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【解決、軽減、解消したい事項】 

 

アトピー性皮膚炎（３歳～） 

喘息（37 歳発症、現在症状無し） 

ハウスダストとカビに対するアレルギー 

右耳難聴と耳鳴り 

何かに対する不安による囚われ易さ 

など 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

療法の記録： 

 

 

 

 

光の中のイメージ 

 

明るい。 

落ち着いている。 

中にいる。 

直径 3m ぐらいの丸いところ。 

勝手に光っていて明るい。 

その光は白っぽい。 

自分の体は感じるけれど、見えない。 

感覚的に横になっている。 

何かを見ている。 

夜空。 

星は余り見えていない。 

自分は浮いている。 

宇宙空間にいてる。 

漂って止まっている。 

腕を動かす事ができる。 

前方、上の方に進んで行ける。 

自分が包まれているのは、球というよりは丸くて細

長い。 

それはカプセル。 

カプセルが開いたけれど、体が動かせない。 

 

やっとカプセルを離れた。 

周りは緑色。 

色しかない世界。 

ここがどこか分からない。 

ここは初めての場所？ 

明るい。 

大きな光の中にいる。 

白、緑、ついては消えている光。 

花の様な感じで、光と闇が見えている。 

自分の体に触れる。 

体が動かせる。 

宇宙の中を前進する。 

無に近い感覚。 

地球は見えない。 

地球からは見当がつかない程離れた所にいる感じ。 

1 番近い星は結構大きい。 

その星には降り立たず、見ているだけの方がいい。 

その水色の星は、“プレ”何とか。 

嫌ではないけれど、ここにいたいとは思わない。 

 

気体の様な存在が来た。 
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緑色の雲の様な存在が来た。 

挨拶をしてみる。 

返事はないけれど、自分の言葉に反応している。 

この雲には、意識がある。 

 

 

 雲の様な存在との対話のイメージ 

 

 【何かを伝えに来た？】 

 呼ばれたから来た。 

  

 【どこから来た？】 

 宇宙空間にある、ある星から来た。 

 自分はエネルギー体。 

 

 【その星に一緒に行ってもいい？】 

 大丈夫。 

 

 【この星は地球から離れている？】 

 近くはない。 

 

その星でのイメージ 

ジャングルの中に来た。 

 

緑の雲の私には、ここは自分のいつもいる

場所なので、初めてではない。 

 

【クライアントにとっては？】 

何か馴染みがある。 

 私（緑の雲）は、ここに属して、いてる。 

 名前は持たない。 

 ここは自分の居場所。 

 居心地が良い。 

 今、この場所には私だけしかいない。 

 

ここは、川がある。 

大きいのも小さいのも沢山の川がある。 

木が生い茂っている。 

太くて複雑な形の物。 

地球にも似た様な種類がある。 

草も生い茂っている。 

ジャングルだけれど、木が鬱蒼と茂っているだけで

はなく、木のない開けた空間もある。 

芝生だけの所もある。 

星全体がそうかどうかは分からない。 

 

【このセッションで、あなたはクライアン

トの手助けをする？】 

できるかどうか。 

私は、自分がなぜ呼ばれたのかが分からな

い。 

 でも、何か力になれるのなら、なろう。 

 

リラックスできる場所のイメージ 

ジャングルを離れて、草だけが生えている場所があ

る。 

ここからは川、水面が見えている。 

大きな川。 

とてもリラックスできる。 

“緑（の雲）”も一緒にいてくれている。 

 

 “緑の雲” 

私がここにいる理由は、私が 1 番リラック

スできる場所がここだから。 

だから、彼（クライアント）も、ここで最

もリラックスする事ができるだろう。 

私がアンテナとして、集合意識体やハイヤ

ー・セルフと繋ぐ役目をしよう。 

 中には入らないが、彼の頭の所にいよう。 

 

 

今後の人生を充実させる為に思い出すべき重要な場

面のイメージ 

 

何だろう、これ？ 

砂がある。 



 

3 

 

砂の上に立っている自分の足が見える。 

時間が止まっている。 

写真を見ているみたいに、学校の運動場がある。 

小学校の運動場。 

10 歳の自分。 

自分は何もしてない。 

でも、あ、運動会。 

人が沢山いてる。 

運動会は楽しくない。 

強制的だ。 

何かに組み込まれている。 

運動会というプログラム自体に。 

抵抗がある。 

運動会の度という訳ではない。 

何で、そこだけこんなに抵抗感があるのか、分から

ない。 

 

あー、うるさい！ 

嫌だ！ 

周りがうるさい。 

騒めき！ 

離れたい。 

でも、離れられない。 

終わるのを待つしかない。 

早く離れたい。 

うるさい状況は嫌だ。 

 

終わってホッとする。 

静かでいい。 

 

 

うるさい状況に対する嫌悪感の根本原因のイメージ 

 

あー、迷子だ！ 

デパートの中で、迷子になっている。 

3 歳。 

まだ小さい。 

お母さんとはぐれた。 

家族で来ていた。 

周りは人だらけで、うるさい！ 

困ってる。 

でも、どうにもできない。 

泣いてるなぁ、かわいそうに。 

家族は離れ離れで、自分しかいない。 

周りは全員、見知らぬ客だらけ。 

耐えてる。 

 

ああ、誰かが声を掛けてくれた。 

店員が。 

「どうしたの、僕？」って。 

自分は、泣きながら訴えている。 

自分の言っている事を分かって貰えた様だ。 

それから、椅子に座らされた。 

あ～、優しい！ 

少し安心した。 

慈悲だ！ 

なぜ？ 

「ありがとう！」 

なぜ？ 

 

【“なぜ？”と思う理由は？】 

優しいから。 

仕事なのに・・・。 

 

【あなたは、普段、余り優しさに接していない？】 

分からない。 

・・・ああ、苦しい！ 

分かってきた。 

“なぜ”っていうのは、見返りを求めていないから。 

そういう質の優しさだから。 

 

【この迷子の経験を通して、あなたはそういう無償

の優しさに触れる事ができた？】 

そう、できた！ 

ああ、良かった！ 
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家族と会えた。 

心配してくれてた様だ。 

両親は、「どこ行ってたん？」って言ってる。 

安心感で、僕は泣いてる。 

会えて良かった。 

見返りを求めない慈悲の心は、美しい。 

店員は、綺麗。 

 

 店員との対話のイメージ 

 

【あなたの対応を通して、クライアントは

慈悲の心の美しさを知る事ができた。】 

良かったね、お母さんと会えて。 

 

クライアント 

感謝してる。 

複雑な気持ち。 

なぜそこ迄できるのか・・・。 

 

 そんな大そうな事は何もしていません。 

 私にとっては、普通の事ですよ。 

 普通に対応しただけ。 

 子供がかわいそうだった。 

 

ありがとう。 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【この場面を思い出した事で、彼が気付けた事

は？】 

人間が普遍的に持っている優しさ。 

人間の本質的な善の心。 

 

【彼は、そういったものに縁遠かった？】 

そうではない。 

 

【この体験を思い出した事によって、何が変わ

る？】 

体験自体が大事だった。 

まだ物心ついて間もない頃に、初めて迷子になっ

て、その時に初めて赤の他人に示された無償の優し

さだったから。 

人の持っている本質的な優しさを再確認できた。 

 

（場面が変わる） 

なぜ？ 

砂浜にいてる。 

遊んでる。 

今、小学 3－4 年生。 

家族と来てる。 

でも、今は 1 人。 

1 人の方がいい。 

知らない子と友達になった。 

気が合って、仲良くなった。 

喧嘩ではないが、掴み合って遊んでいる。 

すごく楽しい。 

会った事もない子なのに、すごく気が合う。 

何でだろう？ 

不思議な事。 

ずっと遊んでたかったのに、帰る時間が来てしまっ

た。 

悲しい。 

それっ切りになってしまった。 

僕は、見知らぬ子ともいい関係性を築けたんだな。 

 

海は好きだった。 

よく行った。 

兵庫県香住の海。 

いつ迄も泳いでいたかったから、家に帰るのはいつ

も残念。 

泳ぐのは楽しい。 

海の感覚がいい。 
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その海で父と一緒に過ごすイメージ 

（父親は 10 年前に他界。愛情よりも怖さの印象の方

が強く残っている。） 

父が近くにいてる。 

朗らかな様子。 

父は 50 代ぐらいの姿。 

久し振り・・・。 

 

 

 父親との対話のイメージ 

 

【クライアントにとって、怖いイメージが

残っているが、厳しかった？】 

息子の事は、愛していた。 

息子が自分を怖がっていたのは知ってい

る。 

 私が、そういう風にしていたから・・・。 

  

 【なぜ、厳しい愛情表現を取った？】 

 そういうシステムだったからだ。 

厳しくしないと、言う事を聞いてくれな

い。 

 

 【言う事を聞いて欲しかったと？】 

 ああ、いや、”未然に防ぐ”為。 

 子供にとっての不利益、怪我を。 

 いつも怪我だらけだった。 

 

 【それを防ぎたかった？】 

 怪我だけではない。 

 全てに於いてだ。 

  

 【全てとは？】 

 生きていく方法。 

 人との関わり方。 

 いい加減な感じでは不利益を被る。 

 礼を尽くす。 

 

 【あなた自身が“礼に生きた人”？】 

 それは分からない。 

 息子にはそうなって欲しかった。 

その方がいい。 

 

【結果的に、クライアントは父であるあな

たを怖いと感じていたが？】 

 仕方がない。 

 

 【別の方法はなかった？】 

 分からない。 

 

【それは、あなた自身がその様に育てられ

てきて、その方法しか知らないから？】 

 私の方がもっと酷かった。 

 もっと酷い仕打ちを受けてきた。 

 

 【例えばどんな事があった？】 

 はっ（吐き捨てる様に）！ 

 俺が言うのか！？ 

  

【親子間の相互理解の為に、必要なの

で。】 

 はっ！ 

 俺が何で？ 

 おかしい！ 

・・・親父が刃物を振り回して追い駆けて

来る・・・。 

 はーっ！ 

 俺がまだ小さい時だ。 

 理不尽だ！ 

 おかしい！ 

 

 【あなたは反抗して育った？それとも？】 

 反抗した。 

 でも、それも限られている。 

子供の力は無力だ。 
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【さぞ、辛かったでしょう。】 

辛いっ！ 

 

【それでも、あなたの父親を許す事はでき

る？】 

・・・考えたくもない。 

 

【そこにいつまでも囚われている事で、今

後も苦しみ続けねばならないのはあなた自

身では？】 

 ・・・うん。 

 

【もう、抜け出す時が来たのでは？】 

うん、・・・そうだな。 

どうやら、その方が良さそうだな。 

 

【あなたの父親も、理不尽な思いを抱いて

育ったのかもしれないとは？ 産み育てた

親として、感謝して許せる？】 

うん、そうだな、分かった。 

 

【幼少時に傷付いた自分を慰め、それに囚

われたままでいる選択をした自分を許せ

る？】  

分かった。 

 

ヒーリング + 暗示 

 

 

自分で腹部を刺した事について 

（問診票には“盲腸”と記載されていたが、実際には

16 歳の時、父親との喧嘩が理由で家出。父親が怖く

家には帰りたくないが、いずれは帰らない訳にはい

かず、帰宅を決心した時、刃物を購入。父親の前で

その刃物で自分の腹部を刺す。“けじめ”との事。病院

で手術を受け、その時一緒に盲腸も除去したという

経緯であった。） 

 

 父親との対話のイメージ 

 

【自分の目の前で息子（クライアント）が

腹部を刺した時、どう感じた？】 

あれは、焦ったな。 

家出して、戻って来た時やったな。 

 

【その出来事の後、お互いに向き合って話

した事は？】 

 それはないな。 

 それについては、一切話していない。 

 お互いに、その蓋は開けれない。 

 開けたくない。 

 

【今日は、その蓋を開けて、向き合える？ 

蓋をしても、自分の中からは消えず、その

存在だけが強大化するばかりなのでは？】 

 あっ！ 

 

【向き合う事によって、安堵を得て、手放

す準備はできた？】 

 そうだな、確かにそうだな、分かった。 

 その為に、ここに来た気がする。 

 

 【なぜ息子は家出したと思う？】 

 私の態度・・・。 

 

 【なぜ、そんな態度で接したと？】 

 ・・・尊重されなかった。 

 

 【本当は尊重して貰いたかった？】 

 そうだな。 

 

【いつも権威的で恐怖を使って自分を抑圧

してくる父親を息子が尊重できると？ あ

なた自身は、自分の怖い父親を尊重してい

た？】 

 いや、していない。 
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 ・・・そうだな。 

身勝手だったな。 

 

クライアント 

 

【父親は尊重されたかったそうだが、そうできる雰

囲気はあった？】 

無理だな。 

 

【本当はどんな父親でいて欲しかった？】 

見ているだけでいい。 

口を出さないで良かった。 

 

【父親は、口を出す事で、“未然に防ぎたかった”と。

自分は、そんなに父親に信頼されていなかったと思

う？】 

父親から受けた態度に、愛情を感じた事がなかっ

た。 

 

【父親は、息子への態度に“愛情表現の欠如”を自覚し

ていたと思う？】 

感情が先行し過ぎていた。 

 

【当時、父親に言いたかった本心は？】 

「手出し無用」。 

 

【あなたは、刃物を持ち出した時点で、それを伝え

たかった？】 

けじめだ！ 

そうでもしないと、収まらない！ 

 

【実際にけじめはつけられたと思う？】 

分からない。 

 

 父親との対話のイメージ 

 

 【けじめだったと聞いてどう思う？】 

 ミス。 

 息子がそこ迄するとは思わなかった。 

 計算外だった。 

 

【父親としての愛情を、息子にきちんと伝

える事はあった？】 

 分からない。 

 子供は愛していた。 

  

【でも、上手く伝わっていなかった様だ

が？】 

 ・・・その様だな。 

 残念だな。 

  

【せっかく親子関係を持って人生を共有し

ていたのだから、本当は、尊重されて、愛

し合いたかったのでは？】 

 そうだな。 

 そうできたら良かったな。 

  

【そうする選択の自由もあったにも拘ら

ず、実際はそうする事ができなかった事に

ついて、何か言いたい事は？】 

 息子には、・・・悪い事をした。 

まさかこんな風になってしまうとは思って

もいなかった。 

良かれと思ってしてきた事が、・・・ああ

（溜め息）、結果としては最悪だった。 

 すまなかったな。 

 

クライアント 

 

【それを聞いて、どう思う？】 

難しい。（溜め息） 

今更どうにもできない。 

でも、それほど過ぎた事には、もうこだわってはい

ない。 

もう、取り戻せない。 
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その事実はあるけれど、感情はそれ程深く根差して

いる訳ではない。 

 

【それは、あなたが“けじめ”を付けたから？】 

いや、もう“終わっているから”。 

 

【では、いつ“終わった”のか？】 

早い段階で。 

父の事は、尊敬はしていた。 

それが故に、複雑だ。 

尊敬していた父の沈んでいく姿も見た。 

それに比べたら、（刃物の件は）まだ軽い。 

 

【今後の人生を、もっと身軽に生きていく為に、父

親に他に言っておきたい事は？ 何を今、解決して

しまわねばならない？】 

分からない。 

でも、伝えておきたい事は、そうだな・・・、色々

ある。 

けど、難しい。 

否定的な事ではない。 

（父が）愛に餓えていた事は、知っている。 

かわいそうな、その生い立ちも、その育ち方、その

伝え方も全て・・・。 

そういう事は、周りから聞いた。 

だから、仕方がなかったんだろうけど、それが俺の

枷になった。 

怒りは、もうない。 

失礼だが、かわいそうな人間だと思う。 

 

【父親を、完全に許す時が来た？】 

・・・うん。 

 

【父親とスキンシップをした事は？ 抱き合った記

憶は？】 

覚えていない。 

 

（父親の目を見てみると） 

父の目は、普通。 

・・・いや、わあ、笑ってる！ 

 

【あなたは笑えそう？】 

ああ、僕はもう、笑ってる。 

 

（イメージで）父親と抱擁、愛情を確認して、確執

を手放す。 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

【もう大丈夫？】 

大丈夫だな。 

 

【お互いに自由？】 

自由だな。 

 

 父親との対話のイメージ 

 

【亡くなった原因は？】 

 胃癌。 

 食生活が悪かった。  

 

 【なぜそうなった？】 

 怒りと理不尽な思い。 

  

 【一生、引き摺っていた？】 

 そう。 

 感情を一生、溜め込んでいた。 

いや、生きていく中でも、理不尽をずっと

味わってきた。 

 

【辛かったですね。】 

辛かったな。 

 

（イメージで）胃のヒーリング 

 

 【今でも近くに？】 
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 いる。 

 

 【光に入った？】 

 分からない。 

記憶がない。 

 

（光に入るイメージ） 

 

 【ここに来た記憶は？】 

 ない。 

 気分がいい。 

 

 【今日はありがとう。】 

 こちらこそ。 

 どうもありがとうございました。 

 

クライアント 

父は笑っていた。 

良かった。 

父も大変やったんやな。 

お互いに理解するのは大事なんだな。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

アトピー性皮膚炎について 

(3 歳から今現在。中学生になると顔面、瞼に至る

迄。高校受験の頃から全身へ。高校卒業後は特に酷

く、1 時間全身を息切れするほど掻き毟る程で、2 年

間は自宅に引き籠る。昨年秋から食事を変え、薬の

服用を止める様になって、劇的に改善してきた。) 

 

枷を嵌めた。 

この症状として。 

私（ハイヤー・セルフ）自身が。 

この枷によって、行動を抑制した。 

 

【どの様な行動を抑制した？】 

“普通の人間”とは違う様に。 

 

【その枷がある事によって、どんな効果を期待し

た？】 

生まれる前に設定した事だ。 

 

【なぜアトピーを枷として選んだ？】 

都合がいいから。 

紛れられるから。 

治せないから。 

 

【本当に？】 

いや、違う。 

心掛け次第によって、外す事ができる。 

 

【いつ、どんな条件でその枷を外す事ができる？】 

実は、もう外している。 

数年前に。 

 

【数年前に、何があった？】 

何かがあった訳ではない。 

私が解放した。 

 

【十分アトピーと向き合ってきたから？】 

いや。 

もう必要なくなったから。 

彼は、知識を得る事ができたから。 

 

【どんな知識？】 

地球にとって良い事。 

環境について。 

・・・時間がない！ 

 

【彼は、その事に気付き、学ばねばならなかっ

た？】 

力添え。 
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【アトピーを持っている事で、彼の意識が地球の環

境問題に向かねばならなかったという事？】 

そうだ。 

身をもって体験する事で。 

彼は、もう知識を得ている。 

 

【その課題を成就できたから解放したという事？】 

その通りだ。 

その課題としっかりと向き合っている。 

 

【彼は、アトピーという症状なくしては、その地球

環境の問題に目醒める事はできなかった？】 

目醒めない。 

 

【彼がアトピーの症状を通して“普通の人とは違う”様

にならなければならなかったのは、彼にその義務や

責任、使命があって、それに気付かねばならなかっ

たから、という事で合っている？】 

その通り。 

彼は、地球環境について学ぶ必要があるから。 

枷なくしては、絶対に学ぶ必要性を感じなかっただ

ろう。 

“普通の人”は、環境になんて、そうは興味を持たな

い。 

何も考えないで一生を終える。 

少なくとも、環境問題に関しては。 

枷を嵌めると、フォーカスせざるを得ないからな。 

自分中心のどうでもいい小さい事しか興味がなく、

自分の事ですら満足にやりこなせない人、小さい学

びすら得られない人が、実に大勢いる。 

でも、彼の課題は、そんな小さな事ではない。 

 

【では、やはり、彼にとってはアトピーという課題

は正解だったと？】 

元々、目醒めの為の方法は、そう多くはなかった。 

 

【アトピーが顔面と首を中心に全身に及ぶ事で、常

に目に見えている事で、真剣に取り組むから？】 

そうだ。 

その結果、彼の中にはしっかりと自覚として意識が

生まれている。 

だから、解放していいと考えた。 

 

【では、今後、彼はその自覚を持って、どういう風

に生きていけばいい？】 

得た知識を生かせばいい。 

まずは小さな事。 

例えば、環境に負荷を掛けない生活を標榜し、実現

し、かつ、周りに波及させていく事。 

 

【それが、彼のこれからの役割？】 

1 つの方向性。 

彼の今現在の生き様は、その方向性から大きく外れ

てはいない。 

 

【この人生の設定は？】 

＜追求＞。 

その為に生まれて来た。 

 

【“追求すべきもの”は？】 

美しさ。 

“人の美しさ”もだ。 

 

【＜美しさの追求＞が、彼の魂の流れのテーマ？】 

何回も何回もそのテーマで人生を送ってきている

な。 

この人生も、その為に設定はしたが、あとは自由

だ。 

 

【気付きを得て解放された今は、その気付きを持っ

てどう生きていくかに関して、自分の選択の自由が

与えられているという事？】 

その通りだ。 

 

【という事は、もうアトピーは完全に関係なく、不

必要になった？】 
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そう、もう必要ない。 

元々、そう決まっていた事だ。 

そういうプログラムだった。 

 

【今も若干出ているアトピーの症状は、今後完全に

良くなるという事？】 

自分次第だ。 

 

【酷いアトピーを作り出す強大な潜在意識の力を使

って、それを今度は、アトピーの完全治癒に用いる

事はできる？】 

そういう風には使えない。 

 

【なぜ？ どこ迄が許される？】 

あくまでも治すのは、“自分自身”だ。 

“運命”に触る事はできない。 

本人が意識の持ち様を変えるしか方法はない。 

意識を変える事によって、簡単に変わる。 

その方法は、もう彼は知っている。 

 

【具体的にはどういう方法？】 

食生活。 

 

【それは、環境問題とも密接に関わっているか

ら？】 

いや、アトピーだけに限っていえば、彼にとっては

これは食生活の問題だと言えなくもない。 

そして、彼はそれをしっかりと自覚して生きる段階

に辿り着けた。 

美しいエネルギーを取り入れ、自分のエネルギーを

美しく保つという事。 

自分の美しい波動を食によって保つという事。 

 

ヒーリング + 暗示 

 

 

 

 

喘息について 

（37 歳の時のバイク事故で頭部を強打し、左鎖骨と

頭蓋底骨折をし、入院。仕事を解雇される事への不

安がストレスになり、発症したというのが本人の見

立て。） 

 

これは、そんなに大きな問題ではない。 

追求する必要はない。 

もう完治している。 

 

【原因は、本人の見立て通りだった？】 

それもあるが、・・・大き過ぎるストレスを感じて

いるという事のサインとして用いた。 

でも、もう今後は出ない。 

 

【その根拠は？】 

彼はもう、自分の中だけにストレスを留めて過ごす

事をしなくてもいい方法を習得した。 

それ以前に、それ程のストレスを感じる必要性も、

もう持たなくなったから。 

もう無縁。 

 

暗示 

 

 

小麦粉の摂取について 

 

【彼は、小麦粉を避ける様になってから体調が良好

との事だが？】 

もう、摂らなくていい。 

全く無益だ。 

 

【その他に避けるべき食品は？】 

油には気を付けなければいけない。 

酸化し易い。 

彼には、食に関する知識はもうある。 

それをしっかりと意識的に活用していけばいい。 
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ハウスダスト、カビなどに対するアレルギー反応に

ついて 

 

【アレルギー反応を持っていなければならない理由

は？】 

環境との調和を意識する為。 

環境に敏感でいなければならない為。 

 

【その為に、これからも持ち続けねばならない？ 

それとも、もう不必要？】 

アレルギーを持っている事で、不利益が多い。 

だが、彼にとってはある方がいい。 

それは、反応が早いからだ。 

だから、持たせたままでいい。 

 

【症状の軽減は可能？】 

いや、これはこのままでいい。 

 

【本人は、その理由がしっかりと理解できてい

る？】 

さあ、どうかな。 

 

 

クライアント 

 

【ハイヤー・セルフによると、アレルギーをそのま

ま保持すべきとの事だが？】 

ない方がいい。 

 

【全くアレルギー反応が出ないとすればどうな

る？】 

危険な場合もあるか・・・。 

 

 

ハイヤー・セルフ 

 

【本人の意向を尊重して、軽減、もしくは解消を希

望するが。】 

分かった。 

本人が自覚をしている様だから、やってみよう。 

 

ヒーリング + 暗示 

 

 

 

ランチ休憩を挟んで・・・ 

 

 

 

引き続きハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

右耳の難聴と耳鳴りについて 

（37 歳の時のバイク事故で頭蓋骨を骨折した結果、

脳の髄液が漏れた事に起因。） 

 

【これは必然だった？】 

そうだ。 

これは起こるべくして起こった事だ。 

ただし、生まれる前に設定した事ではない。 

 

 

 バイク事故の再体験のイメージ 

 高速道路。 

道が混んでいて、自分は 2 車線の間をゆっ

くり走行。 

突然 1 台の車が車線変更をして、自分は避

け切れなかった。 

バイクが倒れている。 

頭を打った。 

 

自分は諦めている。 

鎖骨が折れたのが分かった。 

頭蓋骨は分からなかった。 

頭蓋骨が折れたのに気付いたのは病院で。 

 運ばれた時に意識はなかった。 
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自分は台の上に載せられて、写真を撮られ

ている。 

頭蓋骨から髄液が漏れていた。 

 

 

頭の中で起こっている事の状況を把握できる人物が

いる。 

それは“ギシチョウ”。 

 

“ギシチョウ”による頭のスキャンのイメージ 

脳へのダメージはない。 

骨だけ。 

折れた骨の間から髄液が漏れ出している。 

それが右耳に入っている。 

 

【それが難聴は耳鳴りの原因？】 

そう。 

 

【どうしたら、この問題を解決できる？】 

不動明王がいる。 

 

【なぜ不動明王が？】 

昔からの縁がある。 

 

【力添えを願っても？】 

ああ。 

やってみよう。 

（しばらく時間が経って） 

すくえない。 

何かが鼓膜の所にあって、それがすくい取

れない。 

掴みにくい。 

紐の様なもの。 

細過ぎる。 

切れてしまう。 

掴み取れない。 

宇宙の美しいエネルギーを注入して、太く

してみる。 

少し良くなってきた。 

掴んだ。 

繋がった。 

もう切れない様に、しっかりと繋ぐ。 

 

まだ消えない。 

 

 耳鳴りとの対話のイメージ 

 

【なぜ、まだ右耳にいなければならないの

か？】 

 居心地が良いから。 

 理由は分からない。 

  

 【あなたはどこから来た？】 

 彼（クライアント）が作り出したらしい。 

 何か、自分は突然生まれたな。 

  

【何の理由もなくて“いる”という事はない筈

だから、その理由を説明するとしたら？】 

良くはないだろう。 

 

【良くはないと分かっているのに、留まり

続けたい？】 

ああ、耳鳴りとして疎まれたい訳ではな

い。 

本来はなくてもいいなあ。 

でも、自分がいる事で彼は聞く必要のない

事を聞かなくてもいい。 

 

【聴覚器官を用いて受け取る不必要な情報

を、選り分ける為？】 

そういう風に機能している。 

でも、不快感を伴うのは分かっている。 

 

【軽減、もしくは解消は無理なのか？】 

もう少しやってみよう。 
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でも、本人が潜在的にどれだけ本当に望ん

でいるのかに掛かっている。 

その“どれだけ”というところは、本人さえも

気付かない様にされている事だがな。 

 

暗示 

 

 不動明王との対話のイメージ 

 

 【耳の状態は？】 

 余り変わらない。 

 

 【もう改善する事は一生できない？】 

 いや、そうではないと私は思う。 

  

【では、まだその時期ではないと？】 

そうだな。  

その時期というのは、本人の潜在的なプロ

グラミングに照らし合わせて、いずれは訪

れる。 

 

【では、その事も“運命”であり、催眠者に、

その運命を触る権限はない？】 

この件に関しては、あくまでも本人の潜在

的な自由な自己選択に委ねねばならない。 

今は、まだその時期に至っていないという

事だ。 

 

【では、せめて、本当にどの様な物質的な

事が起きたのかを明らかにする事で、理解

を促す事はできる？】 

それは構わない。 

 

 

再び事故現場のイメージ 

倒れている。 

頭蓋骨が割れ、髄液が染み出ている。 

神経も切れた。 

内耳に髄液が溢れている。 

 

その時間のベクトルを逆向きにするイメー

ジ 

内耳の髄液が脳内に戻る。 

神経が繋がって、しっかり繋がっている。 

髄液は 1 滴も残らず脳内に戻る。 

頭蓋骨が完全にくっ付き、元に戻る。 

 

ボディ・スキャンのイメージ 

耳の中は綺麗。 

神経も繋がっている。 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

不動明王の愛を感じる。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

耳の中の修復は終わった。 

でも、完全な機能を取り戻すには、時間はいる。 

“その時”が来れば、治る。 

 

【不動明王との縁はどこでできた？】 

山の上にある寺で。 

昔、子供の時に。 

そこで縁ができ、見守られている。 

 

【クライアントの魂の成長の為に、これからも見守

り続けていく？】 

そう。 

不動明王は、成長の為に共に支えていく。 

“適切な時期”に、力添えをする。 

 

暗示 
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16 歳の時に刺した腹部の状態について 

 

もう完治している。 

影響はない。 

でも、何かが欠落している。 

 

【その欠落とは？】 

なくなった内臓器官、盲腸。 

 

 除去された盲腸との対話のイメージ 

  

【父親への“けじめ”を示す為の矛先として選

ばれたが？】 

不本意だ。 

自分が取られてしまった事で、バランス良

く機能していない事がある。 

自分がいる事で取れていた体のバランスが

あったのに。 

 

【あなたがなくなる事で、この体が失くし

たものは？】 

免疫力。 

自分は必要不可欠だったのに。 

 

【それでも、あなたは彼の役に立てた？】 

そうだな、そう思う。 

自分が犠牲になり、体のバランスが変わる

代わりに、親子関係のバランスを保つ事に

貢献できた。 

 

【あなたは体を無理やり離れさせられた

が、あなたのエネルギーをその場所に戻す

事はできる？】 

それはできる。 

そうして貰えて嬉しい。 

彼を支えていける。 

自分の役割を果たしていこう。 

ありがとう。 

何かにすぐに囚われ不安に陥り易い性分について 

 

根本原因の場面のイメージ 

中学校の教室。 

中２。 

周りに他の人もいるけれど、自分は 1 人で

座っている。 

普段通り、何も特に感じていない。 

歩いている時の様な心境。 

変化がない。 

なぜ？ 

 

（時間を進めて） 

何かを書きとっている。 

黒板に書いてある事を書きとっている？ 

ノートに書いている。 

相変わらず変化がない。 

なぜ？ 

 

（時間を進めて） 

何も変わらない。 

 

【なぜこの場面を見せた？】 

・・・ 

（睡眠に移行） 

 

【彼は普段、しっかりと睡眠をとれている？】 

とれていない。 

もっと休む事が必要。 

 

【最後に最も満足な睡眠をとれたのは？】 

中 2。 

割とリラックスして、よく寝た。 

 

暗示 ＋ 10 分の睡眠時間 

（これまでの人生で最も充実した睡眠時間を確保） 

 

すごく良く寝た感じがして、すっきりした。 
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この感覚を忘れていた。 

 

 

再びハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【中 2 の場面を思い出したのは、睡眠の重要性を思

い出す為？】 

それもだし、周りに囚われず、自分のペースで“無”の

感覚でいる事で得られるリラックス感も。 

 

【本人が感じる“囚われている”という感覚は？】 

言う程の事はない。 

多少感じる事で、本人の向上には繋がる。 

が、囚われる必要はない。 

自分は自分で、リラックスしている事の方が大事。 

 

暗示 

 

 

アカシックレコードのイメージ 

 

宇宙空間にいる。 

仰々しい感じ。 

目の前に黒い物体がある。 

これは何だ？ 

必要な情報がそこにありそう。 

 

白い画面。 

壁？ 

移り変わっているけれど、よく分からない。 

何かごちゃごちゃしている所が見えている。 

ごちゃごちゃしたデザイン。 

規則性がない。 

直線で構成されている。 

建造物に近い、白もしくは灰色の場所。 

上手く見えない。 

自分に姿がある。 

ぼんやり人の形。 

人形みたいで、性別は不明。 

ペプシマンみたい。 

タイトな宇宙服みたいなのを着ている。 

デッサン人形みたいな、つるっとした感じ。 

顔がない？ 

動ける。 

只、宇宙空間に 1 人で浮いている。 

なぜここにいる？ 

アカシックレコードの近くにはいる。 

アカシックレコードに、「なかなか情報が得られな

いのは、今はまだレコードを見る時期ではないか

ら？」と訊くと、「私にその意志はない」との返

事。 

「でも、今日レコードを見る事は、彼にとって重要

じゃない」。 

自分は浮いた状態で停止している。 

 

重要な場面のイメージ 

木製のテーブルがある。 

足元は、こげ茶の革靴を履いている。 

スーツの様なものを着ている。 

自分自身。 

こんな場所は知らない。 

何か変だな。 

戦う準備をしている。 

戦いがあるみたい。 

 

誰か、男と議論している。 

その男は落ち着いている。 

自分より歳は上。 

今迄に会った事はない人。 

「相容れない！」 

何か地球の事についての議論。 

正しさについて。 

これからどうするか。 

只、お互いの主張をぶつけている段階。 

自分の主張は“温存”。 

相手の主張は“そうではないが、破壊でもない”。 
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何かが喰い違っている。 

方法論に関しての喰い違い。 

自分は“損失を最小限に抑えたい”。 

でも、相手は“急な変化”を求めている。 

議論の最期迄、相容れない。 

もの別れする。 

決着がつかない。 

その結果については、予想通りだと思っている。 

自分の意見は彼からの影響を受けず、変わらない。 

変化はするけれど、急激な変化ではない。 

緩やかに変化していく。 

意識の変革？  

全てに於いて変わってから詳細の変化が起こるが、

いずれにしても、自分の望むのは性急な変化ではな

い。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【なぜこの場面を見せた？】 

いずれ体験するから。 

 

【彼は、地球の事について、今後ますます考えてい

く事になる？】 

そうだ。 

 

【緩やかな変化を持って地球を温存する為に何かし

ていくという事？】 

今後の人生は、その方向性にあるという事。 

詳細については知る必要はないが、その事に意識を

向けておく事は大事だから見せた。 

 

 

ボディ・スキャン 

全体的に今はすごく整っている。 

 

 

チャクラの調整 

オーラ・チェック 

 ・全体的に白 

・周りに 10 個の球体が光って見える 

仏像の様なイメージ 

・首と、その少し上が青 

・腰の辺りはオレンジ 

 

 

今日は、もうこれ以上しなくてもいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

時間の感覚、おかしくなっていましたが６時間もみて頂いて

たなんて本当に驚きです。そしてありがとうございます。 

 いつもは蓋をしている問題に向き合い そして解決をすること

ができて感謝しております。 父との事は大きな事でしたが、

もうただの過去の出来事の一つにほぼなって、そこにネガテ

ィブな想いはありません。なんと言うか、「ケロッとしてる」

って感じです。 

今日は父と少しお酒を交わして眠りたいと思います。本当に

ありがとうございました。そして、またこれからもよろしく

お願いいたします。 

 

 

 


