■ホメオパシー
・ホメオパシーの非科学性
・ホメオパシーに否定的・懐疑的な論文
・ホメオパシーの根拠
・ホメオパシーの被害
・ホメオパシーの海外事情
・ホメオパシーの記事と報道
・芸能人とホメオパシー
・動物とホメオパシー
・ホメオパシーの学位に対する批判
・ビタミンＫ不投与事件
・「水の記憶」事件
・ワクチン・予防接種
・ホメオパシー：リンクと参考文献
・ホメオパシー：リンクと参考文献 その２

■鼬、キーボードを叩く
・「インドでのホメオパシーとバトラ博士」 2009 年 7 月 26 日
・「「ホメオパシー」の検索動向を調べてみた」 2009 年 6 月 7 日
・「「オルガノン」の新版が出版されるかもしれない」 2009 年 6 月 2 日
・「オーストラリアでのホメオパシーが絡んだ裁判」 2009 年 5 月 21 日
・「ちょっと下品ですが」 2009 年 5 月 17 日
・「何故メキシコで新型インフルエンザの犠牲者が増えたのか」 2009 年 5 月 8 日
・「豚インフルエンザとホメオパシーとメキシコ」 2009 年 4 月 29 日
・「助産師会とホメオパシーとの濃密な関係」 2009 年 2 月 16 日
・「「ホメオパシーは科学である」という主張を貫く人 ( その 3)」 2009 年 2 月 2 日
・「「ホメオパシーは科学である」という主張を貫く人 ( その 2)」 2009 年 1 月 30 日
・「「ホメオパシーは科学である」という主張を貫く人」 2009 年 1 月 29 日

■ kikulog
・「ホメオパシーの特殊性について」 2010/10/3
・「ホメオパシーについての学術会議会長談話」 2010/8/23
・「「あかつき」問題を憂慮する会」 2010/8/18
・「琉球大学理学部・大瀧丈二氏によるホメオパシーについての見解」 2010/8/11

1

・「ホメオパシー : 10 の 60 乗倍に薄めること」 2010/8/11
・「朝日新聞、ホメオパシーに」 2010/8/11
・「日本ホメオパシー医学協会にダメだしされる」 2010/8/6
・「ホメオパシー : 朝日新聞の記事」 2010/8/3
・「イギリスでのホメオパシー」 2010/7/27
・「ホメオパシーによる児童虐待の件」 2010/7/15
・「ビタミン K 問題 : 助産院とホメオパシー」 2010/7/9
・「長妻厚生労働大臣、予算委員会でホメオパシーについて ( も ) 語る ?」 2010/2/13
・「助産院とホメオパシーなど」 2009/10/16
・「ホメオパシーは世界で最も安全な医療 ?」 2009/9/2
・「さらにインフルエンザとホメオパシー」 2009/5/10
・「ホメオパシーはインフルエンザに効きません ( 追記あり 5/6)」 2009/4/29
・「報道ステーションでホメオパシー」 2009/1/23
・「スペイン風邪とホメオパシー ( また浜六郎氏と「やっばり危ないタミフル」)」 2008/3/13
・「ホメオパシー」 2006/11/22

■ Not so open-minded that our brains drop out.
・「被災地でピースサインして記念撮影する由井寅子 日本ホメオパシー医学協会会長」 2011
-04-07
・「原発周辺の畑にレメディとヒマワリの種とデマを撒き散らそうとするホメオパシー関係
者」 2011-03-26
・「案の定、由井寅子氏が放射能に対処するホメオパシーのレメディについて語りだしたら
しい件」 2011-03-13
・「震災に便乗するホメオパシー提唱者たち」 2011-03-12
・「ホメオパシー記事の訂正を拒む朝日新聞 WEBRONZA」 2011-02-10
・「朝日新聞 WEBRONZA のホメオパシー記事、そんな事後対応で大丈夫か ?」 2011-01-09
・「朝日新聞 WEBRONZA の記事で紹介されたホメオパシーで ADHD が顕著に改善したとす
る二重盲検の話は本当か ?」 2010-12-26
・「山口ホメオパシー訴訟は和解で終結。しかし、ホメオパシー団体は " 言いたい放題 "」
2010-12-23
・「ホメオパシー利用者の体験談とホメオパシー的アドバイス まとめ - ガンから心霊体験ま
で」 2010-12-19
・「千島学説呪縛を解く 3 白血病の子どもと千島学説」 2010-11-15
・「ホメオパシージャパン系サイト、リファラによりはてブ経由のアクセスを制限か ?」
2010-10-25
・「流産した女性に日本ホメオパシー医学協会会長の由井氏が掛けた信じがたい言葉 28」
2010-10-24
・「ホメオパシーとジェームズ・ボンドと抗酸化作用」 2010-10-14
・「面接官「特技はホメオパシーとありますが？」」 2010-10-04
・「ウィキペディアに駄目出しして墓穴を掘る日本ホメオパシー振興会の永松氏」 2010-09
-23
・「琉球大医学部のホメオパシーの講義に使われた ( と思われる ) 教科書を読む」 2010-09
-21
・「修士論文『ホメオパシーにみられる心理治療』を読んで」 2010-09-14
・「日本助産師会会員の助産所の 12ヶ所に 1 カ所はビタミン K の代わりにホメオパシーのレ
メディを与えたことがある。」 2010-09-07
・「日本学術会議のホメオパシー否定会長談話とホメオパシー関連団体の反応」 2010-08-28
・「ホメオパシー支持者は『天動説を唱えたガリレオ』だッ ( キリッ」 2010-08-23
・「TBS ラジオ Dig「ホメオパシー問題から代替医療を考える」を聴いて」 2010-08-21
・「ホメオパシー団体とその他の関係団体 相関図」 2010-08-15
・「朝日新聞の記事に対するホメオパシージャパン系団体の滅茶苦茶な反論と謎の「隠しコ
メント」」 2010-08-06
・「ホメオパシーについての読売と朝日の詳報とホメオパシージャパンの反応」 2010-07-31
・「医療政策の中のホメオパシーとロビー活動。一方で警鐘も」 2010-07-19
・「事件とは無関係の日本ホメオパシー振興会の言い分〜穏健なホメオパシー団体には自浄
作用が期待できるか ?」 2010-07-13
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・「助産師提訴に関しての日本助産師会の非常にお粗末な対応」 2010-07-10
・「ホメオパシー助産師が提訴された件について」 2010-07-09
・「謎のホメオパシー CD「サイレントヒーリング」」 2010-06-15
・「『ちゃんとしたホメオパシー』は実在するのか ?」 2010-04-24
・「ホメオパシーはカウンセリングとして許容されるか ?」 2010-04-18
・「やる夫で学ぶホメオパシー 4」 2010-04-10
・「やる夫で学ぶホメオパシー 3」 2010-03-21
・「やる夫で学ぶホメオパシー 2」 2010-02-21
・「やる夫で学ぶホメオパシー」 2010-02-14
・「長妻厚労相がホメオパシーに言及した件」 2010-02-12
・「池田整治氏による予防接種否定論と自衛隊」 2010-01-18

■アピタル特集
・「ホメオパシーだけじゃない 民間療法規制に壁（１）」 (2010/12/28)
・「ホメオパシーだけじゃない 民間療法規制に壁（２）」 (2010/12/28)
・「琉球大、必修授業にホメオパシー 来年度から取りやめ」 (2010/9/17)
・「ホメオパシーＨＰ相談、医師法抵触か レメディーを助言」 (2010/9/8)
・「ホメオパシー効能広告の疑い 販売会社に都が立ち入り」 (2010/9/8)
・「助産所の１割でホメオパシー ビタミンＫ２与えぬ例」 (2010/9/7)
・「保健室でホメオパシー 沖縄の養護教諭、生徒に砂糖玉」 (2010/9/2)
・「ホメオパシー討論会、学術会議に呼びかけ 統合医療学会」 (2010/8/28)
・「「ホメオパシー根拠がない」は世界の共通認識 学術会議副会長インタビュー（２）」
(2010/8/28)
・「「ホメオパシー根拠がない」は世界の共通認識 学術会議副会長インタビュー（１）」
(2010/8/28)
・「ホメオパシー否定の談話、助産師会・薬剤師会も賛同」 (2010/8/27)
・「医療敬遠に危機感 学術会議、ホメオパシー否定（２）」 (2010/8/26)
・「医療敬遠に危機感 学術会議、ホメオパシー否定（１）」 (2010/8/26)
・「ホメオパシー 日本医師会・医学会、学術会議に賛同」 (2010/8/25)
・「ホメオパシー問題 厚労相、必要があれば調査進める意向」 (2010/8/25)
・「日本学術会議の記者会見で配布された資料（ＰＤＦファイルが開きます）」 (2010/8/25)
・「「ホメオパシー」についての日本学術会議会長談話の記者会見（２）」 (2010/8/25)
・「「ホメオパシー」についての日本学術会議会長談話の記者会見（１）」 (2010/8/25)
・「ホメオパシーは「荒唐無稽」 学術会議が全面否定談話」 (2010/8/25)
・「代替療法ホメオパシー利用者、複数死亡例 通常医療拒む」 (2010/8/11)
・「ビタミンＫ２投与を 周産期・新生児医学会が緊急声明」 (2010/8/6)
・「「ホメオパシー」トラブルも 日本助産師会が実態調査」（リンク切れ） (2010/8/5)
・「５６００万円の賠償求める 山口地裁 ホメオパシー絡みトラブル」 (2010/8/5)
・「問われる真偽 ホメオパシー療法」 (2010/8/3)

■こちらアピタルです。
・「ホメオパシーを巡る問題（その８） 問いかけの原点」 東京本社科学医療グループ 長
野剛 , 10/12/25
・「ホメオパシーを巡る問題（その７） 家族が信奉者、どう向き合えば？」 東京本社科学
医療グループ 長野剛 , 10/10/01
・「ホメオパシーを巡る問題（その６）「思いこみ薬」という判断力」 東京本社科学医療グ
ループ 長野剛 [10/09/03]
・「ホメオパシーを巡る問題（その５） 普及団体に最低限の社会責任を」 東京本社科学医
療グループ 長野剛 , [10/08/26]
・「ホメオパシーを巡る問題（その４） 赤ちゃんは治療法を選べない」 東京本社科学医療
グループ
岡崎明子 , 10/08/12
・「第３弾「ホメオパシー療法、信じる前に疑いを」」 東京本社科学医療グループ
長野
剛 , [10/08/08]
・「続「ホメオパシー療法、信じる前に疑いを」」 東京本社科学医療グループ
長野 剛 ,
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[10/08/05]
・「ホメオパシーを巡る問題（その 1）「ホメオパシー療法、信じる前に疑いを」」 東京本社
科学医療グループ
長野 剛、[10/08/03]

■患者の語り

医療者の気づき／ＤＩＰＥｘ（apital）

・「ホメオパシーはなぜ女性に人気なのか（その３）」 佐藤（佐久間）りか , 10/09/25
・「ホメオパシーはなぜ女性に人気なのか（その２）」 佐藤（佐久間）りか , 10/09/11
・「ホメオパシーはなぜ女性に人気なのか」 佐藤（佐久間）りか , 10/08/28

■ SYNODOS Blog
・「ホメオパシー騒動とニセ科学論争の行方
/220:0

菊池誠×久保田裕 ( 司会：荻上チキ )」 2010/9

この放送の内容については以下のリンクも参照。
・「「ニコ生シノドス」第１回「ホメオパシー騒動とニセ科学論争の行方」」 荻上チキ×
菊池誠×久保田裕 , WebRonza, 2010 年 12 月 28 日
・「ホメオパシーをめぐって (3)
・「ホメオパシーをめぐって (2)
・「ホメオパシーをめぐって (1)

菊池誠」 2010/8/25 0:0
菊池誠」 2010/8/14 0:1
菊池誠」 2010/8/13 0:1

■やや日刊カルト新聞
・「9 月 26 日、ニコ生で「ホメオパシー騒動とニセ科学論争の行方」」 2010 年 9 月 24 日金
曜日
・「砂糖玉のように甘い 医療ジャーナリスト たち」 2010 年 9 月 14 日火曜日
・「ホメオパシー業界が反撃の署名活動・砂糖玉めぐり内ゲバも」 2010 年 9 月 11 日土曜日
・「ホメオパシー袋叩き、第 2 波が襲来中」 2010 年 9 月 10 日金曜日
・「砂糖玉汚染、公立学校にも＝ホメオパシー問題」 2010 年 9 月 2 日木曜日
・「【社説】 疑似医療 という概念の再確認を」 2010 年 8 月 27 日金曜日
・「ホメオパシー騒動は他人事？ 統合医療学会の能天気「見解」」 2010 年 8 月 27 日金曜日
・「ホメオパシー、今日もまた袋叩き＝日本助産師会・日本薬剤師会も否定声明」 2010 年 8
月 26 日木曜日
・「ホメオパシー、袋叩きに＝日本医師会・日本医学会も参戦」 2010 年 8 月 25 日水曜日
・「朝日新聞が 1 面トップでホメオパシー問題を報道」 2010 年 8 月 25 日水曜日
・「ホメオパシーは「ただの水」、医療現場から排除を＝日本学術会議が会長談話」 2010 年
8 月 24 日火曜日
・「【社説】頑張れ朝日新聞！ マッチポンプ・ジャーナリズム vs ホメオパシー」 2010 年 8
月 14 日土曜日
・「ホメオパシー？で乳児死亡、母親が助産師を提訴（山口地裁）」 2010 年 7 月 11 日日曜日

■新小児科医のつぶやき
・「助産師会調査報告を頑張って分析してみます」 2010-09-10
・「助産師会調査報告のホメパチのかほり」 2010-09-09
・「驚異のレメディ・メーカー」 2010-09-05
・「沖縄のホメパチ装置からの芋づる」 2010-09-04
・「ホメパチ協会の思考様式を推理遊戯する」 2010-09-03
・「水の記憶へのホメパチ理論」 2010-08-29
・「Follow up しておきます」 2010-08-27
・「日本学術会議のホメオパシー否定」 2010-08-26
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・「あん摩師はり師きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件」 2010-08-17
・「科学はホメオパシーを否定できない」 2010-08-16
・「日本ホメオパシー医学協会の「隠しコメント」」 2010-08-09
・「日本ホメオパシー医学協会の御意見」 2010-08-07
・「朝日記事 good job」 2010-08-06
・「ビタミン K のお話」 2010-07-11

■松浦晋也「人と技術と情報の界面を探る」 PC Online
・「ホメオパシーとニセ科学――レメディメーカーと波動転写機」 2010 年 9 月 27 日
・「ホメオパシーと自然なお産の奇妙な関係」 2010 年 8 月 16 日
・「信じてはいけないホメオパシー」 2009 年 10 月 19 日

■てんかん（癲癇）と生きる
・「断薬の危険とホメオパシーの危険」 2011-06-03 12:58:30
・「ホメオパシーから離れた心」 2011-05-16 21:58:38
・「ホメオパシー問題の当事者となったら。」 2011-03-11 12:31:16
・「バーチャルなんだろうな。」 2011-03-09 11:23:03
・「ホメオパシー商人の夢。」 2011-03-05 13:08:28
・「掲載することの悩み。」 2011-03-03 10:01:43
・「いまホメオパシー業界は。」 2011-03-02 15:50:07
・「金のためにやっている。」 2011-02-24 23:28:46
・「ねえ、WEBRONZA さん。」 2011-02-16 14:35:13
・「昨夜、通り過ぎていったもの。」 2011-02-15 10:34:18
・「雑感、など。」 2011-02-13 17:06:50
・「ニセ医療話の取り扱い法。」 2011-02-11 18:43:37
・「議論のための議論をしている暇はない。」 2011-02-10 12:52:11
・「取材に協力してくださるかたを探しています。」 2011-01-24 21:07:33
・「幼稚園でＨ・Ｓ・Ｍ騒動勃発。」 2011-01-09 14:18:33
・「ムーミンママの心理にみる、ホメオパシー。」 2011-01-05 09:43:15
・「人体実験はたのしい。」 2011-01-04 22:12:21
・「新年早々ですが。」 2011-01-03 15:04:37
・「極一部の問題ではない。たとえばこんな人たちに。」 2010-12-27 13:01:36
・「ホメオパシー訴訟和解、そして、しかし。」 2010-12-26 13:25:38
・「2010 年、残すところ一週間。」 2010-12-25 12:37:59
・「不幸を煽って幸せを夢見させる商売。」 2010-09-18 14:08:26
・「何が悪いのか、という問題。」 2010-09-02 20:22:00
・「ホメオパシーによって壊れた家族の実態。」 2010-09-02 10:59:15
・「「ホリスティック」なフェミニズム（２）。ホメオパシー、温かい医療、シャーマン。」
2010-08-30 18:51:36
・「彼らが反論をやめたとき。ホメオパシーのこれから。」 2010-08-28 15:27:11
・「学術会議のホメオパシー全面否定を、いかに評価するか。」 2010-08-24 23:45:16
・「賢いママが選んだ「よい医療」＝ホメオパシー？。」 2010-08-23 12:14:02
・「死が見えない時代とホメオパシー。」 2010-08-20 12:50:23
・「「ホリスティック」なフェミニズム。ホメオパシー、温かい医療、シャーマン。」 2010
-08-17 23:36:33
・「部分的に反論。女性誌から考える代替医療・ホメオパシー。」 2010-08-14 10:08:32
・「女性誌から考える代替医療・ホメオパシー。」 2010-08-13 13:40:04
・「ホメオパシー・これからの議論。「私はこれから一体どうしたらいいのだろう」の声。
（２）」 2010-08-10 12:41:38
・「今ホメオパシーから離れつつある人たち。「私はこれから一体どうしたらいいのだろう」
の声。」 2010-08-08 21:15:31
・「医療の「手段」からホメオパシーであること自体が「目的」に。」 2010-08-05 11:26:41
・「マスメディアが背負う責任の重さ。医療にまつわる記事について。」 2010-08-01 13:29:07
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・「医療従事者のありかた。ホメオパシー死での責任転嫁。」 2010-08-01 11:36:05
・「ビタミン K2 欠乏症死。自己責任を問う情報がある。」 2010-07-30 12:58:43
・「ホメオパシー、偉大なる自己への陶酔（不安と煽り - 番外編 -）」 2010-07-26 11:28:04
・「夢のレメディ。究極の水割り。」 2010-07-23 17:11:18
・「予防接種の危機。狂犬病とホメオパシー。（不安と煽り - ３ -）」 2010-07-21 23:27:17
・「医者を信じるな、という魔の手。（不安と煽り - ２ -）」 2010-07-21 12:28:54
・「個人の感想です、と言えばよいのか。（そして質問状の件）」 2010-07-19 13:06:36
・「なぜ、という虚しい問い。ホメオパシー死。」 2010-07-13 20:51:14
・「家族の不幸の原因を落ち着いて考えたい（３）。」 2010-06-04 13:41:28
・「家族の不幸の原因を落ち着いて考えたい（２）。」 2010-05-28 10:28:47
・「無責任な、話。よくもまあ、のうのうと。」 2010-05-27 15:20:36
・「家族の不幸の原因を落ち着いて考えたい（１）。てんかんとホメオパシー。」 2010-05-27
13:30:47
・「てんかんについて、医師ともっと話そうよ。なんでも、かんでも。」 2010-05-25 18:49:02
・「厚生労働省に確認中。てんかんとホメオパシー。」 2010-05-19 12:00:41
・「とうとう虐待になるかもしれない。てんかんにホメオパシー。」 2010-05-18 09:28:33
・「ホメオパシーで、てんかんを治している子はどうなっているのか。」 2010-05-07 09:22:33
・「ホメオパシーで、てんかんは治らない。」 2010-05-06 18:49:03

■弁護士山口貴士大いに語る
・「ホメオパシーｖｓ現代医学」 September 02, 2010
・「ホメオパシーのレメディーはセット買いがお得？」 September 02, 2010
・「薬九層倍どころではない、ホメオパシーの「レメディ」」 September 01, 2010
・「【社説】 疑似医療 という概念の再確認を」 August 27, 2
・「ホメオパシーは「荒唐無稽」 学術会議が全面否定談話」 August 27, 2010
・「【我田引水は】ホメオパシーに対する英国政府の本当の姿勢【やめよう】」 August 14,
2010
・「【えっ？】英国政府は、ホメオパシーにプラセボ以上の効果がないことを認めつつも、保
険適用継続を決定【プラセボに公費使うの？】」 August 03, 2010

■「Homeowatch」
Your Skeptical Guide to Homeopathic History, Theories, and Current Practices
「Homeowatch」はホメオパシーに極めて懐疑的なサイトであり、その基本的な考え方は以下のよう
なものである。
ホメオパシーの レメディ 自体は無害であるが、それに付随する間違った考えは無害ではな
い。健康な時に人が何を信じるかはあまり問題にならないかも知れない。しかし、深刻な病
気に襲われた時、間違った信念は大惨事に繋がることもある。

■「The Quackometer」（ブログ）
・ブログ内の「Homeopath」によるサーチ結果

■ Edzard Ernst
・「Boiron

s new study of homeopathy」 Published Sunday 11 November 2012

■ Togetter
・「アルミ鍋使うのは無知か？」 2013/4/11

その他
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・「時代の風：「ホメオパシー」をめぐって＝精神科医・斎藤環」 毎日新聞 2010 年 10 月 3
日 東京朝刊
・「「ホメオパシー」問題の行方 科学者「治療効果ない」、信奉者は反発」 ITmedia News,
2010 年 09 月 28 日 07 時 00 分 更新
・「怪しい水売り +9.11 陰謀論の「きくち ゆみ」、ホメオパシーを賛美」 薔薇、または陽
だまりの猫 , 2010-09-28 10:41:02
・「【日本の議論】ホメオパシーは有効？ 「副作用もないが治療効果もない」ＶＳ「科学的
に有効性が証明」」 産経ニュース、2010.9.26 18:00
・「「ホメオパシー」問題を考える」 asahi.com, WebRonza, 2010 年 9 月 23 日
・「ホメオパシー、排除の先に解決なし」 久保田裕（朝日新聞科学医療グループ ＤＯ科学編
集長 ) 2010 年 09 月 22 日
・「ホメオパシー信奉者の助産師は、新生児の死亡リスクを 31％増加させていた」 ニュース
の社会科学的な裏側 , 2010 年 9 月 16 日木曜日
・「春秋」 日本経済新聞、2010/9/9 付
・「天声人語」 asahi.com, 2010 年 9 月 2 日（木）付
・「鹿野司氏がホメオパシーを擁護」 山本弘の SF 秘密基地 BLOG, 2010 年 08 月 26 日
・「子供に危害を加えるのは悪意だけではない」【赤木智弘の眼光紙背】, Searchina, 【コラ
ム】 2010/07/22( 木 ) 10:45
・「助産師会、大丈夫か」 医療報道を斬る , 2009.01.29
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