。更に１０日経ってから、免疫を上げ下痢に対処

するため、レメディは以下のように変更されました： 
 
#2.  CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 
...一日３回(必要であれば一日６回).  
 
３日後、彼女は退院するのに十分なほど回復しました。帰宅してから２週間後に、母親からの報告があり、

娘が１００％回復し、最近の検査で判明した早期の回復に医師が驚き喜んでいた、とのことでした。 
 
それ以前、両親は娘の将来に絶望していましたが、彼らの娘が短期間の内に奇跡的に回復し平常に戻れた

のは波動薬のおかげであると強く感じています。両親はとても幸せで波動薬による治療を娘に続けて受け

させることを決意しています。 
 

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

3. 転移性骨癌 01768...ギリシャ 

２０１４年１月６日、過去３年間乳がんを患っていた６２歳の女性が実践者を訪れました。乳房切除手術

と化学療法を受けた後、症状は２０１３年６月まで安定していましたが、その後は全身に痛みを感じ始め、

２０１３年１２月２３日に転移性骨癌と診断されました。２週間後、以下のレメディの服用が開始されま

した： 
 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic +  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM113 Inflammation…一日３回 
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２０１４年３月に更なる検査を受けたところ、医師は奇跡が起こったと彼女に告げました。転移性骨癌が

跡形もなく消えていたのです。患者さんは精神的な健康も取り戻しました。また、波動薬を服用し始めた

時、彼女は歩くことはできませんでしたが、２０１４年５月現在、彼女は毎日歩いており、波動薬の服用

も継続しています。 
 

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

4. 手の平の嚢腫 00014...インド 

３２歳の警備員の患者さんが直径約１５ｍｍの円形の嚢腫を右の手の平に患っていました。その嚢腫は過

去１２か月間で徐々に大きくなってきましたが、痛みはなく、ただ、手を握る際に支障がありました。治

療には費用がかかるため、それまで医師には一度も見てもらっておらず、実践者からは以下のレメディが

処方されました。 

CC2.3 Tumours & Growths…一日４回 

彼はこのレメディを１５日間服用し、また、ゴマ油に転写したものを就寝時に一日１回直接患部に塗りま

した。 

１５日後に、嚢腫は４０％縮小し、引き続き治療が行われました。４５日後には、嚢腫は完全に無くなり、

その後、１か月間上記コンボは一日１回の服用となりました。彼が受けた治療は波動薬だけでしたが、治

療終了後３か月経っても嚢腫の再発はありませんでした。 

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

5. 慢性扁桃炎 10741...インド 

３３歳の男性は、扁桃炎が悪化して以来２０年間慢性化した症状を患っていました。その間、彼の担当医

は手術を勧めていました。症状は頻繁な高熱（それに対しては強力な抗生物質を摂取していました）やア

レルギーの咳を伴いました。２０１４年２月５日に、患者さんは以下のコンボを２０日間服用しました。 

#1. CC9.2 Infections acute + CC14.1 Male tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat 
chronic…一日３回 

服用後、６０％の改善が見られましたが、虚弱と神経性衰弱の症状が新たに報告され、コンボは以下に変

更されました。 

#2. CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat chronic…一日２回 

上記レメディは２５日間服用され、７５％の改善がありました。服用はその後１か月継続して行われ８

５％の改善がありました。彼の扁桃炎の過去のあらゆる経験に反して、波動薬を摂ってから３か月間、扁

桃炎も発熱も発症することはありませんでした。２０１４年６月６日、上記＃２のレメディを将来にわた

って摂り続けることにしました。 

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

6. 肝臓疾患・下痢・寄生虫 を患った猫02494...イタリア 

実践者は友人の、ウマと呼ばれる５か月の子猫の症状に関して相談を受けました。その症状としては寄生

虫による重度の下痢と、便には血や粘液が混じり、腸の感染も見られました。獣医はその他に肝臓疾患を
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指摘し、対症療法の薬を処方しましたが、症状は改善されず、ウマは食欲もなく、衰弱しており、以下の

レメディが処方されました。 

肝臓に対して 
#1.  NM22 Liver + SR265 Aconite + SR275 Belladonna (30C) + SR283 Chamomilla (30C) + SR343 
Argent Nit + SR504 Liver...一日３回 
 
下痢に対して 
#2. 血液と粘液のノーソード …一日３回 

１週間後、２０％から３０％の改善があったものの、寄生虫と下痢は続きました。症状の早期改善のため

に、猫の便の寄生虫のノーソードが作られ、レメディは以下のように替えられました。 

肝臓、下痢、炎症に対して  
#3.  NM15 Diarrhoea + NM22 Liver + SR348 Cortisone + SR504 Liver…一日３回 
 
寄生虫と感染症に対して  
#4.  NM35 Worms + NM36 War + Nosode of a worm with faeces…一日３回 
 
このレメディによって、ウマの症状は急速に改善に向かいました。３日後、３０％、５日後には５０％、

１０日後には７０％の改善となりました。１９日目には、下痢は無くなり、診断によって寄生虫もいない

ことが判明しました。 
 
ウマは #3 と #4 をさらに１１日間服用を続けました。その後、#4 の服用は中止され、#3 が更に２週間継

続されました。この後、寄生虫の治療が以下のレメディによって再開されました。 
 
  
#5. NM35 Worms…一日３回 
 
#3 と #5 が更に１か月間服用されたのち、症状は完治し、治療は終了しました。 
 
参考: 本ケースは２００３年の９月から１１月にかけて行われたものですが、ノーソードの利用の仕方の一例として 
最近投稿があったものです。 
実践者の、ファビオとウイルデ・プレヴィアティは以下のコメントを残しています。 
  
「この友人は波動薬にとても満足していて、しばらくしてから、彼らは自分たちが助けてもらったように

他の人を助けることができるよう波動薬のトレーニングコースを受講したいと言っていました。現在、彼
らも波動薬実践者となってこの奉仕活動ができることをとてもうれしく思っています。私たちにとって、

この奉仕は本当に素晴らしいものです。この経験を通して、他の人の幸せを見る歓びを感じることができ
るようになりました。他の人が健康を回復できるよう手助けすることは当初不可能のように見えましたし、

大きな責任感を感じました。しかしそれは、癒し手としてではなく、（なぜなら癒し手は私たちではない
からです）私たちのグルであり主であるバガヴァン・シュリ・サティヤ・サイババの御手の中でできうる

限り最良の道具となることに努力するという意味での責任であって、今日まで引き続きそれを感じていま
す。」 

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

7. 便秘 02896...英国 

２５歳の女性はそれまで常食としていた緑の野菜を１週間中断し、それまで無縁だった揚げ物やグルテン

を含む食事を摂ったため極度の便秘を患い実践者のもとを訪れました。訪問時には２日間便通がなく強い

腹痛と腹部の不快感があり、以下のレメディが処方されました。 
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CC4.4. Constipation…１時間のあいだ１０分毎に 

２時間後、排便が２，３度あり、腸は空になって痛みは止みました。レメディは３日間続けられました。

このことがあってから、彼女はもとの健全な食事に戻ったため同じような問題は起こりませんでした。 

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

8. 踵骨棘(かかと骨の異常突起)&末梢動脈疾患 12051...インド 

８６歳男性が数種の症状、１）数年間続いている背中と踵の痛み、２）両足の踵骨棘(かかと骨の異常突

起)、３）末梢動脈疾患（足部の血管が詰まる症状）の治療を求めていました。この症状のため、足への血

流が阻害され、そのためひどい痛みが伴い、歩くこともできませんでした。対症療法の他に彼は、ホメオ

パシー、指圧、その他の治療法を試しましたが、効果はありませんでした。２０１３年８月に以下のレメ

ディが処方されました。 
 
 
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles and Supportive tissue…一日３回 
 
 
８か月の服用の後、左足及び踵の痛みは１００％無くなり、左足の踵骨棘もまた完全に消失しました。右

足の踵も著しく回復しましたが、まだ症状が残っていたので、波動楽の治療が続けられました。左足の回

復に伴って彼の波動薬に対する信頼はますます強いものとなりました。 
 
この男性は大いなる癒しに対してスワミに感謝し、治療中の素晴らしい体験も認識しています。 
 
参考: 血管の詰まりは動脈硬化症から来ているかもしれないので、CC3.5 Arteriosclerosis を加えてもよいでしょう。 

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

 
9.  慢性疲労と痛み 02779…日本 

 
６５歳の女性が身体の痛みと慢性疲労を１０年以上も患っていました。波動薬に出会う前は、対症療法を

含む様々な種類の治療法を試していましたが、効果はなく、以下のレメディが処方されました。 
 
CC12.1 Adult tonic + CC 12.4 Chronic fatigue + CC15.1 Mental & Emotional tonic…一日３回 
 
２日間のレメディの服用の後、強い好転反応があり、身体や顔に広範囲にわたって湿疹が見られ、ひどい

頭痛、のどや背骨、背中、胸、腰にもひどい痛みが出て、それらは２日半続きました。彼女は瞑想によっ

て痛みを和らげようとしましたが、痛みはひどく、気持ちは落ち着きませんでした。実践者はたくさん水

を飲むように伝え、好転反応が収まるまで一端レメディの服用は中止するよう伝えました。好転反応が収

まるのには９日間かかり、その後、一日１回の頻度で上記のレメデイの服用が再開されました。その後２

週間は好転反応は見られなかったので、服用回数は一日３回に引き上げられました。３か月後、症状は７

０％改善し、６か月後には９０％の回復がみられました。その後一日１回のペースで服用を継続していま

す。 

************************************************************************************************ 
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 体験談  
 

パドマ・ララバンディ 10375...インド 

私は子どもの時からいつも、患者さんに奉仕を行っている医師を畏敬の念で見ていました。私もまたその

ような一人になりたかったのですが、主のみが御存じなのでしょう、その道ではなくエンジニアの分野へ

入り、ソフトウエア技師になりました。何年もたってレイキを学ぶ機会があった際に、主は代替療法とそ

の実践への入り口を示してくださいました。その後、２００８年１２月にプーンで最初の波動薬ワークシ

ョップの案内があったとき、すぐさまアシスタント実践者訓練コースの受講を申し込みました。９か月以

内に、ジュニア実践者コースを、２０１３年にはシニア実践者コースを修了しました。波動薬による癒し

の実践は私の人生に新たな方向性を与え、患者さんとの対話は、毎回のことですが、私にとって謙虚さと

大いなる学びの体験となっています。患者さんから感謝の連絡があるとき、また、「あなたのババの薬」

と名付けけられた「奇跡」に賛辞が与えられる時、私はとても謙虚な気持ちになります。患者さんからの

電話を受け、根気よく問題を聞き、信頼される存在となること、また医療キャンプに参加してレメディを

処方することを楽しんでいます。患者さんの問題や病状を分析し、その根本原因を理解することが、毎回、

大いなる学びのプロセスとなっています。この分析そのものが、自身の努力とは無関係に、私の中に精妙

な変容を自動的にもたらしてくれています。 
 
サイラムヒーリングマシーンに関しては、それぞれのカードの持つ力と波動を放射するパワーに気づきつ

つあります。患者さんの前で、このマシーンを用いてレメディを用意する時、波動薬が化学薬品でも通常

の薬でもなく波動そのものであるにすぎないことに、彼らはとても喜び満足します。 
 
その他、私が学んだことは以下の通りです。 

 
 ５年半にわたる、波動薬奉仕活動の中で、最も大きな学びは愛のハートでスワミに祈りを捧げること

がとても重要であり、それは純粋な魔法のようなものであるということです。 
 

 レメディを用意する際、慢性の病気に対して SM39 Tension（緊張）を処方すると驚異的な成果があ

るということに気づきました。自分自身に対してもそれを試してみましたが、自身の内面に大きな変

容があることがわかりました。また、多くの患者さんからも、他のコンボでの治療の他に、このレメ

ディを追加的に処方されることで、心が軽くなり、より自信を持ち、人を赦しやすくなり、より良い

人になった等の報告もなされました。実際、こうした患者さんからのフィードバックは波動薬の実践

にあたって最もハートが満たされるもので、それによっていかにスワミが各個人を変容しているかを

知ることができます。 
 

 患者さんの話を聞くこと、たくさんの時間を投資して愛のハートをもって患者さんに話すことによっ

て患者さんのハートに大きな影響と信頼を創り出すことができます。多くの場合、患者さんはそれだ

けで、既に問題が半分解決したと感じています。 
 

 患者さんとの対話の中で、それまで私の中で眠っていた、知らない部分の私の一部であるカウンセリ

ング能力が花開いたことは、スワミからの恩寵であり、医師としての資格を持たない私が患者さんに

奉仕をすることができるという夢がスワミによって叶えられました。 

スワミは私に、これまでに４２００名の患者さんに奉仕する機会を与えてくださいました。人への奉仕そ

れ自体が大いなる霊性修行で、それによって私の中にたくさんの精妙な変容がもたらされています。 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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デヴォア ヴェサージ 01616...クロアチア 

私の母は、波動薬の力を信じていませんでした。母が７９歳の時、夜９時を過ぎてから歯痛がありました。

歯科医による緊急の処置は問題外でした。というのも、母は心臓に人工弁を埋め込んでいたからです。抜

歯をするには、その処置をする前に３日の下準備を受ける必要がありました。私は、母に CC11.6 Tooth 
infections（歯の感染）のレメディを渡し、１５分毎に一粒服用するようにしました。すると、すぐに歯

痛は消え、２．３日の内に腫れも退いていきました。母は歯医者に行くことすらありませんでした。 

母は驚き、歓喜しました。このことがあってから、日常的に母は必要とする全てのことに波動薬の服用で

対処しました。そして、波動薬をあらゆる人に薦めることすらしたのです。 

その後しばらくしてから、母は心臓を患い入院し、厳しい状況に陥りました。退院後帰宅すると、母の状

況は全く芳しくなく、両目も開けられない状態でした。丸１か月間、母は CC7.1 Eye tonic + SR291 
Gelsemium （ゲルセミウム）+ SR359 Zincum Met（亜鉛）…一日３回、 を忠実に服用しました。周り

の全ての人が驚いたことに、彼女は目が見えるようになり、ベッドから起き上がれるようになりました。

家族全員が、このことは奇跡であると感じています。彼らはもはや私のことを白い砂糖玉を処方する怪し

げな人物として見なすことはなくなり、波動薬の活動を尊敬の念を持って見守っています。 

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

マリア・ボーリ Bourli01626...ギリシャによるマリレーナ・アナスタソポウロウ 03101...ギリシャ  の体験談の

紹介 

マリレーナはギリシャで開催されたジュニア波動薬実践者のためのセミナーに出席しようとしていた矢先

に、足を骨折してしまいました。セミナーを受講中、彼女は通常のように動き回れないために、サイ波動

薬の奉仕活動も大変限られたものになるだろう、おそらくは何もできないのでは、と静かに考えていまし

た。しかし、スワミには他の計画がありました。セミナー終了後、１０８の奇跡のコンボボックスを自宅

に持って帰った最初の朝に、義理の母親が床に倒れ嘔吐しているのを見たのです。母親の顔は青白くひど

く憔悴している様子でした。母親は自ら助けを求めマリレーナに向かってきましたが、前の晩からの下痢

と嘔吐で脱水症状を起こしたまま床で意識を失ってしまいました。マリレーナは CC4.8 Gastroenteritis
（胃腸炎）と CC10.1 Emergencies （緊急）をそれぞれ一滴ずつ２００ｍｌの水に落とし、よく振って、

それを母親に処方しました。当日は一日６回、翌日は一日３回、その後、彼女が完全によくなるまで一日

１回としました。また、転倒の際、母親は胸に怪我をして痛みを感じていましたが、CC10.1 
Emergencies + CC20.7 Fractures…一日３回、を約１週間服用することで完治しました。 

このことは、マリレーナにとって、波動薬による癒しの最初の体験であり、その効力について疑いを持っ

ていた彼女にとって、波動薬があらゆる状況でいかに有益で実りあるものであるかの確実な証拠となりま

した。 

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

 
 
 



 10 

 実践者プロフィール  
 

サンディップ・‘ラジャン’・ジョシ 10228...インド 

I, ラジャン・ジョシの職業は鉱山エンジニアで、正式な名前はサンディップといいますが、サイサミティ

ではニックネームのラジャンの名で知られています。 [編集者注: インドでのサイセンターはサイサミティ

と呼ばれ、米国ではサイコミュニティと呼ばれています] 
私たちの家族は１９７３年以来サイの帰依者として、逆境や苦難の時にはスワミの恩寵を幾度となく受け

てきました。私は、両親の勧めでナグプールサミティの活動に積極的に参加していましたが、１９８０年

に鉱山での仕事を引き受けてから、２７年間様々なサイの活動に全くと言っていいほど貢献できていませ

んでした。私の仕事には転勤つきもので、サイサミティは常に近くにあるとは限りません。仕事を変えて

２００７年にナグプールに戻って初めて再びサミティと積極的な関わりができました。 
 
時折、私たちのサミティで行われるバジャン会の間、特定のタイプの波動を体験することがありました。

いつもそのことを不思議に思っていたのですが、その波動は、自身の健康のためにスワミから発せられる

肯定的なものであると確信していました。 
 
ナグプールにある学校の一つ（ナラヤナ ヴィディヤラヤム）で私たちのサミティがＥＨＶのワークショ

ップを２００８年５月に開催し、私はそこでムンバイからのトレーナーをサポートすることになっていま

した。その場で知ったことは波動薬のワークショップが２００８年１０月にダルマクシェトラで行われる

ということでした。そこで私は自身の参加申し込みをしたうえに、妻にも参加を強く勧め、私たち二人は

ワークショップに出席しました。 
 
ワークショップでは、この宇宙の全てのものが波動を発しており、この波動のバランスが崩れることが病

気につながると言われました。私は、バジャン会での波動を感じた体験をこのことと関連して考えるよう

になり、スワミの恩寵を背に熱心に波動薬の奉仕活動を開始しました。妻と私はスワミの恩寵により訓練

コースを修了し、これまでに１万１千人以上の人々に奉仕する機会を得、驚くべき成果が示されました。 
私たち夫婦の奉仕活動によってナグプールの帰依者数名が波動薬トレーニングを受講するようになりまし

た。やがて、波動薬ワークショップが３回開催され、５０人以上のサイの帰依者がムンバイとプーンから

の講師によって訓練されました。 
 
ナグプールでは６３人強の波動薬実践者がいて、そのうち１８名は、定期的に、サティヤサイ医療移動車

での奉仕活動に従事しています。彼らはまた第１回の国際波動薬会議にも出席しました。彼らのうち２人

はシニア波動薬コースを修了し、サイラムヒーリングマシーンも使っています。他の人は９つの寺院（ヒ

ンズー教）、グルドワラ（シーク教寺院）、一つのコミュニティセンターで２週間に１回波動薬奉仕活動

を行っており、毎月１回定期的に、ムンバイの世話人に月次報告書を送っています。ナグプールでは、平

均して２７００人の患者さんが毎月レメディを処方されています。 
 
スワミはまた、サイ波動薬通信をヒンディ語に翻訳する機会を与えてくださり、現在もこの奉仕は進行中

です。私の波動薬の仲間はプラシャンティニラヤムに行くときはいつでもアガルバル博士とヘマさんにお

会いして常に励ましをいただいていることも、付け加えなければなりません。 
 
以下に、私の波動薬奉仕活動から２つの興味深い事例を紹介いたします。 
 

体験 1 
この事例は２００９年５月に起こりました。ある女性が激しい関節炎を患っていたのですが、彼女はある

学校の校長先生で、彼女の家族はダルシャン中、スワミから直接ビブーティを物質化してもらったことの

ある数少ないサイの帰依者でもあります。 
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子どもたちの病気その他の困難に直面した時、彼らはこのビブーティを用いてその苦痛を克服していまし

た。しかし、そのビブーティも残り少なくなってあと一つまみという時になって、それを惜しむあまり、

関節炎の対処に用いるのは１週間ほど後になってからのことでした。 
 
もう、ビブーティも使い切ってしまう時ぎりぎりに、ナグプールサミティ会長がたまたまイシュワランマ

の日のお祝いの行事の招待状と共に、ビブーティの小さな包み２つを持って彼女の家を訪ねました。家族

はみな、この訪問に驚き、スワミが、残されたビブーティが保たれるようこのビブーティが送ってくれた

のだと思いました。 
 
その地区会長は彼女の健康について尋ねましたが、全てがうまくいっていない、との返事でした。彼女は

過去２か月間ベッドで寝たきりの状態で、その時は別の部屋で横になっていました。その会長は、最近ナ

グプールからの５人の帰依者がダルマクシェトラで行われた波動薬のワークショップに参加してサティヤ

サイ医療移動車での奉仕活動で特定の村々で大きな成果を上げているので、この波動薬を試してみたらど

うか、との話をしました。 
 
彼女の夫が私に電話で連絡をくださり、波動薬の患者が実際の処方を受けるにあたって実践者に会いにい

く必要があるかどうかを尋ねました。私はそれは必要でないので、症状を教えてほしい旨を伝えました。

それは重度の関節炎でした。私自身が彼の家を訪問し、レメディ(CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine…一日３回) を持参し、服用の仕方等通常の説明をしました。 
 
訪問時には、彼女は部屋で休んでいました。私は彼女の休みを妨げたくありませんでした。また、彼女の

夫は大変気落ちしているように見えました。私はそのレメディは３週間分しかなく、無くなったら、私に

連絡をくだされば再度お持ちします、と告げました。 
 
３週間後、ご主人から電話連絡を受け、残りの粒が５，６個となったので、追加のレメディが必要である

と告げられました。彼は自分で取りに行きますから、といって聞きませんでしたが、私は、「いえ、私が

お持ちしますよ」と話しても、ぜひ、住所を教えてほしい、将来もまた、頻繁にレメディが必要になると

きがあるので、その方が都合もいいので、とおっしゃったのです。仕方なく私は承知し自宅の住所を告げ

ました。私は２階に住んでいましたので、彼を迎えるため、姪を１階に送り２階にご案内するようにしま

した。 
 
１０分ほどしてから、ノックの音に応じてドアを開けました。そこで見た光景はこれまでの人生でも出会

ったことのないものでした。私は自分の目を疑いました。そこには、ご主人と奥さんが共に立っておられ

たのです。すぐさま私は、奥さんが階段を上がってこられたことへのお詫びを申し上げましたが、お二人

は、お詫びなんて要りません、とおっしゃいました。お二人が私の自宅に訪問することに固執されたのは、

「３週間の波動薬治療の奇跡」を実際に目にしてほしかった、ということだったのです。 
 
お二人に中に入っていただくと、奥さんは、長期間の病気療養をしていたのでは校長としてふさわしくな

いので、その職を辞する気持ちでいたこと、スワミにこの困難から救ってほしいと祈り、孤独の中で泣き

続けていたことを話してくれました。その甘露を波動薬の砂糖粒という形で送り彼女を救ってくださった

のはスワミしかいない、と話されました。ジェイサイラム 
 
体験 2 
２００７年当時、ナグプールサミティは、パンワディと呼ばれる、ナグプールから４５キロ離れた村への

奉仕活動を行っていて、サティヤサイ医療移動車による２週間に１回の対症療法薬の無料処方を行ってい

ました。私はこの活動に積極的に参加していました。時々、この対症療法の薬の在庫が切れることがあり、

患者さんには丁寧にその旨を説明しなければなりませんでした。 
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私たちナグプールグループはプラシャンティニラヤムでのセヴァを毎年３月と９月に行っていて（今でも

それは続いています）、多くのボランティアの仲間たちはアガルバル博士からのレメディ資材を持ちより、

驚くような成果を収めていました。 
 
そうした中、無私の奉仕を願うサイ帰依者に波動薬の訓練が行われるということを聞き、２００８年にナ

グプールからの５人のサイ帰依者がダルマクシェトラでのワークショップに参加してアシスタント波動薬

実践者コースを無事修了しました。波動薬レメディの費用が患者さんに対してはゼロであり、実践者にと

ても無視しうるほどのコストであることに私は圧倒されました。その時すぐに、対症療法薬の在庫が無く

なって失望させてしまった患者さんたちの顔が目に浮かびました。 
 
ムンバイから帰るとすぐに、パンワディ村でのサティヤサイ医療移動車による最初の奉仕活動の準備にと

りかかりました。私たち５人は５４コンボキット（その当時はアシスタント実践者には５４コンボが支給

されていました）と砂糖粒、容器、スティッカー、赤本（ガイドブック）を用意してパンワディ村に向か

いました。全ての患者さんに薬が行き渡ったのは初めてのことでした。３６人の患者さんには波動薬が、

他の１００名の患者さんには対症療法薬が処方されました。 
 
私たちは初めて患者さんを手ぶらで返すことなく、満足感とともに医療キャンプから戻ってきました。私

たち５人全員が次の２週間後のセヴァを心待ちにしていました。お互いに語り合うことはなかったものの、

それぞれの胸の内では、ひそかに、波動薬の患者さんのその後の反応がどうであったか、そして次回、彼

らが対症療法薬か波動薬かどちらを求めてくるのかを確認しようと思っていました。 
 
驚いたことに、波動薬の処方を受けた３６名の患者さん全員がそれぞれの症状に改善が見られましたので

す。病状としては、主に、便秘・皮膚のかゆみ・ひざの痛み・咳・風邪などでした。波動薬が紹介されて

２回目の医療キャンプでは、波動薬を求める患者さんの数は５４名に膨れ上がり、その次のキャンプでは、 
対症療法薬のそれを上回るようになりました。 
 
その後のキャンプでは、同行された対症療法の医師は患者さんの診察を早々と切り上げ、波動薬実践者が

患者さんを処方している部屋にやってきました。その医師の隣に座っていた波動薬実践者が驚いたことに

は、その医師自らがレメディを求めてきたのです。 
 
対症療法による治療と併せた波動薬治療は現在でも１２の村々で２週間おきに行われています。スワミの

恩寵により、この組み合わせの対応の仕方による結果はとても勇気づけられるものとなっています。 
ジェイサイラム 
 

********************************************************************************************* 
簡明な情報２  

「オームを唱えることによる症状の軽減」 

 マントラを唱えることは炎症を鎮めるかもしれません。「精神神経内分泌学」学会誌に発表された、２０

１２年に行われたカリフォルニア大学ロスアンジェルス校でのささやかな研究によれば、痴呆症の方々の

お世話をしている４５名のグループの半数が８週間にわたって一日１２分間、瞑想的なマントラの吟唱を

行いました。また、もう一方の半数のグループには１２分間リラクゼーションのＣＤを聞いてもらいまし

た。血液検査の結果は前者のグループで炎症の値の減少が示されました。 

 

********************************************************************************************* 
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 健康に関するヒント 
サイ波動薬通信では、健康に関する情報や記事を提供しておりますが、治療のための助言ではなく、あくまでも教育目的のみを意

図したものであることを御承知おきください。患者さんの特定の医療・治療状態に関しては、担当医師に相談される旨のアドバイ

スをお願いいたします 

マグネシウムの効用と健康に与える重要性 

体内に豊富に存在するミネラルであるマグネシウムは多くの食物に自然の形で含まれ、あるいは、食品に

添加され、サプリメントとしても入手可能であり、またいくつかの医薬品（制酸剤、下剤など）にも含ま

れているものです。私たちの体はマグネシウムなしにはエネルギーを創り出すことはできず、筋肉は恒常

的な収縮の状態となり、また、生成されたコレステロールの水準を調整し血液中に放出することもできま

せん。 

マグネシウムは体内で生じる３００以上の化学反応にとって必須のものであり、エネルギー水準を保ち、

気持ちを落ち着かせ、心臓と血管の健康を維持するのに欠かせません。 

 
体内でのマグネシウムの不足は、喘息や糖尿病、骨粗鬆症など多くの病気の発症に関わっています。 
 
マグネシウムはＤＮＡを保護する 
研究によれば、ＤＮＡの統合はマグネシウムの不足によって遅くなることが示されています。 ＤＮＡの安

定はマグネシウムに部分的に依存しているのです。マグネシウムはＤＮＡ構造を安定させるばかりでなく、

外部環境からの変異誘発物質によるＤＮＡの損傷の修復における補助因子としての機能をも果たします。

ＡＴＰ（アデノシン三リン酸）と結合することで、マグネシウムはＲＮＡ（リボ核酸：ＤＮＡを「読み取

り」、それに必要なタンパク質を体内で生成する）の健全な生成を助けます。 

マグネシウムは体内の電解質バランスを制御する 
カルシウム・ナトリウム・カリウムなどの重要なミネラルの健全なバランス(ホメオスタシス：恒常性・安

定性)を保つマグネシウムの役割は、神経インパルス、筋肉の収縮、心臓の鼓動に影響を与えます。 

血液・心臓・骨に対するマグネシウム 
カルシウムの骨に対する重要性については、よく耳にしますが、マグネシウムもまた健全な骨にとってカ

ギとなるミネラルです。非常に多くの人がマグネシウムを摂らずにカルシウム錠剤を摂取しているため、

骨粗鬆症を最も発症しやすい人々にとってはカルシウムよりもマグネシウムに対する必要性が実際高くな

っているかもしれません。また、人の心臓にとってマグネシウムはおそらく最も重要な栄養素で、心臓の

筋肉そのものがよりよく機能することを助けます。さらにマグネシウムは心臓病と呼ばれるほとんどの疾

患が発症する箇所である血管を保護するのを助けます。マグネシウムはまた、アスピリンに似た、自然の

血液希釈剤でもあり、多くの医師や研究者は心臓発作や心筋梗塞を防ぐのを助ける可能性があると信じて

います。 
 
マグネシウムと糖尿病 
マグネシウムをより多く含む食事は、糖尿病の極めて低い発症と関連があります。おそらくはグルコース

の新陳代謝におけるマグネシウムの重要な役割のためと思われますが、血中マグネシウム減少症は、糖尿

病に先行する条件（あるいは、糖尿病がインシュリン抵抗性の結果かもしれませんが）としてのインシュ

リン抵抗性をさらに悪化させることがあります。糖尿病によって、尿とともに排泄され失われるマグネシ

ウムの分量が増加し、その結果インシュリンの分泌と作用に弊害をきたし、糖尿病の制御を悪化させるか

もしれません。 
 

マグネシウム不足による症状 
  関節炎・筋肉炎 
 炎症 
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 食欲不振・吐き気 
 麻痺、刺痛 
 片頭痛 
 疲労 
 虚弱 
 骨粗鬆症 
 血糖の変動 
 高血圧 

これらの研究によって、以前には知られることのなかったマグネシウムのもたらす健康への便益の一つと

して、精神的・感情的状態に影響をもたらす、ということが示されました。 

精神的落ち込み、不眠症、気持ちの変動などに悩む人にとっては食事にマグネシウムを付加することで改

善が見込めるかもしれません。初期の研究によっても、パニック的発作や不安の発症率やその症状の程度

も軽減されることがわかっています。 

マグネシウムの体内での保有量を図るのは容易ではありません。というのは、検査によって判明する血液

中の含有量はたったの１％でしかなく、このことがこれまで科学者が食生活におけるマグネシウムの重要

性を過小評価していた理由の一つでもあります。様々な新鮮な食物を含む食事をすることでマグネシウム

欠乏症を未然に防ぐことができます。 

  

 

マグネシウム 
忘れられている重要なミネラル 
マグネシウムは体内のあらゆる細胞にとって必要とされるミネラルです。 
マグネシウムが最も多く含まれる食品 
ぬか 922ｍｇ 
フダンソウ 860ｍｇ 
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スベリヒユ 850ｍｇ 
ホウレンソウ ７５６ｍｇ 
ダークココアパウダー 499ｍｇ 
アーモンド 395ｍｇ 
コーヒー 327ｍｇ 
 
精製された穀物は 80-97％のマグネシウムが取り除かれていることをご存知ですか？ 
 
生命の閃光 
マグネシウムは生体のエネルギー通貨であるＡＴＰを活性化することによってあらゆる細胞内のエネルギ
ーを創り出します 
 
私たちが正しく睡眠を摂るためには、食事の中に含まれる適切な量のマグネシウムが身体に必要となりま
す。 
 
マグネシウム不足は癌の原因となりますか？ 
癌の３次医療センターの集中治療室で治療を受けている患者の４６％がマグネシウム不足であることがわ
かりました。 
 
エジプトでの発がん率は欧米のそれの１０％に過ぎませんでした。地方の人々の間では、実質的に癌にか
かる人は皆無でもありました。これらの人々は、ほとんどの西洋の国々で摂取されているマグネシウムの
量に比べ１０倍の量、すなわち極めて高い数値である２．５～３グラムが食されています。 
 
 
マグネシウム不足となりがちな人とは？ 

 年齢が５５歳以上の人 
 アルコールやカフェイン含有飲料、ソーダ水を定期的に摂る人 
 利尿剤・心臓疾患や喘息の薬・避妊薬・エストロゲン補充療法などを受診・摂取している人 
 手術や火傷、肝臓疾患をい含めて、著しい肉体的・心理的ストレスを受けている人 
 消化器疾患を持つ人 

マグネシウムを豊富に含む食品 
1. ぬか– 米、小麦、オート  
2. ハーブ– ドライコリアンダー、チャイブ、スペアミント、ディル、セージ、バジル  
3. 種 – かぼちゃ, ひまわり, 亜麻、ゴマ 
4. ナッツ – アーモンド, ブラジルナッツ、カシューナッツ、松の実  
5. ダークチョコレート（ココアの含有割合の高いチョコレート） 

ホウレンソウやケールなどの緑の葉野菜、ドライビーンズ、全粒粉パン・シリアルもまた、優れた食品で

す。 

マグネシウムの効用を最大限に享受するには、カルシウム、ビタミン D・K を十分に摂取する必要がありま

す。バランスのとれた食事と適切な日光浴が肉体の要求する全てです。 
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       マグネシウムが豊富に含まれる世界で最も健康な食物 

１．かぼちゃの種 

２．ホウレンソウ 

３．フダンソウ 

４．ダイズ 

５．ゴマ  

６．オヒョウ（北洋産の大カレイ） 

７．黒豆 

８．未調理のキノア（ホウレンソウに似た野菜） 

９．ひまわりの種 

１０．カシュウナッツ             

 
表 1: 一日に必要なマグネシウム推奨栄養所要量 
年齢 男性 女性 妊娠時 授乳期 

生後６か月まで 30 mg 30 mg   

7 か月–12 か月 75 mg 75 mg   

1–3 歳 80 mg 80 mg   

4–8 歳 130 mg 130 mg   

9–13 歳 240 mg 240 mg   

14–18 歳 410 mg 360 mg 400 mg 360 mg 

19–30 歳 400 mg 310 mg 350 mg 310 mg 

31–50 歳 420 mg 320 mg 360 mg 320 mg 

51+ 歳 420 mg 320 mg   

 
出典:  
http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/ 
http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/ 
http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-nd/magnesium-miracle-mineral 
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium 
http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqqR6IE 
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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デング熱、あなたは大丈夫ですか？ 

 

 
デング熱は何世紀にも亘って見られる苦痛を伴う病気ですが、１９８０年代に劇的な蔓延がありました。

この数十年、世界中でデング熱の発生が増大しているのです。２５億人以上の人々、実に世界の人口の４

０％以上の人々がこの病気の感染のリスクにさらされています。以下に、デング熱についての要点を挙げ

ておきます。 

デング熱とは：デングとは、緊密な関係のある４つのデングウイルスのうちどのウイルスであっても、そ

れが、主に（通常、熱帯・亜熱帯に見られる）メスのネッタイシマカによって媒介され発症するインフル

エンザに似た感染症です。 

ネッタイシマカは一般にヤブカと呼ばれるカの１種で、デング熱・チクングニア熱・黄熱病などを媒介し

ます。このカは足部に白い斑紋があり、中胸背中央に 2 本の縦すじが見られます。このカは元来、アフリ

カで生息していましたが、現在では、世界中の熱帯・亜熱帯地域で見られます。より北方の地域では、こ

の病気は、より低い気温にも耐えることの可能なアジアタイガーカもしくはヒトスジシマカとよばれるカ

によって媒介されます。このカは白黒の足と小さな白黒の縞模様の体を持っています。本来は、東南アジ

アの熱帯・亜熱帯地域に生息していましたが、過去数十年間で、この種は各国間での商品の移動や旅行な

どによって、世界中の多くの国に侵入してきました。このカは多くの地域共同体で、大いなる害虫となっ

ています。というのは、湿地帯に生息するよりも人の生活する環境に多く見られ、日の出や日の入り時ば

かりでなく、日中も飛び回って人に影響を与えているからです。このカがタイガーカと呼ばれるのは、そ

の縞模様が虎のそれと似ているからですが、人を通してこの病気は感染することはありません。人がカに

ウイルスを感染させ、そのカがそのウイルスをメスのカとそれによって刺された人双方に媒介するのです。 

感染の広がる地域：熱帯気候である中南米はこのカの生息にとって最高の環境であり、感染が最も広がる

地域ですが、同様に、東南アジア・アフリカ・西太平洋においても問題となっています。欧州・ロシアの

いくつかの地域、また、米国においても、メキシコとの国境近くのフロリダで症例が報告されています。 

症状の詳細： 米国疾病管理予防センターによれば、感染した半数以上の人には症状が見られないのですが、

それ以外の半数の人はあまり幸運ではありません。デング熱は幼児・青年・大人を感染させるインフルエ

ンザのような症状の重い病気です。 

デング熱は４０度以上の熱が次の症状のいずれか２つを伴う場合に感染の疑いが持たれます：ひどい頭痛、

目の奥の痛み、筋肉・関節の痛み・吐き気、腺の腫れ、発疹。デング熱は、別名として「骨折熱」と呼ば

れることもあり、あたかも骨が折れているような痛みを感じることがあります。症状は、カに刺されてか

ら４日から１０日の潜伏機期間の後、通常２日から７日続きます。 

重度のデング熱は、血漿漏出、体液貯留、呼吸困難、重度の出血、器官損傷などを併発し死に至る可能性

を持っています。危険な兆候としては、３８度以下に体温が下がり始めてから３日から７日の後、腹部の

激しい痛み、断続的な吐き気、歯茎からの出血、呼吸促迫、疲労、情緒不安、吐血などが見られ、次の２

４時間から４８時間が生死を分ける重要な段階となります。合併症を防ぎ、死に至らせないために適切な

医療処置が施される必要があります。 

症状の軽重：毎年、５０万人以上の人が入院していますが、ほとんどの人は２日から７日で回復します。 
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中には、最初の体温の下落の後、デング出血熱（デング熱のより重度の症状で、器官損傷、重度の出血、

脱水症状などを伴い、死に至ることもある）を発症する人もいます。しかし、デング熱の致死率は、初期

段階の処置が施されることにより、最近では、１００人に一人よりも少なくなっています。 

治療方法・処置：患者はそれぞれの症状に応じて薬を処方されますが、大量の薬を飲むように言われます。 

特定の治療薬というものはありませんが、研究者はワクチンのテストを行っています。（波動薬実践者の

みなさんは、テキストを参照しデング熱に対応する適切なコンボを認識しておいてください） 

免疫性：一度デング熱にかかると、その特定のウイルスに対しては免疫が形成されますが、その他の３つ

のタイプのウイルスに対してはこの限りではありません。多くの国では、これら４つの全てのタイプのウ

イルスが見られ、デング熱が再発した場合、症状は極端に重くなりがちです。さらに悪いことには、デン

グを媒介するカは黄熱病やチクングニア熱をも媒介することもあるため、カに刺されることで複数の感染

を引き起こすことがあるのです。 

今日の感染状況：世界保健機構は年間５千万人から１億人の感染者を見込んでいます。（２０１３年の調

査では感染者数は４億人にも上るとも言われていますが）米州だけをとってもみても、年間発症例は２０

０３年の５２万人から２０１３年の２３０万人へと増大しています。２０１４年６月中旬からのワールド

カップ前に、開催国のブラジル政府はデングを媒介するカの撲滅にやっきになっています。 

感染の広がりの理由：一つには グローバリゼーションの影響があります。カは貿易の対象となる物資に隠

れ卵を産み付けます。感染した旅行者もまた新たな地域でカに対して病気を蔓延させます。都市部で、水

道管の建設がなされていない地域では、止水域の形成へとつながり、カが繁殖することになります。 

感染防止策：街頭や 近隣への殺虫剤の散布、カの遺伝子の改変、長袖のシャツ・長ズボン・虫よけスプレ

ー・ネットを用いてカに刺されないよう人々に呼びかけること、等が行われています 

出典: 
www.WBUR.org 
http://www.ask.com/wiki/Aedes_aegypti?o=2801&qsrc=999 
http://www.ask.com/wiki/Aedes_albopictus?o=2801&qsrc=999 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/ 

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

 質疑応答 

1. 質問:６０歳以上の年齢層の患者さん数人が、し尿失禁で悩んでいます。大人用おむつや、トイレが近く

にあるかどうか、すぐに自宅に帰れる範囲内かどうか、といったことで外出するのも煩わしい状況です。

こうした中で、自尊心は失われやすく、社会でも内向的で家に閉じこもる傾向となってしまいます。これ

に対するレメディはありますでしょうか？ 

    回答: CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue (もしくは、サイラム

ヒーリングマシーンがあれば NM7 CB7) + CC4.6 Diarrhoea （下痢を伴うのであれば）+ CC13.1 Kidney 
& Bladder tonic (尿失禁の場合） 

それに加え、患者さんはその患部の筋肉の運動をすべきです、すなわち、就寝前と毎朝９回ずつ肛門の周

り緩めたり、緊張させたりして直腸と尿道の中の括約筋を鍛えます。外出前にも、この運動を２回行うべ

きです。また、催しを刺激するため、患者さんは外出直前に飲食を避けるようにするのが良いでしょう。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. 質問: 甲状腺機能低下症を患っていない肥満の人に対するレメディはありますか？CC6.2 は甲状腺機能

低下症だけでなく肥満の双方を対象としているので適切でないように思われるのですが。  

    回答: 実際、CC6.2 Hypothyroid は甲状腺機能低下症を患っていてもいなくても肥満に作用します。 

どのようなコンボであってもそれぞれ１０８のコンボのテキストに載っている各タイトルの下に掲げられ

ている様々な症状に対しては効果を発揮するのです。もし該当するならば、 CC15.4 Eating disorders を

追加してください。患者さんには健全な食生活と運動の習慣について助言するのもよいでしょう。食事の

３０分前に、水を飲み、主食の前には沢山の新鮮なサラダを食べるのは良いことです。一口一口よく噛ん

で（一口に３２回）食事に時間をかけるべきです。 

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

3. 質問:１０８のコンボボックスの中に、正中神経を圧迫する手根管症候群（ＣＴＳ）に対するレメディが

ありますが、波動薬がいかにしてこの神経の圧迫を解き放つのでしょうか？ 

    回答: 正中神経は、腱と神経が通っている手首内の管を走っていることが知られていますが、もし、こ

の管の中の組織が腫れると、神経が圧迫されて手根管症候群を引き起こします。CC20.3 Arthritis に含ま

れている健全な波動が、この箇所に関連する小さなチャクラのバランスをとり、その結果、腫れが退いて

くることになります。この症状の初期の段階でこの波動が与えられることでレメディはより効果的なもの

となります。 

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

4. 質問:水で波動薬を処方する場合、グラスに蓋をせずそのままの状態でも大丈夫でしょうか？このような

保存状態の時、波動自体が消失しやすくなりますか？ 

    回答: いいえ、そのような状況でも波動は消失することはありません。波動は、媒体（水）の中に溶け

込みその一部となっているからです。もちろん、媒体事態が蒸発してしまえば、波動も無くなってしまい

ますが。 

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

5. 質問: クローゼットの中にテレビとインターネット接続無線ＬＡＮ（wifi)が設置されており、これらの 

接続スイッチは隙間なく覆いで隠されています。このクローゼットにサイラムヒーリングマシーンと１０

８のコンボボックスをしまっておいても大丈夫でしょうか？ 

    回答： もしワイファイのモデムにスイッチが組み込まれているのであれば、電磁波は強すぎるのでコン

ボボックスは近くに置いてはいけません。マシーンは短期間であれば大丈夫ですが、長期にわたっての保

管はできません。隙間の無い覆いであっても役に立ちません。もし、クローゼットの中にあるのが簡単な

スイッチや接続であれば、電磁波は問題とならないでしょう。 

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

6. 質問: 癌患者さんが、波動薬を服用している時に肉や乳製品を摂取してもよいでしょうか？ 

回答:  肉や乳製品は波動を中和することはありませんので波動薬の効果は減じることはないのですが、

癌患者さんが肉や乳製品を含む食事を摂ることが良いことかどうかは、また別の問題です。 

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

実践者のみなさんへ：:アガルヴァル博士に質問がありましたら news@vibrionics.org までお知らせください。  

********************************************************************************************* 
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 マスターヒーラーからの御言葉 

あなたが誰かに挨拶をするときは、それはあなた自身に挨拶をしているのだいうことを理解しなさい。そ
の「誰か」というのは、あなた自身の反映以外の何ものでもありません。鏡に映っているあなた自身の単

なる反射を見ているものとして他人を見なさい。あなたがたくさんの鏡によって囲まれている時には、自
身の多くの反射を見ます。反射されているものは多いですが、その実態は一人です。反応・反射・反響は

多いですが、実在は一つです。名前と形は異なるかもしれませんが、全ての存在は同一の神聖原理の現れ
の一部にすぎません。神性はこの世の多様な形態の底流をなす根本原理です。私がここで話をしている時、

私の声はこのホールにあるそれぞれの拡声装置を通って聴くことができます。同じように、私たちのハー
トの中にも全てが一つとして繋がっているという原理が存在しており、私たちはこのことを認識しなけれ
ばなりません。         …サティアサイババ、２００６年５月１３日御講話 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
癌の主な原因は精製された砂糖です。というのは、精製された砂糖の中には多くの化学物質が添加されて
おり、その一つに骨炭があります。それが食されると、体内のいかなる場所であってもそれが滞留するこ

とになり、問題を生じさせます。砂糖を完全に排除することによって癌を撲滅することができます。また、
砂糖を摂取すると、カルシウムが失われ尿路の中のシュウ酸カルシウム結石を患うリスクが増加する原因

ともなります。砂糖の代わりに、ジャガリーを用いると良いのです。 
 
 
                               …サティアサイババ、２００６年６月３日御講話  
                                                                                                                                                                                           
********************************************************************************************* 

 お知らせ 

ワークショップ開催予定 

 インド   カルナータカ州バンガロール:年次リフレシュ集会 ２０１４年７月１９日連絡先：シェカ

ールrsshekhar@aol.in 
 

 インド、ケララ州 コチン : アシスタント波動薬実践者トレーニング ２０１４年９月（正確な日時は

後日連絡いたします）連絡先：ラジェーシュ・ラーマンtrainer1.ker@vibrionics.org 

講師のみなさんへ：ワークショップ開催のスケジュールが決まりましたら、詳細を

99sairam@vibrionics.org までお送りください 

******************************************************************************************** 
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重要なお知らせ: 全ての実践者のみなさんへ 

送っていただいた処方例は素晴らしいものが多いのですが、送付された情報の中に重要な項目が欠

けているため、その全てをみなさんと分かち合えていないというのが現状です。そこで、以下の事

柄を必ず明記して下さいますようよろしくお願いいたします:  

患者さんの年齢、性別、処方開始日、急性症状の詳細、慢性症状の詳細、それぞれの症状の発症期

間、慢性症状の原因として考えられること、過去および現在受けている治療、処方したコンボと服

用回数、時系列による改善の記録（１００分率等での表示）、最終的な状態、その他関連事項 

以上の項目が網羅されることで将来の波動薬通信に掲載することが容易となります。 

 

ウエッブサイトはこちらです。www.vibrionics.org 実践者専用コーナーへのアクセスには実践者登録

番号が必要となります。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。 

 
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が、患者さんからの質問は、

直接、実践者のみなさんから回答くださいますようお願いします。ご協力ありがとうございます。 

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 

 


