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「植物療法」と聞いてどんなイメージが

あるでしょうか？

響はイイ感じだけど効果はあるの？

気休めじゃない？

最近ナチュラル志向が流⾏ってるから

興味はあるけど、

実際にどんな物なのかわからない。

⼿軽に出来なさそう。

そんな⾵に感じていませんか？

まずは、皆様に植物療法について

少しでも理解していただき、

⽣活に取り⼊れやすくしていただける様、

この⼩冊⼦を作りました。

はじめに
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実際にどういうものが

⾃然療法に当たるかというと、

�物療�（アロマセラピー、

メディカルハーブ、�林療�

フラワーレメディーなど）

��療�、��療�、

ホメオパシー、気功、��、

温�療�、クリスタル療�、

エネルギー療�、アクアセラピー、

タラソセラピー、シンギングボウルセラピー、

クリスタルボウルセラピー

など、

様々なものがあります。

「植物療法」（フィトセラピー）は、
⾃�療�の⼀つです。

 
⾃然療法は

ナチュロパシー、ナチュラルセラピー

とも⾔われ、
本来⼈間が持っている

『⾃���⼒』を�める療�です。
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また、近代医学以外の、

主に��的な療�を「代替療�」

と⾔います。

「薬」「⼿�」「���」

を使わない療法のことを差しますが、

様々な⾃然療法の

総称と考えても良いでしょう。

 

 

⾃然療法の中で、私が得意とするのは

アロマセラピー、メディカルハーブ、

エネルギー療法、クリスタル療法などですが、

ここでは

アロマセラピー、メディカルハーブなど、

植物療法（フィトセラピー）を

中⼼にお話しして⾏きたいと思います。
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植物は、⼀度その場所に根を下ろしたら、

そこから動けません。

それに⽐べ、⼈や動物は⾃分の⾜で

どこへでも移動することが出来るのです。

⼈間は⾬が降れば傘をさし、

⽇差しが強ければ帽⼦を被ったり

サングラスをかけたりして

防御をして⽣きています。

ところが植物は、⾬が降ろうが、雪が降ろうが、

⾵が強くても、⽇差しが強くても、

その場所を離れることは出来ません。

ですから植物は⾃分の⾝を守る為に

様々な防御機能を備えています。

これを「⽣体����」と�います。

この機能によって、植物は様々なことから

⾝を守ることが出来るのです。

それらの��を使って、

�々の���持に�立てる��が

「メディカルアロマ」であり、

「メディカルハーブ」なのです。

�物の⼒
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アロマ・ハーブの歴史（�物療�〜�代�療へ）

7



紀元前1,700年頃に書かれた

「パピルス⽂書」には、

アロエなど約700種類のハーブが

記録されていて、

うがい薬や湿布薬として

使⽤されていたことが記されています。

 

紀元前1,000年頃、インドでは、

伝統医学「アーユルべーダ」の書物に

数百種類の薬⽤植物が記されています。

中国の伝統医学にも

陰陽と五⾏（⽊・⽕・⼟・⾦・⽔）

のバランスで体質や病因を判断する

陰陽五⾏論があります。

いずれも伝統医学はバランスを回復させるという

基本理念に基づいています。

 

紀元前400年頃、「医学の⽗」とも呼ばれる、

古代ギリシアの医学者ヒポクラテスは

「体液病理説」という考えの元、

400種類のハーブの処⽅をまとめています。
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10世紀頃には,

ペルシアの医師アビケンナ（イブン・シーナ）

が、錬⾦術の技術から蒸留法を確⽴し、

植物から精油を蒸留しました。

これが現在のアロマテラピーです。

 

15〜17世紀半ばの⼤航海時代には、

コロンブスによる新⼤陸の発⾒や、

ヴァスコ・ダ・ガマのインド航路開発など、

ポルトガルやスペインの船が

ヨーロッパ、新⼤陸、東洋を⾏き来して、

ハーブやスパイスが

ヨーロッパに持ち�まれました。

 

 

19���頭までは

�物療�が��の中�でした。

古代ローマ時代、１世紀には、

医師のディオスコリディスの著

「薬物誌」（マテリアメディカ）に

約600種類の薬草が取り上げられています。
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1806年   アヘン      モルヒネの�離

1827年�  セイヨウシロヤナギと

      メドースイート

     （セイヨウナツユキソウ）

                  サリシンが単離

1860年�  コカの葉   コカイン

            （�酔薬）が単離

1899年   サリシン   アスピリン

          （アセチルサリチル�）

           が�成

20��   �⽣物�の�場

など次々と化学薬品が作られて⾏きました。

病原菌を狙い撃ちするという意味で、

医薬品は「魔法の弾丸」と呼ばれ、

伝統医学は次第に衰退して⾏きました。
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しかし、�薬品のルーツは

�てメディカルハーブにあります。

薬⽤�物に�まれる成�の中から

�に有⽤なモノだけを�り�し、

さらに�⼯的に�成することで

�薬品が⽣まれたのです。
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医療費はどんどん増える⼀⽅ですが、

医者の⼈数とガンで亡くなる⼈数も

同時に増えているのはなぜでしょう？

 

⼈々はそういった疑問や違和感を

感じはじめているのです。

 

そして�者⼀�ひとりの�の問題や、

体�、�⽣活、�動、休�といった

ライフスタイル�体を⾒�し、

トータルなケアを��していく

代替�療の良さが⾒�され�めました。

例えば、��の薬は30%の�に�きますが、

70%の�に肝��が�きるのです。

これで本当に病気を治したと

⾔えるのか疑問です。
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1937年に、フランスの科学者

ルネ・モーリスガットフォセが  

「Aromatherapie」を著しました。

「アロマテラピー」という⽤語は

ガットフォセが造語したものです。

⽇本にアロマテラピーが紹介されたのは

ロバートティスランドが著した

「ホリスティック・アロマテラピー」

の邦訳が1990年に出版されたのが

初めとされています。

    

 

アロマセラピーとは、

その植物の⾹りを使って

⼼と⾝体の健康に役⽴てる療法です。

アロマセラピーに使われる

精油とは、植物の

「花・葉・果⽪・樹⽪・根・種⼦・樹脂」

などから抽出した天然の素材で、

��成�を��度に�有した

揮発性の�⾹物�です。
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 ※本冊⼦の中で、
 「アロマセラピー」と「アロマテラピー」
 という⼆つの表現がありますが、
 どちらも同義語です。
 テラピーはフランス語読み、
 セラピーは英語読みをしたもので、
 miu&mocoではセラピーを使⽤しています。
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��は⾃�で�る時代
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これらの症状は⾝体が病気を直すために、

⾃然治癒⼒が働いて起きる症状です。

それを薬で抑え込んでしまうと

⾃然治癒⼒も抑えることになるのです。

元来、�間の体は

⾃�で⾃�を�す「⾃⼰��⼒」

が�わっています。

現代⼈が病気になるのは、

�⽣活など⽣活��の乱れ

などによる、

��的な��が�いのです。

いちばん

⼤切なことは

�気にならない

事です�
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病気にかかってしまうと、不安になり、

すぐに薬を飲んだり、

病院に駆け込んでしまいます。

 

⽇本では医療保険体制が

しっかりしているので、

治療費もお薬代も安く済みます。

 

�はこの�療保�体制には

落とし�もあります。

 

薬局で薬を買うより、

��で薬を処�してもらった�が

�く�むので、

⼤した�状でなくても、

すぐに��に⾏く

�がついてしまっている�が�いのです。

 

湿布薬なども、薬局で買うよりも

病院の処⽅の⽅がずっと安いです。

そして、お医者さんに診てもらうという

安⼼感もあります。
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��には⾃���⼒で�る�気に�しても、

副作⽤のある薬を�んでいるというケースは

決して�なくありません。

そして、本当に重たい病気になり、

⼊院して⼿術をするようなことになると、

費⽤の負担も⼤きくなります。

先進医療など保険が効かない

⾼額の治療もあります。

そんなことになってから

後悔しても遅いのです。

そうすることによって、

どんどん⾃���⼒は

��して⾏きます。
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予��療には3つのステップがあります。

  ⼀�予� ����、��予� 

  ⼆�予� 早期発⾒、早期�療

  三�予� ��の�⾏�び再発の�⽌、

       �併�予�、リハビリなど

中でも、⼀次予防をしっかりする事が重要です。

その為には、免疫⼒をつけることです！

これには、アロマやハーブなどの

�物療�がとても�に立ちます。
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アロマやハーブは⼀次予防を得意としますが、

三次予防まで活⽤できます。

 

では、実際に免疫⼒を⾼めるには

どうすれば良いのでしょう？

・ストレスの�消

・�の良い��

・�体を温める

・前向きな気持ちになる

・�の良い�事をとる

などが挙げられますが、アロマやハーブは

このどれにも対応する事が出来ます。
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単⼀成分の医薬品の様に

作⽤が強くない代わりに、

�々な成�を持つアロマやハーブは

�体に穏やかに作⽤し、

�体に�ぼすダメージも�ないのです。

 

�薬品の�くのものは、

⽯油を�成して作られています。

⾝体にとっては異物ですから、

それを解毒するために、

肝臓や腎臓にとても負担がかかります。

肝臓や腎臓が過労になり、

毒素を濾過しきれなくなると、

�留したものが�体に�積されて⾏きます。

ですが、アロマを使った

トリートメントオイルに含まれる成分や、

ハーブティーに含まれる成分は

有⽤な成�が��されたあと、

体内から�て��されます。
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アロマやハーブなどの

�物療�を⽣活に

�り�れることにより、

��に��⼒を

アップさせる事が

�来るのです��
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�物療�を�り�れて⾏くと、

�来持っている⾃���⼒が

どんどん�き�されて⾏きます。

��もよくなり、エネルギーが�いてきて、

気持ちも�るくなります。
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⼈間は機械が作り出したものではありません。

⾃然（宇宙）が⽣み出した

精密で神秘的な⽣き物です。

なので、⾃然のものが

⼀番⾝体に馴染みやすく

合っているのです。

実際に植物療法を体験すると、

想像以上に効果があることを実感します。

そして「⼼」「⾝体」「魂」の健康に

とても素晴らしい効果を発揮します。

 

植物がエネルギーを持っているように、

⼈間もエネルギーを持っています。

そのエネルギーを使う療法が

エネルギー療法です。

 

�物のエネルギーと

�のエネルギーが�わさると、

さらに�⼒なエネルギーが⽣まれます。

「エネルギーアロマトリートメント」では、

その強⼒なエネルギーを

受ける事が出来ます。
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そしてもう⼀つ

忘れてならないのは「魂」です。

 

話は少し逸れますが、

本来の⾃分とは「魂」の声を聴いて、

その通りに⽣きることだと思うのです。

 

�来あるべき�…。

�来やるべき仕事…。

 

魂の声に従って⽣きていれば、

もしかしたら、

⾝体に不⾃由があっても、

その⼈にとっては

それが健康ということも

あるかもしれません。

 

 

どんな治療においても

「�」「�体」「�」

のバランスをとり、

癒して⾏くことが⼤切なのです。
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便利で何でもすぐに⼿に⼊る時代。

⼈々はすぐに結果を求める様になり

また、それが当たり前だと

感じる様になりました。

植物療法は⾝体に優しく働きかける為、

近代医療に⽐べ、

結果が出るのに

少し時間がかかるかもしれません。

 

ですが、本来⼈間が持っている

⾃然治癒⼒・⾃⼰治癒⼒は

全員に与えられた素晴らしい⼒です。

ぜひ、そのパワーを

信じ、⽣かして欲しいと思います。

 

それを⾼めてくれるのが

アロマセラピーや

メディカルハーブをはじめとする

⾃然療法なのです。

おわりに
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五感を存分に働かせることが出来る

アロマセラピーやメディカルハーブが、

もっともっと世の中に広く浸透し、

⽣活の中に取り⼊れられる様に

なって⾏って欲しいと思います。

この冊⼦がそのきっかけと

なってくれたら嬉しいです。

そして、

皆様が本来の⾃分を取り戻し、

明るく⽣き⽣きとした⼈⽣を

送って欲しいと⼼から願います。

2021年4⽉

ナチュラルセラピーサロン

miu&moco

飯野 未由希
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miu&mocoでは、
アロマやハーブの
具体的な使⽤⽅法や
効能を学んだり、
エネルギー療法を学ぶ講座を
開設しています。
様々な症状に対応した
オリジナル・ブレンドの
ハーブティーの販売や、
オーガニックの
アロマオイルを使⽤した、
エネルギートリートメントも
⾏っております。
詳しくは下のメニューより
ホームページを
ご覧ください。
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