
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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羽生結弦です。 

 

吉村：アシスタントの吉村かおりです。 

 

柳田：苦笑されましたけれど。そして、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、盟友のアンバサダーの石崎さんはどちらに。 

 

長谷：今、名古屋に帰ったところですかね。 

 

柳田：そうですね。セッション 2はちょっとまた健康の旅に出るということで色んな研

究に行かれていますけど、また戻ってくるんじゃないかなと思います。 

 

吉村：アンバサダーまた戻って来ると思います。 

 

長谷：戻ってもらわないと困りますね。 

 

吉村：そうですね。 

 

柳田：ということで、第 2話はこの 3人でお届けしていきますけども、第 1話が凄い



 

 

 

大反響を頂きまして。 

 

吉村：ありがとうございます。嬉しいですね。 

 

柳田：嬉しいですね。あまりに嬉しくて僕ももうネクタイ外しましたけど。 

 

吉村：そうですね。軽やかな感じで。名乗らなくて大丈夫ですか。 

 

柳田：柳田厚志です。 

 

吉村：よろしくお願いします。 

 

柳田：よろしくお願いします。長谷さんどうですか。1回目でも確かに素晴らしい話だ

ったし、多くの人に響いたと思うんですけれども、どうですかね。 

 

長谷：そうですね。やっぱりこれからもうちょっと細かい詳細なとこをね、詰めていく

んですけれど、やっぱりまず興味を持ってもらう。内臓に興味というか健康に興味を持

ってもらう。 

で、自分の周りの人間、あと自分と。治療している人だったら、その患者さんと、より

末端の人間が健康になって頂ければいいかなと思いますよね。 

 

柳田：そうですね。やっぱりこれだけの反響あるっていうことはね、みんなやっぱり健

康について興味はあったけれどどうしていいか分からなかったっていう方も沢山ね、い

らっしゃると思うんですけれども、ぜひこの健康師。まずは無料でしっかりとご覧頂い

て必要な方はぜひ本講座にも来て頂きたいと思います。 

ということで第 2回目なんですけど、ちょっとこちらのスライドですね。HQというこ

とで、HQももう馴染んできましたね。 

 

吉村：嬉しいです。 

 

柳田：これは何の略でしょうか。 

 

吉村：ヘルスインテリジェンス…。もう 1回。 

 

柳田：何の略でしょうか。 

 

吉村：Health Intelligence Quotient（ヘルスインテリジェンスクォーション）  



 

 

 

 

柳田：あっていますか、これ。 

 

長谷：あっていると思いますけどね。 

 

柳田：あっていますか。 

 

長谷：あっています。(ピンポーン)。 

 

吉村：ドキドキしました。ありがとうございます。 

 

柳田：ちょっと間が空きましたけれど。 

 

長谷：ちょっと本番前に素振りを忘れていました。 

 

柳田：やっぱ何事も現場が大事ですね。ということで、こちらまず吉村さん、体験セミ

ナーから。 

 

吉村：体験プレセミナー健康師養成プログラム説明会。 

実際に長谷先生のお話しを直接聞いて頂ける機会を作りました。日程、この 4日程。 

それから時間も、入れさせて頂いております。お昼の時間帯がいい方、夕方夜の時間帯

がいい方、どちらも受けて頂けるようにご用意しております。 

 

柳田：各回 100名限定で参加費はなんと。 

 

吉村：3000円。 

 

柳田：女性だけ。 

 

吉村：いや、皆さん 3000円で来て頂けます。 

ぜひですね、本当に若い方にもっていう話、1話目でもあったと思うんですけど 

沢山の方に来て頂ければと思います。 

 

柳田：あと、これちょっとね、事前に収録してる関係上もう既に埋まってる会場も沢山

あるとは思うので最新の情報はぜひウェブをご覧頂きたいと思います。 

ということで第 2話いってみましょうか。よろしくお願いします。 

 



 

 

 

吉村：お願いします。 

 

柳田：まず、第 2話のテーマこちらです。 

 

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：ということで内臓が第 1話のテーマでも出てきましたけれども、こちらを整えれ

ば自然治癒していくよということで、具体的な内臓の仕組み。 

そして長谷さんなりの解説ですね。さらには後半ではですね、 

これ皆さん、誰もが身につけるべき長谷メソッドセルフケアというのも。 

 

吉村：聞いてみたいですね。 

 

柳田：教えて頂けると。ゴッドハンドがついに出ると。 

 

吉村：ゴッドハンド。 

 

柳田：これ、ちょっと言ったか分かりませんけれども、あれですよ。 

2日半のセミナーに治療家の皆さん 300万払ってるんですよ。 

 

吉村：そうなんですよ。治療家の皆さん、2日半 300万のセミナー大人気。 

 

柳田：それを無料でセルフケアの 1つを教えて下さると。 

 

吉村：そうですね。一部をぜひお届けしたいと思います。 

 

柳田：いいんですか。 

 

長谷：(ピンポーン)。 

 

柳田：良かったです。 

 

吉村：よろしくお願いします。 

 

柳田：ありがとうございます。ということで、まずはね、恒例の長谷語録いってみたい

と思うんですけれども、こちらです。 

 



 

 

 

吉村：長谷語録。どんな治療も、どんな薬も、体に治る力がなければ効きません。 

 

柳田：これ素晴らしいですね。 

 

長谷：これもちょっと分かりにくいかと思うんですけど。 

例えばね、アトピーの患者さん、大人の方も結構来てたんですけど、薬ですよね。ステ

ロイドとかやって効かなくなったからやめちゃったっていう人が結構多いんですよ。 

あと、やめちゃったか自然療法。サプリメントとかそういうものにしたっていう人が多

いんですけど、実はその考え方ちょっと危険で。例えばね、薬を凄い量飲んでいるんだ

ったら、効かなくなったら、まず薬が効く体にしなきゃいけないんですよ。最初に。 

 

吉村：薬の効力がなくなっちゃったような気がしちゃうんですけど。 

 

長谷：そうですね。体の状態良くなってくれば効くようになってきますので。例えば頭

痛もそうですよね。どんどん強い頭痛薬になってく。で、効かないからやめちゃった。

でももの凄い具合悪くなったっていう人も多いですけど。 

 

まず効く体にして、それから例えば病院に行っているんだったらお医者さんと相談して

少し弱くしたりとか、ステロイドを非ステロイドにしたりとかして徐々に徐々に離して

いって、サプリメントとかね、民間療法とか自然療法の方に切り替えていくのが理想な

んですよね。 

 

まずだから健康師の方は、効く体にする。薬を効く体にする。そうすれば当然食べ物と

かね、サプリメントとかそういうものも栄養の吸収度合いが変わってきますので、まず

はそっちを目指してもらいたいなと。 

 

柳田：なるほどですね。効く体、治る力がないと、ということなんですけど、そのため

のベースが内臓の位置を調整する、整えるということですか。 

 

長谷：そうですね。治る力っていうか免疫も全部そうですけど、やっぱり人間ですので

栄養を取らなきゃそういうものが出てこないんですよ。その栄養をちゃんと取って、そ

れを消化して吸収できて排泄できる体がいわゆる健康な体ということになりますので。 

 

柳田：ですね。前回の語録でもやっぱり病気等をね、体の不調は自己責任と心得よ。み

たいなところあったと思うんですけど、今回もやっぱり、ある意味同じというか。 

やっぱりどんなに優れた治療を受けたとしても、どんな薬飲んでも体側に自分達側にし

っかりとした力がないとダメですよということですね。 



 

 

 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：ということなので、健康師の皆さん、まずは自分の体、良くして頂きたいですね。 

 

吉村：ご自身の体の状態を良くしていきたいですね。 

 

柳田：ということで、そのためにもやっぱり僕等も知識がないといけないということで、

今回内臓について。 

名前はみんな知っているけれども、どういうメカニズムで何に影響を及ぼしているのか

とかっていうのも分からない人も沢山いると思うので、その辺りを教えて頂きたいと思

います。 

 

吉村：Chapter1です。内臓を整えれば、あらゆる症状が改善される。 

 

柳田：ということで、このエデビンスじゃないんですけれども長谷さんの今まで臨床で

見てきた中でやっぱりこういう前回もお伝えしましたけれども、こういったメカニズム

で体の不調というのは起きているよということですよね。 

 

長谷：そうですね。あとでそれぞれのね、臓器に対して解説というかアプローチするん

ですけど、やっぱ繋がっていますので人間の体って。 

1個の云々っていうのも基本としての考え方は必要なんですけど、あくまでもベースに

あるのは全て繋がっているものだというのをやっぱり認識して頂きたいですよね。 

 

柳田：なるほどですね。これ特に臓器の中でも腎臓がここ出てますけど、腎臓だけが大

事っていうわけでもない。 

 

長谷：ではないですよね。やっぱり、例えば腎臓だと水分。血液をろ過しておしっこを

作るところなんですけど。血液を出しているのは当然心臓になりますし、それを調整し

ているのは、腎臓といわゆる肝臓とかでやってますので。体液の調整っていうのは。 

そういった腎臓だけやっても、本当にぎっくり腰でね、どうしようもないっていう人は

腎臓だけやるっていう人もいるんですけど、基本的には全体を見て腎臓に反応がなけれ

ば腎臓はやらないですよね、我々は。 

 

柳田：腎臓に反応があるかないかとかも分かってくるということなんですね。 

 

長谷：そうですね。 



 

 

 

 

吉村：面白いですね。一口に健康っていうと漠然としているんですけど、今みたいに切

り取ってお話し頂いて、繋がりを教えて頂くだけでも何となく今まで思ってきたイメー

ジと変わるなと思って聞いております。 

 

柳田：逆に言うとやっぱどこかが足を引っ張ると全部に影響がでてくるっていうことで

すよね。 

 

長谷：そうですね。だから元々弱い臓器ってあると思うんですよ。人間。当然全部が

100％だと一気に全部が沈んじゃう人もいるので、ちゃんとバランスをとってですよね。 

例えば心臓が弱い人は心臓が弱い、病院に行く。で、病院に行きながら他のところのや

つも見つかるとか、そういう必ず弱い部分がありますので、その弱い部分を 100にす

る必要はないんですよね。 

例えば、ただ 80の臓器が例えば 50に落ちたとか 40に落ちたとかいう場合は他のもの

に影響を与えてきますので、それを 100に上げる必要はないんだけど、60とか 70ぐら

いには上げなきゃいけないと。 

 

柳田：なるほどですね。っていうことで、そういう繋がりもね、意識しながら聞いてい

きたいんですけど、まずはこちらの臓器からです。 

 

吉村：では、まず気管支からお願いします。 

 

長谷：気管支ですね。一般的なね、症状とかね、そういうものはネットで調べれば分か

ると思うんですけど、気管支っていわゆる喘息のイメージがあるんですけど、ネットに

載っている話をあんまりしても意味ないんでちょっと別に話をすると、喘息って子供が

多いじゃないですか。子供が多いので、なんで多いかっていうと胸郭ですね、ここの幅

を赤ちゃんの治療のとき見るんですけど、ここが狭いというか幅が狭い人。正面から見

て幅が狭い人、あと厚さですよね、横から見た厚さが薄い子は結構喘息になりやすいの

で小っちゃい頃からそういうのを視野に入れて治療しているんですよね。 

 

柳田：僕は実は小児喘息だったんですけど、今は治りましたけど。 

 

長谷：大人になるとね、広がりますからね。 

 

吉村：だから小さいとき喘息だったっていう方。私も少し持ってるんですけど。 

 

長谷：アレルギーとの関係もあるんですけど。ただ、ずっと喘息の人いるじゃないです



 

 

 

か。小学校でも中学でも。そういう子を防ぐために、なるべく小っちゃい頃からここを

広げるような感じの治療をするんですよね。 

それもですね、結局ここに横隔膜っていう膜がありますので。腎臓のところでちょっと

触れたんですけど、そこがやっぱり硬くなったりとか動きが制限されたりすると気管支

喘息とか気管支の問題が起きやすいので。 

だから気管支だけじゃなくてね、例えば横隔膜とか肺とかその辺の問題と絡めて施術を

する場合が多いですよね。 

 

柳田：もちろん具体的なスキルとかは本講座でってなると思うんですけども、何か今出

来る、気管支を正しく活動させる機能させるためにできることとかあるんですか。簡単

なことで。 

 

長谷：一番多分分かりやすいのは、本当にそこの臓器を少し手をあてる。手当てをする。

基本的にうちの施術、全部手をあてるので、『手当て』なんですよ。まずそこが基本に

なりますので。 

 

痛いところ、ぶつけたところ手でさするじゃないですか。あの感覚で手をあてて、あて

るだけじゃなくてちょっと意識をして、この手で気管支のところを意識して、その気管

支の内臓を感じるような形ですね。何回か深呼吸すると意外と咳が酷かった人とか、さ

きほどの話もそうだけど咳止めを飲んでも効かないっていう人がこれやったら咳止め

飲んで夜眠れるようになったとか、そういう方もいらっしゃいますので。 

 

柳田：そうすると、その臓器のところに手をあてて意識してあげる。で、深呼吸をする。

それだけでも全然違ってくると。 

 

長谷：そうですね。一番簡単なのは多分そのやり方でしょうね。 

 

柳田：なるほどですね。ぜひやってみて頂いて。本当に喘息とかね、小児喘息とか夜に

なると辛いですからね。 

 

吉村：辛いですよね。 

 

柳田：確かにそういうときは手当てというかね、母親がさすってくれたりとかありまし

たよね、やっぱり。 

 

長谷：子供がね、喘息の場合とかは何もしないで見ているよりは、手をあてて。 

 



 

 

 

吉村：無意識にやったりしますよね。 

 

長谷：そうですね。治れ治れって念じるというか、思うだけで変わってきますね。楽に

なる子もいますのでね。 

 

吉村：面白い。 

 

柳田：続いてこちらです。 

 

吉村：続いては心臓について伺いたいと思います。 

 

長谷：心臓、心臓って当然血液をポンプして送るところですので、常に重要な臓器にな

ります。症状はですね、意外と心臓が痛いって人いないんですよ、あんまり。心臓病と

か前段階で。 

 

あと、突然死は結構毛細血管が切れてなる人が多いので、例えば格闘技とかね、サッカ

ーとかそういう激しい運動をやって怪我が多い人はなる傾向が結構多いので、30代後

半から 40代、50代の人はちょっと注意した方がいいと思いますよね。 

その場合は、うちで勧めているのは、体液があまり悪くならないようなサプリメントを

飲んだりとかすることを勧めていますね。 

 

心臓の場合はですね、先ほど言ったように心臓が痛いっていう人殆どいないんですよ。

聞いたことないですよね、心臓が痛いって。子供の頃心臓が痛いとかってたまにあると

思う、それは成長の分類なので。 

 

吉村：そうなんですね。 

 

柳田：あとは恋の悩みとかぐらいですか。 

 

吉村：センチメンタルな感じの、心が。 

 

長谷：先週も恋の悩みでね、心臓が痛いって言っていましたもんね。 

 

柳田：ここカットでね。これもやっぱあるんですか、セルフケア的な、心臓は。 

 

長谷：心臓って結構面白いのはですね、左側にあるじゃないですか。左目とか左のここ

の頬とか、ここ意外と心臓の問題が結構多いんですよ。現象的に。 



 

 

 

あとは肩甲骨、左の肩甲骨が痛いとか、そういう人って意外と心臓の症状が多いので。 

最初はなかなか治療家ではないので検査で背骨診てとかっていう、できないので、そう

いった症状で確率的にこうかなっていうので始めてもらうのが一番いいと思うんです

よ。 

 

心臓は、結構左手ですね、左手が硬くなったりすると心臓に負担がかかっている証拠に

なるんですね。もしくは左手がこわばるというか、色々な筋肉とか関節が硬くなること

によって心臓の問題が出ますので、左手の治療をした方がいいですね。 

一番簡単なのは自分でやる場合は、ここを揉むことです。左腕のこの辺を揉むことです

ね。 

（左腕の肘関節～前腕部を重点的にマッサージすると腕・心臓への負担がやわらぐ） 

 

これ実践編だと、もうちょっと細かいところまでやりますけど、やっぱ硬いんですよね。

関節が硬い、ここ回したりしてみる、肩も硬い、左腕全体が硬いっていう人が多いので

一番簡単なのは左腕のここですね。特にこの辺を。 

 

吉村：痛いとかなると良くなかったりするんですか。 

 

長谷：痛い場合は自分でマッサージしてほぐした方がいいでしょうね。 

 

柳田：ここの問題がここに表れている。 

 

長谷：そうですね。逆もありますね。左手が硬くなって、こっちに負担がかかっている

場合もあります。 

 

吉村：繋がっているから。 

 

柳田：なるほどですね。 

 

吉村：面白い。 

 

柳田：パソコンやるとかもね、結構あるかもしれないし。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：なるほど、なるほど。これも手当てもしてもいいんですか、心臓。 

 



 

 

 

長谷：そうですね。一番簡単なのが手当て。心臓は分かりやすいんでね。ドクドク音が

するんで、そこで一番気になるとこですね。手をあてて。 

 

柳田：確かにこれだと効きそうですね。 

 

長谷：そうですね。心臓一番分かりやすいですよね。心臓とか肝臓ですか、この辺がや

っぱり一番分かりやすいですね。 

 

柳田：これは臨床の経験からも実質的に力を持つんだってことが分かっているわけです

ね、長谷さんとしても。 

 

長谷：そうですね。心臓の問題。先ほど言った横隔膜が下がると心臓結構くっついてい

るので一緒に下がっちゃうんですね。心臓が下に下がるので本来持っている能力が発揮

できなくて、いわゆるむくみの原因とかにもなりますし。 

 

柳田：ちょっと話変わるんですけど、よく僕らも、僕も結構今アスリートばりに羽生結

弦君ばりにやっていると、やっぱり重力で全体的に下に下がるとよく言われると思うん

ですけど、逆立ちとかってすると臓器が上にガっといくじゃないですか。全部血も上り

ますけれども。結構ああいうことも時々やるのもいいんですかね。 

 

長谷：逆立ちはやってもいいと思いますよね。ただ、あまりいつでもどこでも出来る。

いきなり逆立ちし始めたらヨガでもやっている人かなと思っちゃう感じじゃないです

かね。 

 

柳田：壁に向かってみたいな。 

 

長谷：そうですね。あとは食後で。人間の体ってご飯食べて重力に順応して進化して内

臓ができているので逆立ちしちゃうと逆になるじゃないですか。重力が逆にかかるので

食後何時間とかはやらない方がいいっていうのもありますし。 

逆立ちがもの凄い好きで好きでしょうがなかったら別にやってもいいってふうなんで

すけど、やった方がいいですか、やらない方がいいですかって聞かれたら、別にやらな

い方がいいと思います。 

 

柳田：変わった僕のようなね、人がいるかもしれません。 

 

吉村：そうですね。なるほど。 

 



 

 

 

長谷：刺激にはなりますよね。たまにやるのには。 

 

柳田：続いていきましょう。 

 

吉村：今もちょっとお話しに出てきたんですが、続いては肝臓についてお願いしたいと

思います。 

 

柳田：なぜか心臓が光ってますけどね。 

 

吉村：肝臓の話ですね。 

 

長谷：目印になると思います。今度右側ですね。今度は心臓に比べて右手ですね。 

 

柳田：なるほど。 

 

長谷：症状的には黄疸とかね、そういうのはあるんですけど、もう触って硬いですよね。

肝臓悪い人って。 

意外とお酒飲む人、石崎さんなんかはあんま硬くないと思うんですよ。お酒強い人って

肝臓が強いんで。 

 

柳田：アンバサダー今いないですが。 

 

長谷：いないですけど、一番やっぱり硬い人は、アレルギーの人とか、あとストレスが

かかっている人とか、そういう人が多いですよね。 

お酒もですね、良い仲間と美味しく飲むお酒と、あと上司に連れられて上司の愚痴を聞

きながら飲む酒だと全然次の日の肝臓の多分硬さ違うと思います。 

 

吉村：じゃあストレスも敏感に出る。 

 

柳田：確かに酔うときと酔わないときありますよね。 

 

長谷：そうですよね。 

 

柳田：緊張して飲むときとか接待だとか。 

 

長谷：量じゃないんですよね。 

 



 

 

 

吉村：そうなんですか。 

 

長谷：量も関係あるんですけど、気分とかそういうものですよね。そのときの体調もあ

るんですけど。 

できればだからお酒好きな人はね、やっぱり美味しいお酒を飲んでもらいたいんで肝臓

悪くなってからじゃなくてね、肝臓って結構毎日やってもいい臓器なんですよ、唯一。 

 

柳田：毎日治療を。 

 

長谷：セルフケアやっても。これもやっぱり一番分かりやすいのは直接手をあてる。 

このみぞおちですか。みぞおちからこう肋骨がありますんで、ちょうど右のこの辺です

ね。肋骨の境目からちょっと上に上がってって、また戻って下にいって、この 3点ぐら

いで一番硬いとこですね。 

私だったら、一番下が今日硬いんですけど、ここに手をあてて手を押してみて爪が白く

なるぐらいの圧ですね。で、しばらく保持、1、2分やって最後 3回ぐらい深呼吸して

ゆっくり戻すって感じですね。 

 

柳田：これも効きますね。 

 

吉村：わりと強く押すイメージですかね。爪が白くなるって。 

 

長谷：そうですね。結構スクールの練習とかだとかなり強く押しているんですけど、か

なり強く押しても面白がって痛がったりとかはしているんですけど、全然副作用もなし

で。 

これはだから一番分かりやすいかもしれないですね。 

 

柳田：普段やらないから喜んでる体が。 

 

吉村：意識を向けるだけでも全然違う。 

 

長谷：飲む前とかね。 

 

柳田：そうですね。ウコンよりも手当てをしろみたいなね。 

 

吉村：いいですね。 

 

長谷：先に手当てをして飲んで、飲んだ後にウコンがいいんじゃないですか。 



 

 

 

 

吉村：面白いですね。 

 

柳田：結構大きいんですか、肝臓。 

 

長谷：肝臓大きいですね。大きいし結構丈夫っていうか再生能力が強いんで。 

例えば手術で半分とっても 1年で元の大きさに戻る。 

 

吉村：そうなんですね。 

 

長谷：胆管の病気とかだと肝臓結構とっちゃって。でも 1年ぐらいで元の大きさに戻る

んですよね。仕事が一番多い臓器なんで。 

 

柳田：ケアしてあげる必要があるということで。毎日やってもいいということで。 

 

長谷：そうですね。 

 

吉村：面白い。 

 

柳田：続いていきましょう。 

 

吉村：続いては胃の部分を聞いてみたいと思います。 

 

長谷：胃もですね、今度は、先ほどは心臓をやりましたけど、心臓があって心臓の、ち

ょっと下ですね。ちょっと下になるんですけど、ここに心臓があってちょうど横隔膜の

ここのちょっと下ぐらいですね。この辺ですね、後ろに膵臓があるんですけど。 

 

胃をガンとかの手術でとったとか、胃下垂の人とかはどうするんですかっていう質問あ

るんですけど、あんまり気にしないでいいです。一般的な胃の場所で大丈夫ですね。内

臓とっていても全然問題ないんで。 

 

胃下垂の場合は気になるんだったら両方やった方がいいですよね。下垂している胃の部

分と本来あるべき胃の部分ですね。 

 

体は正常な胃の部分を認識しているので、例えば先ほど言ったとった人とか。例えば胆

嚢ない人とかいるじゃないですか。胆嚢で反応していますね。胆嚢とったんですけどと

かっていう。別に関係ないんですよ。体はその部分認識しているので。 



 

 

 

 

胃もですね、当然ちょっと左側に位置する臓器なんでやっぱり左側の症状が出やすいで

すね。胃もね、結構反射点多いんですけど、一番簡単なのはですね、先ほど恐らく心臓

の場合この辺やったと思うんですけど、ちょっと近位、ちょうどこの肘の辺りですね。

（肘の付け根あたり）この辺を押してくとちょっと痛い部分がありますので、ここをち

ょっと押してやると少しこっちにビリビリくるというか緩んでくるんですよ。 

 

吉村：反射点ていうのはこれですか。 

 

長谷：反射点ですね。そうですね。これもね、その日の体調によって結構決まる、変わ

ってくるんですけど、ちょっと痛いとこですね。この辺をちょっとこうやって、そうす

ると手が動きやすくなるので心臓も含めた左側の臓器の問題ですよね。が、わりとパッ

ととりやすいです。 

 

吉村：こんなにここら辺に注目したの初めてですね。 

 

柳田：これは胃を押しているっていうか、胃にもいいってことですか。 

 

長谷：そうですね。これやった後に胃を押さえてやるといいですよね。 

横隔膜が下がるので胃を圧迫するんですよ。なんで、胃を直接押すというよりは胃のち

ょっと上ぐらい。ちょうどこの肋骨がこうあって、肋骨のこのへりのとこですね、この

へりのところに手をあてて、胃はもうちょっと下、胃よりちょっと上ですね。手半分ぐ

らい上を押して上の方に肋骨を持ち上げます。 

 

そうすると胃の負担が減るので、この押し上げた状態のまま暫くキープして、30秒ぐ

らいですかね。3回ぐらい深呼吸して、これもゆっくり戻す。 

胃の負担を減らすようなセルフケアの治療なんですけど、体にこっちですよっていうの

を覚えさせるようなイメージでやるといいと思いますよ。 

 

柳田：なるほど。内臓との対話。 

 

吉村：本当ですね。 

 

柳田：神と対話してる場合じゃない。内臓と対話。 

 

長谷：まず内臓ですね。まず自分と対話。 

 



 

 

 

吉村：いいですね。なんかそういうメソッドとかもあるじゃないですか。自分と対話す

る瞑想であるとか。それよりももっとダイレクトに。 

 

長谷：そうですね。自分の内臓になんでダイレクトに響きますよね。 

 

柳田：そうですね。 

 

吉村：面白い。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

長谷：次いきましょうか。 

 

吉村：続いて膵臓、お願いしたいと思います。 

 

長谷：膵臓も場所的にはちょっと先ほどの胃のちょうど裏側にあるんですけど。症状と

してはですね、鬱っぽい症状とか膵臓が関連しているんですよ。 

その膵臓と脳と、あと頬骨ですよね、ここの頬の骨。これが関連しているので。 

 

だから、よく胡散臭い小顔矯正でここゴリゴリやられて鬱っぽくなっちゃった人なんか

は頭蓋骨の治療もしなきゃいけないんですけど、まず膵臓の問題ですね。膵臓の問題を

とるような治療をしています。 

 

柳田：なんでそういう鬱っぽくなるんですか、関連するんですかね。 

 

長谷：鬱っぽくなるのは膵臓ってホルモンとの関連もあるんですけど、体の中心じゃな

いですか。字が水みたいなイメージあるんですけど、元々の語源が水が一杯出ているん

ですよね。膵臓の膵っていうのは泉のように水が湧き出るっていう感じなんで。そこか

ら派生しているんですね。いわゆる体の中心にある線なんで感情とかその辺に影響を与

えやすいんですよね。 

 

これも科学的な根拠はないんですけど、実際臨床では膵臓とかに問題がある人はもう間

違いなく不安定な人が多いんで。不安定な人をやってくと結局膵臓の問題が出てくる場

合が多いんですよ。だからガンなんかでも見つけにくいっていうじゃないですか。見つ

けにくいんで、それだけ隠れやすいんですよね。 

 

いわゆる症状的に鬱っぽいとか、ちょっと日によって不安定になるとか、あと例えば梅



 

 

 

雨時ですよね。梅雨時、鬱っぽくなるのが気候の関係もあるんですけど、体の中に水分

が溜まって処理できない場合とかは鬱っぽくなるんですよ。 

 

柳田：なるほどですね。 

 

長谷：膵臓の場合は基本的には症状的には鬱っぽいのが多いんですけど、直接コンタク

トすると胃がやっぱあるので。本当に上級者でスクールとかやっている場合は胃を介し

てその下の膵臓にちゃんとコンタクトしたりとかできるんですけど、直接あんまり触れ

ない臓器なんでこの場合は反射点を使ったりしますね。 

反射点は一番簡単なのはこの辺の母指球ですかね。左の母指球。この辺をちょっとグリ

グリしてもらうとちょっと痛いところがあるんですよ、角度によって。 

 

吉村：痛そう。痛そう。 

 

長谷：そこをゴリゴリしてもらって。 

 

吉村：痛いから悪いってことではないんですか。 

 

長谷：あんまり良くはないですよね。 

 

吉村：あんまり良くはない。 

 

長谷：で、先ほどの胃を触っているんですけど、胃を介して膵臓の方にもうちょっとテ

ンションっていうか圧をかけて押してもらってもう 1回さっきの痛かったところを触

ると少し緩んでる場合があるんですよ。そうするとちゃんと膵臓にコンタクトしている

っていうことなんで。 

 

柳田：なるほど。 

 

吉村：反射点っていいですね、そういう風に考えると。 

 

長谷：そうですね。直接だから内臓とか、お腹触られるの嫌だとかっていう場合とかも

あるんですよね。施術していると。そういう場合は反射点でやったりとか、別の問題で、

別のところにコンタクトしてやるっていう場合もあります。 

これもだから結構症状的に鬱もそうなんですけど、左の肩甲骨ですかね、この辺の真ん

中ぐらいが痛いとか、そういう場合は膵臓の場合が多いんで。 

 



 

 

 

柳田：その痛みとかもやっぱり筋トレで痛いんじゃない可能性もあるってことですね。

体が痛いと全部筋肉かなと思ったり。 

 

吉村：鍛えてらっしゃるからね。 

 

長谷：ちなみにうちの母親、胆石で胆嚢をとったんですよ。手術でとって胆嚢と膵臓っ

て結構関連しているので体が反応していたんですよね。左の背中が痛いって、先ほど言

ったところがずっと痛いって言っていて、病院に行ってMRIとか全て検査したけど異

常なしですって言われて、私が施術においでよとか言って、背骨の膵臓の辺りをコンタ

クトしてやったらすぐ治ったんですよね。 

それから色々聞いてくるようになりましたね、親が。 

 

吉村：体感があったから。そうですよね。面白いですね。 

 

柳田：なるほどですね。凄い。そして次。読めますか。 

 

吉村：平仮名ふって頂きました。脾臓です。脾臓をお願いします。 

 

長谷：脾臓、難しい字ですよね。 

 

柳田：難しいです。 

 

長谷：ただ、五臓六腑の、肝心腎肺脾なんですよ。脾臓も入ってる。 

いわゆる免疫系の内臓でちょうど運動会で長距離走っていてお腹痛くなる、ちょうどあ

の辺って言われていますね、一般的には。だからちょうどこの左の辺りですね。 

 

吉村：痛くなりますよね。 

 

長谷：そうですよね。 

 

吉村：運動不足なんでちょっと走っただけで。 

 

長谷：エネルギー的にはね、宇宙エネルギーが入ってくるところだったりするんですけ

ど、内臓の作用としてはいわゆる免疫系になります。 

だからインフルエンザとかね、風邪とかで凄い高熱が出てきたときも炎症しているんで

すよね。 

交通事故とかでね、潰れちゃってとっている人もいるんですけど、それでも免疫系なん



 

 

 

で、腸とか他のところで補ったりしているんですけど、やっぱり脾臓はできれば元気な

方がいいですよね。 

 

脾臓もですね、これもわりと外側の臓器なんで分かりやすいと思います。これもだから

直接コンタクトした方が分かりやすいですね。 

コンタクトの仕方がですね、この左肋骨の下ぐらいからグーっと押してもらって、肝臓

ほど分かりにくいですけど、内臓のセルフケアとか施術もそうなんですけど、結構面が

大きいんでだいたい合ってればそこそこ効果があるんですよ。 

 

吉村：そんなに神経質にしなくても効果がある。 

 

長谷：これ 1ｃｍ違っても全然問題ない。 

 

吉村：ありがたいですね。気にしちゃうじゃないですか。ここかな、ここかなって。 

 

長谷：あと、例えば針とかだと結構ピンポイントじゃないですか。でも我々がやってい

る内臓って面なんで。 

実際セルフケアでやる場合もそんなに気にしないで大丈夫ですね。だいたいこの場所で

あっていて、押す方向が体幹に対してグーッと垂直に押せていれば問題ないです。 

 

柳田：あとは意識してあげるってことですよね。 

 

長谷：そうですね。あと意識ですね。やっぱ人間の体って脳が支配しているので、脳に

そこの部分を意識させるようなイメージでやった方がいいと思います。 

脾臓とか肝臓とかね、治療するっていうと一生懸命その内臓をどうにかしようっていう

風になっちゃうんですけど。 

実際には練習だとそれでもいいんですけど、そうじゃなくてそこの部分に脳が意識を持

てばそれだけで効果はありますので。 

 

柳田：なるほどですね。ありがとうございます。 

 

吉村：ありがとうございます。 

続いてはですね、ここも気になる方多いかと思います。大腸お願いします。 

 

長谷：大腸って長いんですけど、ちょうど今この映像で指されているとこですよね。下

行結腸と横行結腸っていう境目ぐらい。ここに一番問題が起きやすいんですよ。 

いわゆる便通が悪くなるところはここなんで。 



 

 

 

 

吉村：便秘とかはそこなんですね。 

 

長谷：ちょうどそこの部分をコンタクトする。これはですね、体の前の方からちょうど

この写真の辺りですね。胃とかその辺をやったと思うんですけど、若干胃よりも少し外

側ですね。 

ちょうどこの辺が多分胃だったと思うんですけど、ちょっと外側にスライドして。スラ

イドするときも、これもですね、肋骨にそってこういう感じでやってもらって、前方か

ら少しグッと圧を上げてくと、本当にだから便がここに溜まっている人とかはやってる

とゴロゴロ動いてきたりするんですよ。 

これで押したまましばらく保持ですね。押したまましばらく 30秒ぐらい保持して、普

通に呼吸してもらって、最後少し抵抗するような感じで 3、4回深呼吸して、またこれ

もゆっくり手を放して終わりになりますね。 

 

柳田：手当て中に意識はするんですけど、心の中で思う言葉とかそういうのはないんで

すか。 

 

吉村：呪文とか。 

 

長谷：は、ないですね。 

 

柳田：HQ、HQみたいな。 

 

長谷：やってもらってもいいかもしれない。 

 

柳田：大腸ありがとうみたいな。いつもありがとうみたいな。 

 

長谷：意識するんだったら、手をあてているところに例えば血液とか体液ですよね。リ

ンパとかそういう体液が集まってくるようなイメージをするといいですよね。 

 

柳田：なるほどですね。 

 

長谷：凄い便秘の人なんか今回の大腸なんかは押しているときに便が通過するようなイ

メージをした方が効果はありますよね。 

 

柳田：そうすると、あそこの後ろの図で言うと、要はこうなっているところに溜まりや

すいということですか。 



 

 

 

 

長谷：そうです。左の横から下に行くとことですね。ここら辺が一番溜まりやすいので。 

 

柳田：なるほどですね。 

 

吉村：お薬じゃなくてね、こういうセルフケアで解決できるっていうのは凄いいいと思

いますよね。 

 

長谷：そうですね。便秘の女性やっぱ多いですからね。何やってもダメだったっていう

人結構いますので。 

 

吉村：薬のね、粒ばっかり増やしていっちゃってっていうの良くないですよね。 

 

柳田：そういう女性の方はぜひHQに来て下さい。 

 

吉村：ぜひ今のをやって頂ければと思います。 

 

柳田：ということで簡易的ではあるんですけれども。 

 

吉村：面白いですね、沢山聞けて。 

 

柳田：面白いですし、やっぱりそこまで意識してないし、手もあててないし、なんかち

ょっと自分の体を疎かにしていたなと。 

 

吉村：今これだけでも凄く向き合った気がします。 

 

柳田：そうですね。 

 

長谷：これはだから、病気になってからっていうよりは病気にならないようにするため

にやると。 

 

柳田：そうですね。これさっきちょっとありましたけれども、肝臓ですか。肝臓は毎日

やっていいよみたいな、あったと思うんですけど、毎日やったらダメっていうかそうい

うのもあるんですか。他の臓器は。 

 

長谷：毎日やるとね、一生懸命やっちゃう人が多いので、最初のうちはHQと健康師の

方来てもらう場合はある程度ルーティーンを決めて、今日は何々、今日は何々っていう



 

 

 

風な感じでやるといいと思います。この症状にはこうとか。 

 

柳田：なるほど。でもそのぐらいの頻度でも全然いいということで、最初はね。 

 

長谷：そうですね。これ座位でできますので通勤中でもできるんですよ。 

 

柳田：そうですね。座ったままとかで。 

 

長谷：そうですね。座ったままで。 

 

柳田：いや、いいですね。これぜひ皆さんもやって頂いて、その上でコメントとかもね。 

 

吉村：何か感じましたとか。 

 

柳田：頂きたいですね。 

 

吉村：声を聞いてみたいです。 

 

柳田：では次の Chapterいってみましょう。 

 

吉村：Chapter2です。ゴッドハンド長谷澄夫が伝授する一生モノの手技 

 

柳田：かなりすみません、こちらで仰々しいタイトルをつけさせて頂いて。 

 

吉村：そうですね。一生モノ。 

 

柳田：うちのコピーライターが。 

 

吉村：力入っております。 

 

柳田：一生モノの手技ということで。本当に誰でも出来るセルフケアをご紹介頂きたい

なと思うんですけれど、さっきもすでに、かなり。 

 

吉村：もうだいぶ聞きましたね。主要な臓器のところ。 

 

柳田：教えてもらいましたけれども。 

 



 

 

 

長谷：そうですね。一番簡単なのは先ほどやった内臓の肝臓が一番簡単だと思うんです

けど、セルフケアでやる場合はですね、ビフォーアフターがあった方が分かりやすいと

思うので。 

例えば、こう手を上げて上がりにくい場合ですかね。上がりにくい場合はこっち側の内

臓をちょっとやってみると。 

 

吉村：右手のときは。 

 

長谷：右手のときは右側の内臓。左手のときは先ほどやった心臓とか胃とかそういう内

臓ですよね。この辺をやってみると。 

 

柳田：なるほどですね。 

 

長谷：手を動かすときって、ここだけじゃないんですよ、関節。こう動かして色んなと

こが伸びてきて、人間の体って全部がストッキング、色んなところが覆われているよう

な膜になっていますので、その膜を緩めると上がりやすかったりするので。 

 

その辺を目安にしてセルフケアでやってみると、一生モノの手技っていいますけど、第

1話でやったね、100歳まで生きるときに仕事がないっていう場合とかはこういうのも

応用してね。例えば自分は健康になったからセミナーをやるとかサプリメントをやると

か。あと意外と多いのは脱サラして治療家になるって人が多いので。定年の後にやる人

もいますので、そういうベースになっているのはやっぱり自分の健康ですので、定年ま

でセルフケアやって、それを基にして何か仕事に応用するとか。 

 

そうすると我々の仕事の一番のメリットって普通お金もらう方がありがとうございま

したって言うじゃないですか。でもこの我々の仕事ってお金払う方がありがとうござい

ましたって言うんでね。そういう仕事って結構あまり他にはないので、ぜひ身につけて。 

そのベースになるね、考え方とかそういうものも含めて身につけて頂ければいいと思い

ますよね。 

 

柳田：なるほどですね。ありがとうございます。 

最後に誰でもできるセルフケアを教えて頂けるということで、さっきもね既にもう色々

教えてもらいましたけどもこの時期特有の誰でもできるセルフケアということなんで

すけれども、どういったものでしょうか。 

 

長谷：梅雨ですよね、やっぱり。イメージどうですか。 

 



 

 

 

柳田：ジメジメしてるというか。 

 

長谷：そうですね。大気中に水分が多いので体の中に水分が入りやすいんですよね。 

前回やった 3つの能力のうちの排泄能力よりも入ってくる能力が圧倒的に多い。水分が

多いので。排泄系、心臓と肝臓をやればある程度はできるんですけど、やっぱり水分の

排泄っていうことになるとやっぱり腎臓なんですよね。 

 

最後ちょっと腎臓をやりたいと思いますので。腎臓はですね、結構背中なんですよね。 

基本的には後ろなんですけど、前からもアプローチできるんですよ。 

で、立つとおへそがありますよね。おへそのちょうど両側にこういう感じで腎臓があり

ますので、ここの腎臓をですね、結果的に上に上げたいんですよね。 

上に上げたいので上に上げるにはどうすればいいかって、まず横隔膜を上げなきゃいけ

ないんで横隔膜を上げて頂いて。これ座位でも寝て頂いても結構ですので。 

 

柳田：座っていても寝ていても大丈夫。 

 

長谷：そうですね。片一方ずつ手を放して直接右の腎臓にこうやって行くイメージで手

をコンタクトして頂いて、で、意識を上の方に。極端に言うと、こういうイメージで。

上の手と下の手を両方上に上げるイメージで、20、30秒やったら深呼吸して終わり。 

 

柳田：手をあててるときは深呼吸っていうか普通の呼吸でいいんですね。 

 

長谷：これもあくまでも腎臓に手をあてて脳に腎臓の存在を知らせるようなイメージで

すね。 

お子さんにやる場合とかは直接寝てやった方がいいですね。左右やることによって左右

の腎臓の場所が。 

これによって矯正されるというよりは体が腎臓の場所を認識しますので、腎臓の能力が

少し上がって排泄系の能力がアップするっていう話です。 

 

柳田。なるほど。そうすると今は通常よりも多くの水分が体に入ってきていて、それが

入り過ぎて排泄ができないと良くないってことなんですか。 

 

長谷：そうですね。いわゆる、むくんでる状態になりますよね。 

 

吉村：なるほど。 

 

長谷：水分が多いってことは当然体液が多くなるので、当然心臓に負担がかかりますの



 

 

 

で。 

 

柳田：なるほどですね。 

 

吉村：腎臓の位置すら意識したことは。恥ずかしながらどこにあるかもあんまり分かっ

てなかったので。 

 

長谷：普通の人はあんまり意識しないですよね。 

 

吉村：ちょっといいですね、これやって頂いて。 

 

柳田：しかもめちゃくちゃ思ったら、手って温かいんだなというか。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：手なのか臓器が反応しているのか分かりませんけれども温かくなりますよね、こ

の辺りやると。 

 

長谷：そうですね。実際冷たい人でも触って暫くしていると温かくなってきたりとか、

意識をするとね、内臓。 

 

吉村：いいですね。ちょっと今やっただけでも。 

 

柳田：ちょっと大腸が動き出してトイレ行きたい。 

 

吉村：見てらっしゃる方もね、一緒にやって頂いたからちょっと色んな変化が出てきて

るんじゃないかなと。 

 

柳田：健康師これ誰でも必要ですね。 

 

吉村：面白いですね。今日やった内容だけでもね、活かして頂けるんじゃないかなと思

います。 

 

柳田：ありがとうございます。それではですね、セッション 2、第 2話の締めに入りた

いんですけれども、まずこちらもう一度ご紹介します。 

 

吉村：体験プレセミナー。今のようなお話、もっと今日出来なかった部分のですね、お



 

 

 

話等も含めて長谷先生から直接お話頂ける機会を作りました。 

健康師養成プログラム説明会。日程はこの 4日間、時間帯も昼、夜とご用意しておりま

す。 

 

柳田：ですね。これもどんどん埋まっておりますので、最新の情報はぜひウェブを見て

頂きたいんですけれども。こちらもぜひですね、コメントで今回も頂ければ、このコメ

ントにそった内容を長谷さんの方で話して頂けるということなので、ぜひどんどんお寄

せ頂きたいと思います。 

 

吉村：お待ちしております。 

 

柳田：今回セッション 2、コメントは本当にセミナーで話してもらいたい内容＋ぜひ自

分で。 

 

吉村：やってみてどうだったっていうのを聞いてみたいですね。 

 

柳田：そうですね。手当てした感想とか、そういったことを頂きたいと思います。 

 

吉村：そしてコメント特典、今回もご用意しております。 

今回のコメント特典は長谷先生のところでですね、学んだもう既に臨床を重ねていらっ

しゃるインストラクターの先生方が便秘について。 

気になりますね。これ凄い聞きたいんですけど、個人的にも。 

 

柳田：4人で便秘について。 

 

吉村：オンライン動画、特別に今回のためにですね、ご用意させて頂きました。 

画像はイメージですってなっているんですけど、どんな話が飛び出すのか、ぜひこちら

もですね、コメント書いて頂いてお取り寄せ頂ければと思います。 

 

柳田：これはもう長谷先生のお弟子さん達ということで。 

 

長谷：そうですね。うちのインストラクターですね。 

 

柳田：それぞれが地元の、地元では負け知らずですよ。凄い臨床されている。 

 

吉村：沢山の方の人生を支えていらっしゃる方ばっかりなので。 

テーマもね、女性の方、特に気になる部分じゃないかなと思います。 



 

 

 

 

柳田：コメントしてぜひ受け取って下さい。 

そしてもう 1つ本講座の方ですね。こちらのセミナーはプレセミナー＋健康師養成プロ

グラム説明会ってなっていますけれども、こちらの体験セミナーに来られないという方

で本講座興味ある方はこちらですね。 

 

吉村：通常よりも早く申し込める優先案内枠をご用意しております。ご興味のある方は

ですね、ぜひページのところにある優先案内枠にご登録をしておいてください。 

 

柳田：ということで、第 2回まで終わりましたけれども、次回、第 3回はこちらです。 

 

吉村：第 3話は長谷式セルフケアで人生が変わった人たちというテーマで送りたいと思

います。 

 

柳田：先ほどのようなインストラクターの方々も含めて色んなゲストの方にも登場して

頂く予定になっております。 

ということで第 2回終わりたいと思います。長谷さんありがとうございました。 

 

吉村：ありがとうございました。 

 

長谷：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。 

 

第２話をご覧になっての感想や学び、気づき 

第１話のコメント特典でお配りした「セルフケア」を実践された感想などを 

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、 

『長谷先生が指導した全国で活躍する治療家による 

便秘解消レクチャー動画』 

をプレゼントいたします。 

長谷先生監修のもとで研鑽を積んでいる 

臨床経験豊富な先生方によるレクチャー動画です。 

 

これまで便秘に悩まされてきた方はもちろんのこと、 

カラダになにかしらの不調を抱えている方も、 

ぜひ、コメントをして、ご覧ください。 

 

★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/ggtl/#coment 

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

