
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳田：皆さんこんにちは、プロデューサー兼ナビゲーターの錦織圭です。 

 

吉村：アシスタントの吉村かおりです。 

 

柳田：えっ、柳田厚志ですよ？ 吉村さんよろしくお願いします。 

 

吉村：あれ、知ってますよ。よろしくお願いします。 

 

柳田：そして今回のですね、メインコーチと、そしてさらに、一番皆さんから見て右

手、いらっしゃるのがアンバサダーの石﨑健一さんです。石﨑さん、よろしくお願い

します。 

 

石﨑：お願いします。石﨑です。 

 

柳田：石﨑さんとはいろんなプロジェクトやってますけれども、今回はアンバサダー

という立ち位置で。 

 

石﨑：そうですね。大使ということで登場させて頂きました。 

 

柳田：ジャケットも派手ですね。 

 

石﨑：これ普段こんな感じなんでね。 

 

吉村：自然体に…感じで。 

 



  

 

石﨑：自然なね。 

 

柳田：石﨑さんも非常に健康とか、今回のようなテーマにも非常に造詣深くて。 

 

石﨑：この二年くらいですかね。急に健康に興味がでてきまして、結構いろんなエキ

スパートの方々とお会いする機会も多くて、健康本当大事ですねこれからの時代。 

 

柳田：ということで、その流れでも出会ったのが今回のメインの講師である治療家の

長谷澄夫先生ですよろしくお願いします。 

 

長谷：よろしくお願いします。 

 

吉村：よろしくお願いします。 

 

柳田：長谷さんはもう本当にその界隈というか、治療界隈では知る人ぞ知る神様のよ

うな。 

 

吉村：本当に、お名前聞いただけでピンとくる方すごく多いと思うんですけど。 

 

柳田：本当にそれだけ、こういう一般にはなかなか出てこないんですけれども、業界

の方からは凄く、本当にカリスマで素晴らしい先生なんですが、今回石﨑さんとの出

会いもあって、どういうきっかけでこういう話になったんですか？ 

 

長谷：そうですね。やっぱりやっていると患者さんがどんどん増えちゃうんですよ。

で、来れない人も相当な数いるし、潜在的にも来たいけど来れないって人もいるの

で。 

 

そうなったときにどれが一番いいかっていうと自分である程度ケアして、もちろん今

やっているちゃんとした先生ですよね｡治療家を育てるのと、ちょっと並行してやりた

いかなという思いがずっと昔からあって、たまたま石﨑さんと飲み会の席とかで始ま

った話なんですけど。 

 

石﨑：もとは一緒にやっていたある講座ですね。そこでゲストで来て頂きまして、結

構似た生い立ちもあったりとかして、何とは言えないんですけど。 

 

柳田：昔はワルかったつながり。 

 



  

 

石﨑：昔の写真、お互い見せれないような写真もあるんですけども。 

 

吉村：すぐに意気投合されて。 

 

石﨑：そう、何か好きとかね、そういうのもあってね。その後交流もあってあるとき

飲んでましてね、そういう話を頂いたんですね。ちょっとこれから自分で健康を守ら

ないといけないと、という感じですね。 

 

柳田：なるほどですね。ありがとうございます。しかしやっぱりいろいろな事業が飲

み会から始まると言われますけれども、今回もそんな流れから始まっていますけど、

でもすごく志高いというか本当に必要とされるものだと思うんですけれども、長谷さ

んはもう本当にこういう形でインターネットに出られてもいいんですか？ 

 

長谷：ここですね。(ピンポーン)。小物系好きなんです実は。 

 

柳田：流石ですね。大体振ってもなかなかこれを出来ない先生が多いんですけれど、

やっぱり良いと言うことで。 

 

長谷：そうですね。インターネットいいんですけど、元々情報を提供するものなんで

すけどやっぱり多すぎますよね、今はね。多すぎるのでそれを処理する能力、ちゃん

とした情報を伝える能力、これからは多分、その能力の方が重要になっていくんじゃ

ないかと。 

 

柳田：なるほどですね。やっぱり今回、われわれ本物の情報をお伝えするわけですけ

ど、これから全 4回、このような形で、どんどん崩れていくと思いますけれども、楽

しい動画を撮りながら本物の情報とか叡智とかスキルっていうのも、教えて頂きます

ので是非楽しみにして頂きたいんですけれども、更に後からご紹介致しますけれど

も、この何ハンドですかね。ゴッドハンド？アートハンド？クォンタムハンド？ 

 

吉村：ちょっと呼び方に困るぐらいなんですけど。 

 

石﨑：ゴッドハンドってよく言い尽くされていますけれど、本当にそういうレベルの

手を、技術を持たれているということですね。 

 

柳田：その神の手を持つ長谷さんの一般の方にほとんどもうやってないんですけれど

も、直接会って学べるセミナーですね、」プレセミナーというのもご用意していますの

で是非お越しいただきたいなと。 



  

 

 

その辺りも含めてたっぷりとお伝えしていきたいと思うんですが。ちょっとスライド

を出して頂きたいんですけれども、今回のプロジェクトのテーマ、タイトルがこちら

です。これちょっと全てが普通じゃない情報なんですけど、まず最初、内蔵を整えれ

ば人生が輝くということで、鍵は、後でお伝えしますが、「内蔵」だということですよ

ね。やっぱ内臓ですか？ 

 

長谷：そうですね。我々の治療、昔 100年くらいですか、アメリカとかその辺が主流

で始まったんですけど、その当時は当然向こうですからね、骨も太いし、環境もいい

じゃないですか、今と比べると水もきれいだし、日本に比べて、今アメリカも綺麗な

んですけど。インターネットもないスマートフォンもない時代に始まった施術なんで

すね、こういう治療って。 

 

その時は骨格系がメインだったんですよ。だから筋肉、イメージするとボキってやっ

て治ったような時代だったんですよ。日本も昔は骨格系の歪み、やっている人も少な

かったんで、それで結構体の状態よくなったんですけど、今特に日本は水も汚い、空

気も汚い、狭い、で更にパソコンとかスマートフォンとかあとストレスですね。 

 

その辺からまず内臓が歪むというか悪くなるんですね｡悪くなるって病的に悪くなるん

じゃなくて、その前段階の期間がずっと長いんですよ｡それって結局、そのまま放って

おくといわゆる病気、症状が出て病気という方になっちゃうんで。 

 

柳田：そうすると癌とかもそういう感じなんですか？ 

 

長谷：元々はだから、ずっと長い期間があって、結局生物学的な遺伝子の突然変異と

かその辺がはじまって、その前に多分症状が出ていると思うんですね。その症状をな

るべく早くキャッチする力とかそういうものも必要になってくると思うんですけど、

一般的に今の現代人は内臓の問題が一番最初にきていると。 

 

柳田：なるほどですね。この辺りもこの後詳しく聞いていきたいんですけれども、キ

ーワード 1つ内蔵だということ、そして人生 100年時代とよく言われていますけど、

そのために必要な健康のインテリジェンスとして、よく IQですね。これ知能指数で

IQ、EQっていうのも言われていますけれども、今回 HQだと。これはヘルス、健康の

知能指数ということですね。Qがよく分からないんですけれども、吉村さん、Qって何

でしたっけ？ 

 

吉村：Qはクォーション（Quotient）です。練習しました。 



  

 

 

石﨑：クオリティじゃないんですね。 

 

柳田：IQの Qも全部そうですね。そういう指数みたいな感じで。HQって造語ですけれ

ども、健康の知能指数というかインテリジェンスというか、それを身につけて頂くと

いうことですね。 

 

更にこちら、健康師というふうになっていますけれども、健康師を養成するプログラ

ムというのを今回、開講させて頂くということで始まった企画ですね。これも健康師

というのもまた初めて聞きますけれども。 

 

長谷：そうですね、一般には治療家はいろいろ名前がついているじゃないですか、例

えばマッサージとかカイロプラティックとか、カイロプラクターとか、そういうのが

ついているんですけど。 

 

一般で例えば自分のセルフケアもそうですけど一番ニーズが多いのは多分家族だと思

うんですよね。あと友達とか。まずだから周りの人間を健康にするっていうので健康

師というポジションがこれからあってもいいんじゃないかということで、健康にマッ

サージ師とか柔道整復師の師をつけて健康師というふうに名付けたんですけどね。 

 

柳田：これは必ずしも治療家向けという話ではなくて、一般の我々も今後 100年時代

を迎えるにあたって身につけておくべき知識とスキル、手技とよく言っていますけど､

手によるスキルで…。 

 

長谷：そうですね。手によるスキルですね。 

 

柳田：ということで、僕らも健康師になれますか？ 

 

長谷：これですね。(ピンポーン)。 

 

吉村：それです。ありがとうございます。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

長谷：これでも必要になってくると思う｡先ほど、一番最初に年齢の話出ましたけど、

やっぱり 100年時代って言われていても結構早く死んじゃう人もいるじゃないです

か。そういう人って病気で死ぬ人は結構前の段階から老けて見られている人が多いん



  

 

ですよね。 

 

だから年寄りも若く見られるっていうのは結構重要で、女性とかあと人の前に立つ仕

事をしている人なんかは特に健康だけじゃなくて、見た目とかその辺も含めて自分と

周りの人間くらいは管理できるようになるといいんじゃないかということで。 

 

柳田：とはいえ多くの方やっぱりまだまだ不健康というか健康じゃない方も沢山いら

っしゃると思うんですけれど、その辺りをちょっと今日、前半のオープニングで結構

聞いちゃったんですが、聞いていきたいなと思って早速今回の第一話なんですが、人

生 100年時代の超・健康戦略ということで鍵を握るのは「内臓」だということで、さ

っき内臓についてお話少し頂きましたが後半の方でもっと詳しく聞いていきたいと思

っております。で、長谷さんのプロフィールなんですけれども、さっき話しましたけ

ど読んで頂きましょう。 

 

吉村：はい、長谷澄夫さん、日本手技協会代表理事、和整體学院主宰、28年間におよ

そ 35万人の臨床経験を積み重ねたのち、治療家のための治療家の道へ、最高の治療家

は患者に時間を与えられること、という理念のもとこれまでに 1000人以上の治療家を

送りだす、ということですね。 

 

柳田：すごいですね。特徴としたらやっぱり長谷さんの場合は臨床つまり直接本当に

患者さんを見てきたという。事件は現場で起きているんじゃないけど、現場をずっと

やってきたってことですよね。 

 

長谷：そうですね。基本的にだから、臨床だけで這い上がったというかそこはやっぱ

り嘘をつかれないんで、敏感な人とかすごい社会的に地位がある人でも変わらずに指

導できるという、ぶれないというか、うちがスクール主宰していてインストラクター

が教えているんですけど、そのインストラクターも教えるプロを育てるんじゃなくて

臨床のプロを育てるためにインストラクターをとったんです。だからインストラクタ

ーは全員開業して臨床を毎日やっている人間ですね。 

 

柳田：それがベースにあった上で教えていくということ。それは自分で臨床凄くやっ

た上で、でもこれだけだと追いつかないということで治療家のための治療家になった

ということ。 

 

長谷：そうですね。これから多分、体調悪い人って減ることはないと思うんですね。

ただやっぱ圧倒的に良い先生がいない。いろんなとこセミナー行っても聞くんです

よ。整体とかいろいろこういう治療ってどういうイメージあるかって言うと、大体あ



  

 

んまりロクな回答がないんで、それはでも当然なんですよね。私もそうでしたから。

知らなければそう答えますので、ただ変えていかないとダメだと思うんですよね。だ

から変えられる人間ってそこそこ責任をもってやらなければいけないので、その責任

をちょっと自分が負うっていう感じですよね。 

 

柳田：なるほどですね。1つ聞きたいのがこの、最高の治療家は患者に時間を与えら

れることという理念なんですけど、これどういうことですかね？ 

 

長谷：例えばわかりやすく言うと癌とか心臓病がわかりやすいですかね。手術しない

と死んじゃうっていう人に手術で時間を与える。これが外科医の一流の人じゃないで

すか。治療家でもそうなんですよね。いくら能書きたれても臨床で時間与えられなけ

れば、いくら稼いだとしても一流じゃないと。 

 

本当にだから、例えば不妊症の患者さんが来たら子供と一緒の時間を与えられる。余

命とか凄い重病の人がきたら良い時間を与える、もしくはもっと更に良い時間を与え

るっていうのが本当に治療家として一流なんじゃないかと。それ以外は基本私は認め

ないんで、いくら稼いでも、だから何って感じですよね。 

 

柳田：やっぱり普通に思うのは、こういうのっていうのはお医者さんとか治療家の先

生とか、ある程度凄い修行した人とかじゃないと治せないんじゃないかとかって思い

がちなんですけどそんなことはないんですか？ 

 

長谷：そんなことないと思いますね。あくまでもやっぱり、手技協会って手を使うの

で薬を使うわけじゃないじゃないですか。 

 

うちなんかでも子供が病気になったとき、もちろん病院に連れて行って例えばインフ

ルエンザとかってすぐ菌は死ぬんですよ。三日とか四日くらい熱が出て体中が痛いと

かって泣くんですよね。そういうときに治療してあげたりすると治療家でよかったな

と思いますね。そういうものをそれぞれの家庭でできる人がいると一番いいですよ

ね。 

 

柳田：いいですね。それは当然自分自身のセルフケアもできるってことですよね？ 

 

長谷：自分のセルフケアもそうですし家族のケアとかね。やっぱり自分が健康になる

って、成功と一緒で成功するには自分の周りの人間やっぱり成功させないと自分も成

功しないじゃないですか。健康もそうで自分の周りの人を健康にさせてあげると自分

も健康でいられますよね。 



  

 

 

柳田：ということでみなさんもすごくわくわくしているんじゃないかと思いますが、

ここで 1つ長谷語録というのをご紹介してください。こちらです。 

 

吉村：長谷語録、病気体調不良は全て自分に責任があると考えてください。 

 

柳田：ということなんですが 

 

長谷：そうですね。今は流石にあんまりいないんですけど、昔はよく悪口を言う人が

多いんですよ。他のところの。 

 

吉村：お医者さんの悪口ってことですか。 

 

長谷：お医者さんの悪口とか、あと我々と同じような民間療法の先生の所行ったんだ

けど全然だめだったとか、回ったけど全然効かないとか、そういう人が多いんですけ

ど、結局でも病気って自己責任なんですよね。癌とかそういうのもそうですし、病気

っていうのは基本的にはある程度自己責任なんで、自分の体と、親だったら自分の子

どもの体とは責任を持たないとダメだと思いますよね。 

 

その上でいわゆる健康師とかそういう知識ですね。根底にある考え方っていうのはぶ

れちゃだめなんで、そういったところで勉強もそうですけど最初はわかったと思うん

ですけど、忘れちゃうんですよね。繰り返し繰り返し同じようなことを言っていくっ

ていうのが一番重要になってきますよね。 

 

柳田：なるほどですね。今回、健康師学ばれたいっていう方も多いと思うんですけ

ど、その根底にはやっぱりこういう自己責任のベースっていうのをまず持っておく必

要があるっていうことですよね。一番ベースは健康ですからね。そういった意味でこ

のプロジェクト意味があると思うんですが、ようやく本題に。 

 

吉村：やっとですね。 

 

柳田：チャプターこれ、今回 3つありますからね。チャプター1、日本人の健康が危な

いと言うことで、これよく聞くかもしれませんが、ちょっとこちらのエビデンスをベ

ースにお話していきたいんですけれども、まずこちらですかね。 

 

吉村：薬漬けの現代人。 

 



  

 

柳田：ということで、このグラフを見て頂いても分かるんですが、まず医療費、非常

に上がっている。そして一人当たりの医薬品使用額も日本は主要国第三位ということ

で、すごい上がり方ですよね。7.4兆と、20年で 6倍と、株価もこれくらい上がれば

いいのにと思っているんですけど、20年で 6倍。 

 

吉村：確かに、すごいですね薬使っていらっしゃる。 

 

長谷：これから減ること多分、ないですよね。高齢者がやっぱり増えますので。 

 

石﨑：国会財政もやばいですからね。国家財政の 3分の 1がこういった医療とか社会

保障費ですから、今の少子化の中でそれ支えれないと思うんですよね。 

 

柳田：でもやっぱり、どうしても何か体調不良になると病院いくとか、薬貰うとかそ

ういうふうになっちゃっていますけれども、セルフケア大事だというところですね。

そして。 

 

吉村：大気汚染。 

 

柳田：こちらもやっぱり非常に深刻になってきた問題ですか。さっき、長谷さんの話

にもありましたけれども、昔と比べて環境も悪くなってきていると。 

 

石﨑：昔ってアトピーの人とかあんまいなかったんですよね。花粉症の人もあんまい

なかったですよね。 

 

吉村：花粉症の方はすごく増えた気がしますね。 

 

柳田：増えましたね。 

 

長谷：花粉も東京の方は普通の花粉だけじゃなくて化学物質とか黄砂とかほかのもの

がついているんで、東京に来てから症状が悪化する人とか発症しちゃう人とかって、

別のものに対しても反応を起こしちゃうんですよね。 

 

柳田：これやっぱりあれですか。こういう汚染をもちろん改善していくことも必要だ

けれども、こういうのに勝てる体にしていくっていうのも大事なんですか？ 

 

長谷：そうですね。大気汚染とか原因を突き詰めていくって結構限界があると思うん

ですね。で、病気ってこれですっていうのも基本的にはないので、だったらそういう



  

 

ものに負けない体を作ってく。そんなすぐには出来ないんで早い内からどんどんケア

していくっていうのが一番重要になってくると思いますね。 

 

柳田：他にもまだまだこちらありますけれども。 

 

吉村：身近に溢れる環境ホルモン。 

 

柳田：これは具体的にはどういう患者さん、環境ホルモンというと。 

 

長谷：図が多分わかりやすいと思うんですけど、ぜんそくとかそういうのも増えてい

るじゃないですか、あと免疫系の病気ですよね、一番多いのが。 

 

その辺が、ただちょっと異論が、二つ理論があって、あまり綺麗にしすぎるから免疫

が弱くなったっていう人もいるし、例えば赤ちゃんでアトピー発症したりとかは母乳

を飲ませないからダメだとかそういう人が、結構いるんですけど、実際治療を臨床で

やっていると母乳がやっぱり出ない人も多いんですよ。そういう人に母乳がだめだっ

たから子供がどうのって言っちゃっている人も結構いるんですよね。 

 

そうすると結局どこが悪いかって先ほどの話じゃないですけど何かのせいにするよう

な形になっちゃうので、この辺だから環境ホルモンもですね、一言でいうといっぱい

ありすぎるので、こういうものに対しても対応できる体ですよね。 

 

柳田：やっぱりそうですよね。こういうものから避けられないですからね。基本的に

は普通の生活をしていると、そうするとそれに耐えうる体にしていく必要もあるとい

うこと、更にはこちら。 

 

吉村：気候気圧の変化。 

 

柳田：これも結構多いんですか？ 

 

長谷：そうですね。一番面白い話はぎっくり腰って春とか秋に多いんですよ。季節の

変わり目、昔は 11月とかが一番多かったんですよ。夏から涼しくなるのが時期に多か

ったんですけど。最近だから、気候が昔と違って 1年である程度、この時期こうとか

ってないじゃないですか、夏でも寒い日もあるし、結構体が気候の変化によって対応

ができないかなっていう、対応する能力がちょっと落ちてるので、その辺も原因を突

き詰めていくと、人為的には変えられないので、気候の変化とか気圧の変化ですよ

ね、そういうものに対応できるような体を作っていかなきゃいけないと。 



  

 

 

柳田：なるほどですね。確かに僕も秋によくなっていました、ぎっくり腰に、運動す

る前は本当に。 

 

長谷：次は春が多いんですね。 

 

柳田：これも内臓も関わってくるわけですか？ 

 

長谷：内臓ですね、完全に。ぎっくり腰だけじゃなくて寝違えとか急な背中の痛みと

かあの辺も全部内臓がらみですね。 

 

柳田：そういった外的なものだけではなくて目に見えないいろんなストレスとかあり

ますよね。 

 

吉村：そうですね。一応読ませて頂くと､こんなに多い不定愁訴。 

 

柳田：不定愁訴のほとんどは自律神経の乱れが原因、疲労ストレスにより自律神経乱

れるということなんですけれども。 

 

吉村：なんとなく調子が悪いっていうことですよね？ 

 

柳田：いつも言っていますよね。 

 

吉村：いつも…、不定愁訴ぎみ。 

 

石﨑：これ、僕も 2年前にちょっとある大きなことに巻き込まれて仕事上のトラブル

に、その後ドカンと血圧が上がりましたからね。 

 

長谷：自律神経って書いてありますけど自律神経へのアプローチって昔は背骨だった

んですね。背骨、自律神経関連しているので、背骨まっすぐにすればある程度自律神

経がよくなったんですけど、それだけじゃなかなか対応できなくなってきているんで

すよ。先ほど言ったように日本人っていうのは。なので直接内臓にある程度アプロー

チしてやる方が効果的なんですよね。 

 

柳田：なるほどですね。すごいですね本当にこうやって見て頂くと。 

 

吉村：こちらはストレスでよく起こる体の異常。たくさんありますね。 



  

 

 

柳田：あらゆるものが。逆に言うとこうやってシグナルを発するということですね。 

 

長谷：そうですね。あと面白いのは、ここの部分に原因がないんですよ。例えば左目

の痛みとかだと、普通だと眼科にいって左目を調べて異常なしで終わりじゃないです

か。でも左目の症状って胃とか膵臓の場合が多いんですよ。そこを治療するとわりと

よくなるケースが多いので、そこの部分に原因がないっていうのが面白いとこでもあ

るし、逆に言うとそれ放っておくと怖いところでもありますよね。 

 

柳田：こういう知識も必要ですよね。 

 

長谷：そうですね。こういった知識が余計必要になってくると。 

 

柳田：さあ、そして石﨑さんこれはよく言われますけれども、こちら。 

 

吉村：人生 100年時代は長生き地獄。 

 

石﨑：そうですね、これはもうこれから皆さんね。全員に関わる問題だと思うんです

けど、医療があと十数年後くらいに画期的に発達すると言われているんですよ。AIだ

とかそういうのも、登場もあって、するとですね変な話死なせて貰えないわけです。 

 

今でも 80年くらい生きるじゃないですか男女とも、女性の方が長いですけど、健康寿

命が今 72とか 74って言われているんですね。そこから死ぬまでの間が調子悪いわけ

ですね。これ 100に延びちゃったら、80くらいで死ねるんですけど、100生きたらど

うなるのかっていうことですよね。そうなると蓄えもどんどんなくなるし、この前も

2000万とか 2900万いるっていうふうに、ちょっと問題になったじゃないですか。 

 

柳田：これちょっと次のスライドにありますけど。 

 

石﨑：そういうことですね、なので本当に自分で守っていかないと病気になったから

ってお医者さんに駆け込んでケミカルな薬とオペに頼っていたらどんどん元気なくな

っていくと思うんですよね。 

 

これを長生き地獄っていうか不自由な状態で生きていてもどれだけ価値があるのかっ

ていう風にちょっと自分なんか思うんで。 

 

柳田：そうですね。まさにその通り、やっぱり多くの人、多くの日本人、長生きでき



  

 

るって良いとは思うんですけど、喜びだと思うんですけど、そこにお金だとか健康だ

とかって問題がある中で不安な人も沢山いらっしゃいますよね。 

 

柳田：その意味でもこの HQってプログラムによってしっかり知識とセルフケアできる

スキルを身につけていただけると本当に普通の方、一般の方でも健康維持できるんじ

ゃないかなと思っていますけれども、ただ日本には選択肢がなかなかないということ

でこちら。 

 

吉村：日本には現代医療しかない。手術と薬の治療、とありますね。今お話でも出て

きたとこですね。 

 

石﨑：これはあまり言及すると大変なことなので、またそれは…。 

 

柳田：アンバサダーもやられるので。 

 

石﨑：いろいろあって日本は現代医学しかないんです。もちろん長谷さんのような民

間療法、自然療法ともやられている方いるんですけど、なかなかメインに躍り出てこ

ないんですけれど。 

 

これ諸外国、特にヨーロッパとかイギリスとかドイツとか、病院には必ず自然医学科

ってあるんですよね。まずそこに行くそうです、体調が悪いと､ケミカルな方に行かず

に自然の方に行く。そこでまず治療、ほとんど体に害のないようなオーガニックなも

のとかレメリーとかエネルギー治療とか、長谷さんのような手技であったりとか。そ

ういうものでまず整えて本来人間の持っている自然治癒力を高めた状態で元に戻そう

とするんですけど。日本は薬、何か腫瘍があったら切るみたいなね。 

 

この世界でやっているもんですから、ここに今出ている、これ僕も聞いた話ですけれ

どもね。エリザベス女王の話とかありますかね？ これ一番面白い象徴的な話ですけ

れど、同じ皇族、王族といって良いんでしょうかエリザベス女王が今 93歳ですかね、

2歳かな、めちゃくちゃ健康ですね。この間も YOSHIKIさんね、Xジャパンね、マフラ

ーが当たっていましたけど、旦那さんのフィリップ殿下は 98歳、結構元気です。 

 

ヨーロッパの貴族というか階級には寝たきりがいないって言われているんです。何故

かというと自然医療のエキスパートがついているんですよ。かたや我が国はどうかっ

ていう話で、かなり寝たきり多いですよね。で、薬局も 8割くらいが自然医療のもの

が置かれているそうです。あと 2割がケミカルなもの。日本の薬局はどうですかって

話になってくるんですけど。 



  

 

 

それだけ知識がないんですね我々日本人っていうのは、この中で 100年乗り切れたら

いいですけれど、やはり長谷さんのような知識とか技術をある程度もって防衛しない

と、本当お金儲けどころじゃないベースなものなんで、僕はすごく非常にやったほう

がいい、学んだ方がいいんじゃないかと思いますね。 

 

柳田：ということで日本の置かれている現状をいろんな角度から見ていきましたけれ

ども、やっぱり必要となってくるのは我々の結論としてはこうじゃないかなというこ

とで。 

 

吉村：健康寿命をセルフケアする時代。 

 

柳田：石﨑さんもおっしゃっていましたお金よりも健康が大切になってきますし、健

康状態で収入も変わると。 

 

石﨑：これも面白いんですけど、この前あるバーで飲んでいたんですね。そしたら向

こうから聞こえてきたんですけれど、「うちの会社健康診断の結果によって給料が変わ

るんですよ」って、評価を三段階くらいに分かれて、要は会社も健康な人で仕事をし

たいわけですよね。 

 

だからやっぱり自分の自己責任っていうふうにとっているわけですよ。いくら仕事が

できても健康診断の結果がめちゃくちゃ悪かったら評価しませんよというのが 1つ収

入に関わってきますよね。あとやっぱり僕らのような自営業というか事業の世界も健

康な人の方が成功していますよね。エネルギッシュだしバイタリティもあるし行動力

もあるんで、もそっとしている人よりは多分成功している気がしますよね。基本的に

体がベースなのでテクニックとかよりも体をちゃんと整えてエネルギーの高い状態に

しておくっていうのがこれから絶対必要じゃないかなと思いますね。 

 

柳田：ありがとうございます。そしてこれからの健康の流れ、ということなんですけ

れども、こういった形で、さじ加減？ 

 

長谷：そうですねやっぱり、治療家に教えるときも結局一番難しいのってここなんで

すよ。さじ加減、料理と一緒ですよね。塩加減が一番重要っていうじゃないですか、

それで味が変わるじゃないですか。治療家にとっても、やりすぎてもダメだし、やら

なすぎてもダメなんですよね。だから先ほど石﨑さんが言った、治療が短いっていう

のは、結局時間でとってないんですよ。10分とか 20分いくらってとってない、一回

いくらでとっているんで。その人が一番自然治癒力が働きやすい環境を整えて帰すの



  

 

が一番理想なんですよ。 

 

だからセルフケアとかでも、やっぱりがんばってやっちゃう人が結構多いので、他の

セミナーだとそこをあまり重要視しないのでとにかくやれ！みたいな感じになっちゃ

うんですけど、ある程度その日によっても違うし、その時期の自分の会社のポジショ

ンとかそういうのによっても変えていかなきゃいけないんですよね。それを変えられ

る能力と、どこまでやればいいかっていう能力も、この HQのプログラムの中で一番重

要視しているとこですよね。 

 

吉村：自分の状態に気付く感度を高めるため、最小限の刺激で最大限の効果のために

セルフケアが必須になってくる。 

 

柳田：やっぱり気づける感度も大事だし、それをしっかりと治せるセルフケアのスキ

ルも大事だし。 

 

長谷：そうですね、だから病気を早い段階で、で、体って必ずサインを出しているの

で、そのサインを無視したりとか、見落としたりとかっていう人が多いんですよ。だ

からその辺も、内蔵をアプローチすることによって、背骨もある程度良くなりますの

で、そうすると脳からの神経の流れが良くなるんですよ。背骨の中、神経があります

ので。そうすると、体も敏感になっていくんですよね。そうすると悪いサインに気づ

けるようになるんですよ。そういう体を目指すのが、このプログラムの一番の目的で

すよね。 

 

柳田：ということで、皆さんも一緒に健康師になりましょう。 

 

長谷：(ピンポーン)。 

 

柳田：ありがとうございます。しかしまだ、チャプター3つのうち 1つしか終ってな

いんですけれども。 

ということで、最後にチャプター1のまとめとして、長谷さんの考える健康の定義と

いうのをちょっと聞きたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

 

長谷：健康って比較すると、お医者さんとか一般の人って症状が無いのが健康ってい

うイメージがあるんですけど、実際は逆で、症状って痛みもそうですけど体の一番重

要なサインなんですよね。サインをなるべく重症にならない状態で読み取れるかが健

康なんじゃないかと思いますよね。 

 



  

 

柳田：なるほどですね。そうすると、身体って、まさに身体だけの話じゃなくて、気

づけるとか知識とかもそうですけれども、それで対処もできるような、そのトータル

のものみたいな。 

 

長谷：トータルですね。 

 

柳田：結構大変そうですけども、健康師なれますか？ 

 

長谷： (ピンポーン)。 

 

吉村：うれしい。いっぱいやってくださってうれしいですね。 

 

長谷：ここ最後バツだったら。 

 

吉村：いいですね、健康師。 

 

柳田：いいですね。この定義をもとにやっていければなと思いますけれども。それで

は続いてチャプター2ですね。 

 

吉村：チャプター2、“ゴッドハンド”を持つ天才治療家・長谷澄夫。 

 

柳田：ということで、チャプター1でも少し長谷さんのご紹介をしましたけれども、

更にここではその実績とか、教えたインストラクターの方々の実績などもご紹介をし

ていったり、患者の症状の改善例なども見ていきたいなと。これは凄いですよね。 

 

吉村：ちょっと聞いてみたいですね。 

 

柳田：こちらさっきもご紹介しましたけれども、今は本も出ているということで、こ

れもぜひ読んでいただきたいなと思いますけれども。 

 

石﨑：あと治療だけでなく美容技術も、手技でやられますから、女性の方要注目とい

うことで。 

 

吉村：これからご紹介していきたいと思います。 

 

長谷：アンチエイジングじゃなくて、若返りの時代になってきます。これからは。 

 



  

 

吉村：すごい。 

 

柳田：若返りもできるということで。これまでの実績をまとめておりますので、ご紹

介していきたいと思います。まずこちらですね。 

 

吉村：圧倒的な実績ご紹介したいと思います。量子力学を取り入れたクラニアルテク

ニック創始者、28年間で 35万人以上の臨床経験をされています。他ですね、書いて

あるんですが、本当にいろんな方を診てきて、いろんな治療家の方を輩出されてい

る、っていう状態をご紹介しております。 

 

柳田：クラニアルテクニックというのは、どういう。 

 

長谷：クラニアルテクニックというのは、わかりやすく言うと、頭のテクニックで

す。特に、クラニアルって頭蓋骨のという意味なんですけど、頭蓋骨の縫合、縫い目

がありますよね。あの辺の調整をして、脳脊髄液とかの流れを良くして体の状態をよ

くするというテクニックなんですけど。 

 

柳田：これはかなり、ゴッドハンドにしかできないんじゃないですか。 

 

長谷：いや、でも結構これも一般の方のほうが、素直に入ってすぐできるようになっ

ちゃうんですよ。頭蓋骨の治療。 

 

柳田：凄いですね。更にこちら。 

 

吉村：そうですね、たくさんご紹介があるんですが、過去の実績凄いですね。 

 

柳田：過去に紹介患者の半数を断るほど繁盛している。銀座と西麻布で経営というこ

とで、紹介された人も全部断っていたと、半数。 

 

長谷：一時はそうですね。一時は断っていましたね。 

 

吉村：高額コース 2時間、20万円の施術に申し込み患者さんが後を絶たない、でもも

う新規紹介は受けることはできない状態っていうことですよね。 

 

長谷：今はそうですね、受けてないですね。 

 

吉村：今は受けてらっしゃらない。 



  

 

 

長谷：上の入会金 100万、月会費 5万、施術料金 5000円っていうのは冗談で言ったん

ですけど、冗談で言ったら申し込みの人が何人もきたので、やめたんですけど。 

 

吉村：これをお支払しても診てもらいたいっていう方が。 

 

長谷：もうやる気ないからっていうアプローチしたら、是非っていう感じの人が何人

か居たんで、ちょっと怖くなってやめましたね。 

 

柳田：凄いですね。やっぱり、そのベースになるのは、これ一応わかりやすい実績、

お金とか数字していますけど、ベースになるのは、お子さんとか、子どもとかを治療

するっていうのを結構されていますよね。 

 

長谷：そうですね。子供とか赤ちゃんは、多分日本で一番診ているんじゃないんです

かね。相当の数診ていますので。それも、診ているから大体月齢だと標準が分かるん

ですよ。例えば、8カ月の頃だとちょっと遅れているなとか、ちょっと成長が早い場

合もいわゆる老化になっちゃうので調整したりとか、あくまで標準をラインに。 

 

吉村：小さいお子さんのお母さんたちは気になるところですもんね。 

 

長谷：新生児、1カ月以内でも生後 4日で連れてくるのが多いので、退院してすぐに連

れてくる子が、お母さんが多いので、4日と 1週間と 2週間で、新生児の月齢の 1週間

ってだいぶ違うので、治療法が違うんですよ。正確に言うと。 

 

柳田：それはなぜ赤ちゃんとかを診るようにしているんですか。 

 

長谷：もともとは、先ほどのクラニアルテクニック、頭蓋骨のテクニックじゃないです

か。子供の頭の歪みで頭の形を直してくださいっていう患者さんが結構多くて、やって

いるうちにアトピーの子が多くて、やっていると親がアトピーじゃないただのアレルギ

ー、花粉症とかの別のアレルギーなのにアトピーの子が多くて、その原因を突き詰めて

いくと、お腹の中にいる時の環境で頭が歪んだからなったんじゃないかと。それを治し

ていけば、症状は改善するという。 

 

吉村：そんな赤ちゃんの時から今後の人生長いっていう話がずっと出ていたんですけど

も、やっぱりその時期にやることが。 

 

長谷：ありますね。 



  

 

 

吉村：大切だということですね。 

 

柳田：さすが臨床家ですね。 

 

長谷：正確に言うと 7～8カ月ぐらいから妊娠中、赤ちゃんの治療もやっていますので。 

 

吉村：お腹にいるときから。 

 

柳田：診ているんですね。すごいですね。さらには、治療家のための治療家ということ

でこれまでたくさんの方を育てていますけれども、そういった方々もすごい実績ですね。 

い 

 

柳田：これはあれですか、長谷さんの実績だけじゃなくて、教えた人達の実績…。 

 

吉村：受講生の方の実績ですね。 

 

長谷：で、1番最初にやったのがアトピーのセミナーなんですよ。その流れでアトピー

のセミナーやったら凄いいっぱい来ていただいて。来る前からアトピーの治療しますっ

て自分を追い込んでから来る人が結構多くて。不妊もそうなんですけど、来る前から不

妊で来ますって言ってセミナーに来て、教えてすぐに結果を出しているって人が多いの

で。 

 

柳田：それは、インストラクターがってことで。 

 

長谷：インストラクターだけじゃないですよ。普通の、一般の受講生とかもそうですね。 

 

柳田：つまりは、長谷式のセルフケアというのが、誰でもちゃんとやれば体得できるス

キルであるということですよね。なるほど。それでは、ここでさらにですね。 

 

吉村：患者さんの症状改善例をご紹介していきたいと思います。 

 

柳田：これちょっと一部で、また詳しくは第 3話というか、セッション 3でお伝えする

んですけど、ちょっと一部ご紹介します。 

 

吉村：まず、黒川さんの場合。 

 



  

 

柳田：こちらビフォーアフターどんと。 

 

吉村：こちらだいぶきれいに、写真でも分かるんですけど、なっていらっしゃる様子で

すね。 

 

長谷：1番分かりやすいのが肌の色なんですよね。色が肌色になっていますよね、中の

方の。アトピーの部分だけを見る人多いですけど、そこじゃなくて我々見ているのは全

体なので。皮膚とか関節の硬さですよね。アトピーが悪くなったって言って来る人もい

るんですけど、皮膚が柔らかくなっている人が多いんですよ。それは、一時的に出てい

るだけなんでって説明すると、そのあとまた引いていきます。あくまでも、アトピーを

治すっていうよりは、体の機能を正常に近づけて結果的にその症状が治っているという

だけの話です。 

 

柳田：なるほどですね。すごいですね。 

 

吉村：悩んでいる方多いし、女性の方で嬉しいですよね。女性に限らずだと思いますけ

ど。 

 

柳田：続いて。 

 

吉村：えいみちゃんの例をご紹介します。えいみちゃんもすごく綺麗になっていらっし

ゃいますね。 

 

長谷：そうですね。この子も幼稚園に入る前に来たんですよね。この子のせいで夫婦喧

嘩があったらしく、最初来た時、笑いもしないし、喋りもしなかったんですけど。 

 

吉村：お子さんのほうが。 

 

長谷：子どもの方が、そうですね。で、良くなっていって今もたまに夏休みとかに来て

るんですけど、最後来たのが 6年生ぐらいでしたかね。だいぶうるさかったですよ。 

 

吉村：良かったですね。 

 

柳田：肌の色も良くなっていて。その辺りの知識っていうのはお母さんとかにも教える

んですか。この出来てるものが悪いっていうよりも、そういう健康師で教えているよう

な話もしてあげるということ。こういう、アトピーもたくさん治しているんですけれど

も、あとは分かりやすいということで、またこちらあげさせていただきますけれども。 



  

 

 

長谷：ある意味でアトピーのお母さんは 1番最初の健康師かもしれないですね。ずっと

教育してましたんで。 

 

吉村：なるほど。考え方の部分とかも含めて。 

 

長谷：考え方とかそうですね、家でのケアの仕方とか。 

 

柳田：続いては、こちらの事例ですね。 

 

吉村：不妊治療の例を少しご紹介したいと思うんですが、ひよりちゃんのお母さんの例、

そして、こうたろうちゃんのお母さんの例、ご紹介したいと思います。どちらも不妊治

療とてもお辛いと思うんですけど、長谷先生のところの長谷式のケアで無事に赤ちゃん

を授かった喜びの声が届いております。 

 

長谷：この時は、まだ不妊症というわけではなかったんですよね。表に出してやってい

るわけじゃなかったんですけど、体の状態を良くしていくと結果的に赤ちゃんを授かっ

たっていう。 

 

で、紹介で増えていって、本当に子宮筋腫が大きくて妊娠しない人とか多発性卵巣嚢腫

で赤ちゃんできないよっていう人とか、わりと難病系の不妊の方が増えまして。ただき

っかけになったのは、やっぱり内臓の位置をちゃんとして、子宮とかの能力が発揮でき

ない、環境を整えることによって自然と妊娠したという。 

 

吉村：不妊治療じゃなくて、別で受けていた方が…。 

 

長谷：もともとはそうですね。アトピーもそうなんですけど、全然最初は違う治療で結

果的に妊娠したっていう。 

 

柳田：なるほどですね。続いては、こちら。 

 

吉村：こちらが不妊治療されていた方で、赤ちゃんを授かったまさつぐちゃんのお母さ

んの例、ひなたちゃんのお母さんの例ですね。こちらは。 

 

長谷：そうですね。やっぱりやっていることは先ほどとそんなに変わらない、今もそん

なに変わらないですけど。冒頭に言った、子供が欲しくないっていう人は別に、ちょっ

と話が違うんですけど、子供が欲しいけど子供が出来ないというので 5 年とか 10 年や



  

 

って諦めちゃう人も多いじゃないですか。 

 

でも、子どもがいる人生と時間と子供がいない人生とだいぶ変わってきますので、そう

いう時に、しっかりした知識、婦人科の知識とかそういうものも含めてやってくと、自

分が妊娠したら多分、教えてあげられると思うんですよね。そうやって経験とか、アナ

ログで広がっていくってやっぱりそれが多分 1番理想だと思いますよね。その意味でも

健康師っていうか、ちゃんとした知識とか、そういうものを持った人が非常に増えると、

少子化ですよね、子供が増える対策にもなりますので。 

 

吉村：まさつぐちゃんのお母さんの例のところで、無事な、健康な赤ちゃんを授かって

産むことができたということと、産んだ後も、体型もそんなに崩れずって結構すごいと

思うんですよね。母子共に健康に過ごせています、元気に過ごせていますというのは素

晴らしいことですよね。 

 

長谷：そうですね。やっぱり体型気にする人多いですけど、うちも上の子もう高校生な

んですけど、の時は妻の体型が 1年ぐらいかかったんですけど、2人目の時はそこそこ

の治療のレベルがあったので大体 1ヶ月半ぐらいで戻りました。 

 

吉村：すごいですね。 

 

柳田：でも本当にこれ症例、分かりやすいから出させていただいていますけれども、根

底は同じということですかね。 

 

長谷：同じです。そうです。 

 

柳田：原因は同じで、結果としていろいろ整えれば治ったりとか、授かったりとか。 

 

石﨑：不妊治療、流行っていますからね。 

 

柳田：やっぱり健康な子供が生まれてくるのが 1番大事ですもんね。 

 

吉村：そうなんですよね。 

 

長谷：そこは重要ですよね。だから、ちょっと遅れてきたりとか、高齢出産とかあるん

ですよ。それを追いつかせるのも治療で出来ますし、予防というのもセルフケアでも出

来ますし、この本のタイトルのように母親が子どもにできれば 1 番理想じゃないです

か。 



  

 

 

柳田：そうですね。そういった意味でもたくさんの女性の方にも来ていただきたいなと

思います。 

 

吉村：凄い心強いと思いますね。 

 

柳田：ということで、先生の実績の一部でしたけれども、続いていきましょう。本日最

後はこちら。 

 

吉村：チャプター3、人生 100年時代の健康戦略。 

 

柳田：ということで、まず内臓がキーワードだよというの見てきたんですけれども、も

う 1つ長谷さんが非常に大事にしていること。こちら。 

 

吉村：健康維持するための 3つの力、提唱されています。1つ目、察知する力。2つ目、

回復する力。そして 3つ目、排泄する力。 

 

柳田：こちらどうでしょうか。 

 

長谷：そうですね。察知する力は、先ほど言ったと思うんですけど、早めに悪いものを

感じる力、症状が出る前に。症状が出たとしても、その症状を早い段階で悪くしないう

ちに感知できる。そして、対策をできるという力ですね。 

 

2つ目は回復する力。これは読んですぐ分かると思うんですけど、病気って 10代 20代

の時とかは無理しても 1日寝れば治ったけど、歳をとってくるとやっぱり何日か寝ない

と治らないとか、そういう状態になってくるんですけど、体の状態を良くすることによ

って回復する力も早くなってくるんですよね。それは、内臓に対して血液とかそういう

ものが流れることによって、全体の自然治癒力というかの能力が上がるために回復する

力が上がってくると。 

 

3つ目が排泄する力。内臓の機能って処理と排泄なんで、悪いもの、先ほど言った環境

ホルモンとか薬とかそういう問題も処理しなきゃいけないので、処理したものを出す力

ですよね。体に貯めておくと、やっぱりそこからまた二次的な病気とかになる可能性も

ありますので、排泄する力っていうのが結構重要になります。 

 

柳田：これらをしっかり高めていくということですね。そしてこちら。 

 



  

 

吉村：敏感で回復力がある身体のための 2つのポイント。一つ目、骨格が正常である

こと。 

 

長谷：よく言われているのが、猫背とかね、姿勢が悪いとかそういう、例えば一番よ

く聞くのは足組んじゃだめとかね、整体に行って言われたんですけどとかっていう人

多いんですよ。 

 

ただ、あまり関係なんですよね。基本的には足組んでも、多分骨盤ズレるじゃないで

すか、もう構造的にやっぱりズレるもわかるんですけど、立った時にフラットになれ

れば全く問題ないんですね、足組んだりなんとかしても。骨格なんで結局背骨、曲が

りますよねずっとこうやってるの無理なんで、意外とずーっとこうやっている、子ど

もの頃からねこうやってる、例えばバレエとか、踊るほうのバレエとかやっている人

っては意外と内臓が弱かったりする場合が多いので、骨格が正常であるっていうのは

あくまでもその体がまっすぐというわけではなくて。歪んだり、その動作をしてもち

ゃんとしたそのフラットな状態に戻れる能力があるかどうかっていう事ですね。ただ

単にビジュアル的にまっすぐってわけではないですね。 

 

吉村：そして二つ目、内臓が正しい位置にあり正しく機能していること。 

 

長谷：これも 1とリンクするんですけど、内臓も背骨もそうなんですけど、元に戻る

力っていうのがあるんですよ。平衡感覚というのはありますので。例えば背骨とか

も、昔の整体の先生とかだとこうずれて神経圧迫しているからここ戻したんだとかっ

て言うのは、そんなのありえないんで。神経圧迫したらば末梢のもの動かないですか

ら。 

 

そうじゃなくて歪んでいるのを治すんでなくて歪んでいるのにちょっと刺激を与え

て、そこの平衡感覚を刺激して正常な方に戻る刺激をしてあげるだけなんですよね、

矯正って。だから、あくまでもその内臓にもそのちゃんとした場所があってそれを刺

激によって、ちゃんとした場所に戻れる能力を刺激するということですね。 

 

柳田：なるほどですね。やはりそのつながっているということであり、続いて出てき

ますけれどもやはり鍵は内蔵にあるということでこちらバーっとね、挙げさせていた

だいております。 

 

吉村：鍵は内臓にある。 

 



  

 

柳田：ポイントとしてはどうですかね。これ皆さんにも読んでいただきたいとは思う

んですけれども。これまでの話でも結構出てきたポイントもあるとは思いますけれど

も。骨格の前に内蔵の問題っていう。 

 

長谷：そうですね。治療もすでに業としてやっている人でもですね、骨格を先にやる

よりも内蔵の問題をとってやったほうが骨格がちゃんとに動く場合もあるし、必要じ

ゃなくなる場合も今はあるんですよね。だから、ある程度内蔵の治療ですよね、この

辺を組み合わせていくと面白いと思いますけど。 

 

柳田：まずは内臓からだというという事ですよね。次も非常にわかりやすいんですけ

れども、やっぱりどうやって体の不調が起きているのかというところなんですけれど

も。こちらですね。 

 

吉村：内臓の位置による身体の不調のメカニズム。 

 

柳田：まずはこちら、腎臓が下垂していく。 

 

長谷：ちょっと一例で先ほど季節絡みですね。季節の変わり目にぎっくり腰が多いっ

ていう話をしたと思うんですけど。 

 

例えば秋とかだとね、水分が出ますよね、夏場に。で、ちょっとそれも段階があっ

て。昼夜暑いから、夜が涼しい朝がすずしい。で徐々に寒くなってく、で、昼も夜も

寒いっていう状態になるじゃないですか。ちょうど中間あたりって朝気温が下がっ

て、昼間暑いじゃないですか。昼間だから腎臓が水分を出すために働くんですけど、

夜なると冷えるので中に水が籠るんですよね。どっちかの腎臓が重くなって下垂する

ことによって腎臓のですね、すぐ近くに大腰筋という筋肉があるんですけどそこが収

縮して、そこが収縮すると上の方で横隔膜の方についているんですよ。なんで横隔膜

を下に引っ張って内蔵全体が下垂しちゃうっていう。 

 

吉村：ちょうとスライドの色分けをご参考にされるとわかりやすいかと思うんですけ

ど。  

 

長谷：そうですね。大腰筋って腰椎についているので、ペターとついているので、腎

臓が下がって大腰筋ぐっと片側が収縮することによって腰椎が湾曲するんですよ。そ

れで無理した段階でパッと動いたりすると、ぎくっといっちゃったりとかするんです

よね。ぎっくり腰のメカニズムってだいたいそれですよね。 

 



  

 

柳田：これはゴッドハンドじゃないとわからない世界です。 

 

長谷：ぎっくり腰の人ってやった時の状況を一生懸命説明してくれるんですけど、も

うほとんど聞かない。 

 

柳田：やっぱり骨の問題だとかそういう筋肉の問題と思いがちですけど、内臓からス

タートしてるんじゃないかと。 

 

長谷：内臓、そうですね。季節の変わり目とかね。だから、それもある程度対応がで

きる体にしておけばそんなにぎっくり腰にならないですかね。 

  

柳田：それ腎臓下垂を戻すとか、しっかり戻せるとかっていうことであれば全部 OKに

なってくると。いや面白いですね。 

 

吉村：こんなに密接に関わり合って。 

  

柳田：しかもですよ、これを知るだけじゃなくて、治療に行くだけじゃなくて自分た

ちでできるっていうのがすごいですよね。 

 

吉村：素晴らしいことですね。 

   

柳田：石﨑さんどうですか。 

 

石﨑：いや、面白いですね、非常に。やっぱり本当に僕も思うんですけどやっぱり体

って常に生まれて、もちろん問題ある方もいるんだけど大体の方はね、そんなに不具

合ないじゃないですか風邪ひくとか一番最後にしちゃうんですよね。けど必ず年を取

って老いて不具合出てくるんでなるべく長持ち、持たせるためには知識として持って

ないと。  

 

吉村：早いうちから知っていたら全然違いますよね。 

  

石﨑：そうですね。だから一番本当、小学校で教えてもいいような話ですね。 

  

柳田：そうですね。ということでたっぷりと届けしてきましたけれども。次、一枚飛

ばしますね。ということで、これからの現代人に必須のスキルとして、こちら。 

 

吉村：Health Intelligence Quotient。 



  

 

 

柳田：言えてましたね。 

 

吉村：HQですね。さっき練習したんですけど。 

 

柳田：知性 IQ と心 EQと知能指数に続く我々第 3の知能ということで、ヘルスインテ

リジェンスクォーションですね。健康の知能指数ということを提唱してこの健康プロ

ジェクトやっていきたいと思いますが非常にこれ我々もちょっと面白くて、わくわく

してきましたね。 

 

長谷：楽しみですよね。 

 

柳田：楽しみですね。ということで、ちょっと冒頭でお伝えしたんですけれども、こ

れ多分今日見た方って直接長谷さんから聞いてみたい、学びたいという方いらっしゃ

ると思うので、吉村さんこちら。 

 

吉村：そんな皆さんのために体験プレセミナー「健康師」養成プログラム説明会です

ね。実際に体験してそしてプログラムの説明をする機会をこの日程で儲けました。 

 

柳田：これはプレセミナープラス健康師この夏から始まる養成プログラムが先行募集

も兼ねてね、説明会もやりますけれども、7月 23、24、25、27、昼夜、昼夜、昼の

み、中途半端な感じですけど 11時-14時ということで、長谷先生の子どもと遊ぶ時間

を抜いた時間で。 

 

吉村：そうですね。ファミリーと過ごす時間を少し分けていただいて、皆さんと直接

会ってお話聞ける機会を作りました。各会 100名受け入れられるような形で開きたい

と思います。 

 

柳田：しかもこれ今なら参加費 1万円のところ 3000円ということで。 

 

吉村：ぜひたくさんの方にお越しいただきたいなと思っています。 

 

柳田：ぜひ昼の部とかは、主婦の方も来れると思いますし、ぜひ来ていただきたいと

思います。 

 

吉村：お待ちしております。 

 



  

 

柳田：そして第 1回ですねこちら、第 1話をご覧いただいてコメントですねぜひ寄せ

ていただきたいと思います。長谷さんも石﨑さんもね、コメントお待ちしていると思

いますので何かしら良いコメントだけを送って頂ければなと思います。コメントいた

だいた方にはこちらですかね。 

 

吉村：コメント特典といたしまして 7つのセルフケア実践フローチャート、こちらを

コメント頂いた方にプレゼントしたいと思います。 

 

柳田：これは欲しいですね。是非ね。 

 

吉村：気になりますね。 

 

柳田：実際にこれは長谷先生のところのセミナーで、セルフケアの、やっているやつ

ですね。 

 

長谷：そうですね。 

 

吉村：私は便秘が気になりますね。 

 

柳田：いろいろありますもんね。こちらを差し上げます。これコメントは、いいコメ

ントと言いましたけど、もうちょっと具体的なコメントもいただきたいと。 

 

吉村：そうですね。ぜひですね、長谷先生どんな質問でもすぐ答えてくださるので、

説明会せっかく行いますので説明会でこんなことを聞いてみたいっていうことや日ご

ろ気になっていることもコメントとしていただければとても嬉しいです。 

 

柳田：そうですね。そしてコメントそれを頂いた方にこちらを差し上げるということ

になります。そしてもう一つなんですけれども、先ほど申し上げたようにこの夏から

健康師のですね、養成講座始まりますけれどもこちらの募集というのは優先的にセミ

ナーに来られた方優先でやっていくんですが、そうじゃない方、どうしても来れない

方もですね、セミナーに来れない方にはこちら。 

 

吉村：通常募集よりも早く申し込める優先案内枠もご用意しています。ご興味のある

方は Webの通常募集より少し早くお申し込みいただける優先案内枠に是非ご登録をお

願いいたします。 

 



  

 

柳田：これはメールアドレスだけで大丈夫だと思いますし、ちょっとこれわかりづら

い方も実際のウェブサイトを見ていただくと詳しく書いていますのでご覧ください。

ということでいよいよ、1回目凄い濃かったんですが。 

 

吉村：ありがとうございます。凄いボリュームでした。 

 

柳田：第 2話ということで、こちらですね、テーマ。 

 

吉村：第 2話は内臓を整えればあらゆる問題が自然治癒する。 

 

柳田：ということで内蔵をテーマにお話ししてきましたけどより具体的にそれぞれの

臓器について長谷さんによる解説、さらには長谷メソッドもセルフケアも教えていた

だけるという第 2話ですね。ぜひ次回も見て頂きたいと思います。ということで、第

1話終了にあたって石﨑さん一言まとめお願いします。 

 

石﨑：飲みの席で語り合った事がこのように多くの人たちですね、お届けできてうれ

しく思います。本当にいろんな、こういった講座あるとは思うんですけれど、本当に

一番根源となる、根幹となるのは体、ベースですね、体が人生のベースだと思うんで

ね、ここをぜひね、抑えにかかっていただけるといいかなと思います。若い方も是非

20代 30代の方も是非ね、勉強していただきたいなと思います。 

 

柳田：ありがとうございます。それでは長谷さん最後一言お願い致します。 

 

長谷：石﨑さん言ってくださったんですけど、20代 30代ね、昔は長嶋さんがいって

いたんですけどやっぱり 30代で活躍するには野球選手の場合はね 20代の過ごし方、

特に後半の過ごし方が大事になるって言っていたんですけど。 

 

今 60代ね、郷ひろみとかね、あの辺が活躍しているのはやっぱり 40代 50代、もっと

その前から結構ケアしていたから活躍できるんですよね。できれば年配の方もそうで

すけど、若い方もね積極的に参加して私なんか、19歳の時から同じサプリメント毎日

ずっと飲んでいますので、19の時からそういうのに興味あったんですね。で、今があ

りますので、ちょっと早いうちで若い方も遠慮なく参加していただければいいと思い

ます。 

 

石﨑：早いほうがいいですもんね。我々、同窓会出るとみんなえらいことになってい

ます。 

 



  

 

長谷：浮きますね。 

 

石﨑：何で老けてないのみたいな。 

 

吉村：お二人お若いから。 

 

長谷：デブ、ハゲが当たり前ですからね。 

 

石﨑：大変なことになっていますもんね。多くの友達たちが。 

 

長谷：大変ですよ。本当の勝ち組、だから、これからどんどん差が出てきますよ。60

代 70代 80代で同窓会行って勝ち組、負け組が。 

 

柳田：加速しそうですよね。でもそれやっぱり見た目だけじゃなくて、見た目作るの

は中身、内臓だと思いますので、本当若い方もぜひ、3000円でね、セミナーをやって

います。まずぜひ来ていただいて、体験していただきたいと思います。それではまた

第 2回でお会いしましょう。皆さんありがとうございました。 

 

4人：ありがとうございました。  

 

 

  



  

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。  

セッションをご覧いただいたら、一言でも結構ですのでコメントをお教えください。  

 

 

 

 

 

 

健康について日頃、気になっていることや、 

長谷先生やお弟子さんたちに質問したいことなどを 

コメントしてください。 

 

コメントを頂いた方には、その行動に感謝して特典を用意しております。 

 

コメントいただいた方には、 

『７つのセルフケア実践フローチャート』 

をプレゼントいたします。 

 

こちらは、長谷先生監修のもと、 

手順に従うことにより症状の改善が見込まれる 

セルフケア実践方法が書かれている資料（PDF）になります。 

 

風邪、花粉症、偏頭痛、便秘、下痢、生理痛、生理不順 

 

上記７つの症状に対して、ご自身でケア出来る方法です！ 

 

ぜひ、コメントをしてお受け取り下さい。 

 

★コメント、コメント特典のご請求はこちらから★  

→ https://the-hq.jp/session/ncikawruy/#coment 
 

https://the-hq.jp/session/ncikawruy/#coment

