
     

 

  

 

 

 

 

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福山雅治です。 

 

吉村：アシスタントの吉村かおりです。 

 

柳田：うけましたね。今回。 

 

吉村：ちょっと面白かった。意外なのきました。 

 

長谷：スポーツ選手じゃなくなってる・・・。 

 

柳田：すみません。柳田厚志です。 

 

そして今日第 3 回も治療家の長谷澄夫先生です。よろしくお願いします。郷ひろみさんじ

ゃないですよね。 

 

長谷：あと 10 年あるんで。 

 

柳田：あと 10 年ありますね。 

 

吉村：先生 10 年後も変わらなそうですよね。 

 

長谷：そうですね。10 年後に石田純一と郷ひろみ抜きたいなと。 

 

柳田：これ映像だとなかなかそこまで伝わらないと思うんですけど、だからちょっと体験セ



    

 

ミナー来ていだきたい。 

 

吉村：ぜひ生の長谷先生をご覧いただきたい。 

 

長谷：体験セミナーの方が近いですからね 

 

柳田：近いですよ。本当に。 

 

柳田：そして今日第 3 回。まだちょっとね、アンバサダー石崎さんは。世界各地の健康を調

べていると。 

 

吉村：アンバサダー活動…。 

 

柳田：ということなので、また今回 3 人なんですが今回は、長谷式セルフケアで人生変わっ

た方々に登場していただくので、かなり沢山の方に来ていただくことになりますので、また

よろしくお願いします。 

 

吉村：よろしくお願いします。 

 

柳田：しかし第 2 回目はでも凄い反響ですね。 

 

吉村：いやー、あんなに教えていただけるなんて私も思っていなかったですし、皆さん実際

にやってみていただいてねっていう体感があった方多いんじゃないかと思います。 

 

柳田：そうですね。出し惜しみなくというのは本当に。 

 

吉村：本当ですね。こんなに？っていう。嬉しいですね。 

 

柳田：こんなに教えていただいていいんですか。 

 

長谷：(ピンポーン)。無限にあるんで大丈夫です。教えることが。 

 

柳田：そうなんですよ。無限にあるということなので。本講座これだとどうなるんだという

くらいの勢いでありますけれども、今回もいってみたいと思います。ではこちらまず出して

ください。 

 

「内臓を整えれば人生が輝く」ということで、人生 100 年時代の健幸インテリジェンス



    

 

theHQ「健康師」養成プログラム。HQ とはなんでしょうか。 

 

吉村：ヘルスインテリジェンスクオーション。クオーションです。 

 

柳田：あってますか？ 

 

長谷：あってるんじゃないですか。 

 

柳田：投げやりでしたね。 

 

長谷：(ピンポーン、ピンポーン)。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：本当に健康の知能指数を高めてですね、長谷式のセルフケアの手技を身に付けていた

だくプログラムということで、もうどんどん体験プレセミナーきていらっしゃっています

ね。 

 

吉村：もうぜひですね、生の長谷先生のこの若々しい感じとか。 

 

柳田：そこですか。 

 

吉村：そこを推したいですね、今日は。でも本当に、実際に長谷先生が動画ではご紹介出来

なかった部分もお話聞けると思いますし、沢山の方に実際にコメント欄にいただいた質問

にも答えていきたいと思いますのでぜひ楽しみに、そしてご都合つく方はぜひ会場にお運

びいただければと思います。 

 

日程はこちらの通り。もう埋まってきている回もあるかと思いますので、チェックしていた

だいて、その上でお申し込みをお待ちしております。 

 

柳田：これあと質問もあったんですけれども、もちろん一般の方だけではなくて、現役の治

療家の方も大丈夫ですね？来ても。 

 

長谷：そうですね。もちろん。ぜひ参加していただきたいと思いますね。刺激にもなります

しね。一般の方と治療家とで。 

 

柳田：もちろんまたこれをきっかけにというか、元々考えていた人もいると思いますけれど、



    

 

将来は治療家とか治療家だけじゃなくてでも、いろんなセラピストの人とか関係するジャ

ンルって沢山あると思うんですね。 

 

吉村：取り入れていただくと凄く良いと思います。 

 

柳田：良いですよね。ということでぜひ沢山の方ご参加お待ちしています。 

 

吉村：お待ちしております。 

 

柳田：ということで、第 3 話がこちら。 

 

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」というテーマでお届けした

いと思います。 

 

柳田：こちらの 2つというか、まずは第 1部としては長谷先生のお弟子さんというか、イン

ストラクターの方々。 

 

吉村：インストラクターの皆さん。 

 

柳田：同じ臨床をベースとした治療家の方々に来ていただいてお話を伺いたいと。 

 

吉村：ご紹介していきますね。 

 

柳田：そしてまた後半の方では施術を受けた、治療を受けられた患者の方とかそういった方

にも。なんか凄い方が来てくれている。 

 

吉村：私も凄い緊張しちゃうんですけど、楽しみにお待ちいただきたいですね。 

 

柳田：さっそくいきたいんですが、密かに人気のこのコーナー「長谷語録第 3弾」。こちら。 

 

吉村：長谷語録、“自分の患者は神に逆らってでも救え”。かっこいい。 

 

柳田：これはまたかっこいいですよね。 

 

長谷：正確に言えば自分の目の前に立った、寝た患者ってよく言っているんですけど。それ

ぐらいの意気込みでやれと。よくセミナーでもよくたまに“こうですか？”って聞いてくる

人いるんですけど、“どう思うんだ？”って言って、自分が違うことを言っても、自分がそ



    

 

うだと思ったらそれをやれっていう哲学的な話なんですけど、ということをやっているん

ですよ。でも目の前に患者がきたらもう横に立った先生がその患者の責任と人生を負って

いるので、余命とか命が短い人だったら神に逆らえるんだったら、逆らってでも救えと。常

に毎回毎回そのマインドでやっていますので。 

 

柳田：なんかちょっと私も少し読んだんですけど、それぐらいの気持ちで治療家もレベルア

ップしていかないと、一般の人たちもどんどんどんどん、こういう HQの知識とか健康師の

知識なんてどんどん、一般の人たちもレベルも上がってくるので、っていうのもあるわけで

すかね。 

 

長谷：そうですね。逆にそれも狙いというか、全体的に一般の人の HQはじめとする、一般

の人の健康の知識のレベルをあげるのもそうなんですけど、やっぱり治療家の方のレベル

も上がってほしいんですよね。 

 

柳田：なるほどですね。硬派な感じがしますけども。その中でこの長谷語録にしびれたかわ

かりませんが、によって惹かれてやってこられた先生方です。こちら。 

 

吉村：Chapter1です。長谷式セルフケアで人生が変わった治療家たち。 

 

柳田：ということで、今回の HQ健康師養成講座のですね、本講座の方でも長谷先生プラス

これからご紹介させていただく皆さん、インストラクターの皆さんも講義をしていただく

ということになっているんですけれども、ちょっと今日非常に全員来られると大変なので、

まず 2名の先生方をお呼びして後の方々も一緒にご紹介していきたいなと思っています。 

 

ではさっそく登場していただきましょう。 

 

 

 

柳田：ということで急に 5人に増えましたけれども、どこから飛んでこられたんですか？ 

 

南：私は海王星から飛んできました。 

 

柳田：西村先生は。 

 

西村：僕ですか。海の底からきました。 

 

吉村：遠くからおいでいただきました。 



    

 

 

柳田：じゃあお 2人ご紹介をお願いします。 

 

吉村：それではまず柳田さんのお隣。南直樹さん。南整体院院長。そして整体師でもいらっ

しゃいます。 

 

柳田：随分画像が主張していますけれども。 

 

南：一応第 2の郷ひろみと言われています。 

 

長谷：(ブー)。 

 

吉村：はじめてブー出ましたね。ありがとうございます。 

 

柳田：ここから出てくるインストラクターの皆さんの画像全部粗いので。実物は皆さん素敵

ですけれども。 

 

南先生の方はどういった活動されているんですか。 

 

南：基本的にはスクールの方でインストラクターの活動をしておりまして、普段は東京で治

療院を開業しておりまして整体師として施術を行っている形で、主に不妊症をメインにや

っていて、不妊症から妊娠中で産後、それから生まれた後の子供の施術まで行っているとい

うふうな形で普段はやっております。 

 

柳田：やっぱそれで長谷先生にも出会って？ 

 

南：そうですね。長谷先生と出会う前まではいわゆる筋骨格系と言われる、筋肉のマッサー

ジであったりとか、骨に対してバキッとやったりとか、っていうのをメインでやっていたん

ですけども、やっぱり出会って考え方ですよね。ガラッと変わって。 

 

長谷先生の考えで家族を凄い大事にして、家族を守るっていう考え方が私はかなり好きで。

私は嫁一番なんですけども。 

 

柳田：聞いてないです。ウソです。(笑) 

 

吉村：ありがとうございます。そして、南先生のお隣。西村雅道さん。医学博士、柔道整復

師でいらっしゃいます。よろしくお願いします。 



    

 

 

柳田：海の底から。 

 

吉村：海の底からおいでいただいた。 

 

柳田：医学博士になられて。 

 

西村：僕は今現在は、普段は日本橋に協会の臨床センターというのがありますので、そこで

長谷先生に学んだ技術で日々臨床の方に励んでいて、あとはインストラクターとしてセミ

ナー活動のお手伝いをさせていただいているって感じですね。 

 

柳田：でも医学博士ということなので、医療というかお医者さんというかそちらの方の資格

もお持ち？ 

 

西村：そうですね、一応博士なんで一応論文を書いてっていうのはやっていましたけども。 

 

柳田：そちらの道じゃなくて。 

 

西村：そうですね。元々僕、一番最初、柔道整復師というほねつぎとかっていう、いっぱい

接骨院とかあると思いますけど。 

 

吉村：ほねつぎって書いてありますね。 

 

西村：今でいうと接骨院っていっぱいあると思うんですけど、その柔道整復師を養成する専

門学校の職員を一番最初やっていて、その時にとる課程をいってたって形なんで。 

 

柳田：長谷先生との出会いは？ 

 

西村：一旦その専門学校を辞めて、自分も元々なりたかったのは臨床やりたくてなったので、

そこを退職して治療院をはじめた時に、やっぱり自分のスキルもっともっと高めたいなっ

て思ったときに丁度うちのインストラクター、僕が学ぶより先に学ばれているインストラ

クターの治療を受けて衝撃を受けたんですよね。凄い治療だなって。 

 

今までの概念と全然違う感じがして。今まで得たこともなかったのでそういう体感的なも

のを。調べていったら今日一番最初に出ていましたけど“神に逆らう”っていうキーワード

を見た時に、正直そんな表現をする治療家さんってまずいないと思うんですよね。 

 



    

 

患者さんを救うとか思いやりを持ってとかっていう表現はいくらでもあると思うんですけ

ど、神に逆らってまでっていう言葉の重みというか、そういうことを表現される先生ってど

んな先生だろう？っていって、興味を持ちだして学ばせていただくような形になった感じ

です。 

 

柳田：皆さんそれぞれが治療家として、自分で院を持って臨床して、その行列をできるとい

うか院を経営されているにもかかわらず、やっぱり長谷さんのところで学ぶというのは全

然違いますか？ 

 

南：そうですね。自分が施術をしていて、患者さんの前に立ったときにやっぱり常に素直に

学んでいたいというのがまず一つあって。 

 

学ぶことをやめたらどうしても今の環境って体にとってセッション 1 や 2 でお話があった

と思うんですけども、いわゆる負担が普通に生きてどんどんどんどんかかりやすい時代な

ので、自分もどんどんどんどん進化してそれを伝えていかなきゃいけないので。 

 

その中で長谷先生はあきらかにスピードが違うというか、もう自分がさっき“神に逆らう”

って、そのワードが出るくらい考えている広さというか幅が全然違いますので、そこを追い

求めながらそれを患者さんにしっかりと見せていくと。結果として結び付けたいというの

がやっぱり一番ありますね。 

 

柳田：西村さんどうですか。 

 

西村：南先生もおっしゃっていることも当然同じように思いますけれども、やっぱり健康と

か自分の人生とか人に携わらせていただいたんですけども、ゴールってないじゃないです

か。治療家としても治すっていう概念というか人の人生を豊かにするとか時間を与えると

かっていうところを目指してやっているとゴールはないと思うんですよね。自分のスキル

アップでも。 

 

先生を見させていただいていると先生にもゴールがないんですよね。今でも追及し続けて

いくっていう、その姿勢といいますか、もうある種いろいろなものも手に入れている部分っ

て一般的にあると思うんですけども。 

 

柳田：NSXとかですか。 

 

西村：そうですね。でもやっぱりそこじゃないっていうところですよね。そこにやっぱり凄

く自分もこうなりたいなっていう、そういう方の話を聞く、近くにいるってことは自分にと



    

 

って凄くかけがえのないものになりますので、って思いますね。 

 

柳田：なるほど。 

 

吉村：凄くいい関係でやっていらっしゃるの感じますね。 

 

柳田：長谷さんから見てどうでしょうか？お二人。 

 

長谷：二人ですか。そうですね、やっぱり真面目というか。常に上を目指すというか。そう

いう意識があるから月単位とか年単位で見ると最初に比べればもう全然違いますよ。 

 

で、柔軟性ができてきたの、その時その時の気候とか患者の質によって変えることができる

ようになってきましたよね。どうしてもおそらく多分最初の頃はもう本当に型にはめるよ

うな形でやっていたと思うんですけど、その柔軟性が出てきたってことは非常に財産にな

っていると思いますよね。 

 

柳田：どうですか。 

 

南：凄い嬉しい言葉、いま凄いやる気にまた満ち溢れています。 

 

柳田：やる気を出していただいて。今回、HQ という健康師養成プログラムということで、

一般の方にこういうセルフケアできるスキル、皆さんから、お二人からしてもどうですか？

こうして長谷さんが一般の方に伝えていくというのはどんな感じですか。 

 

西村：うらやましいぐらいです。僕がちょうど学びはじめたときって先生ってなかなか表に

出ないように一旦なった時期で、なかなか先生のセミナーとか先生のお話って聞く機会が

凄く少なかったんですよね。 

 

先生の講話って凄い特徴があるんですけど、原稿とかマニュアルとかないんですよね。とい

うのはその日その場その時の人とかその場っていうものに対して必要なものを出していく

というか話をされていくという形になるので、この動画だけではとても、この動画だけでも

かなりあれだと思いますけど、実際にライブで聞くと凄いものがあると思いますし、何か頭

の中に良いものが得られて帰れる方が多いと思います。持ち上げてないんですけどね。全然、

本当にそう思いますね。 

 

柳田：やっぱりそれだけもう身近で一番近くで学ばれている皆さんにとったらありえない

というか、“俺たち大金払ったのに”と。いやでも本当そうですよ。僕らも値段だけは聞い



    

 

ていますけれども、凄いので。それだけ時代の変化はあるんでしょうけれども。この機会は

なかなかないですよね。 

 

吉村：スペシャルな企画ですよね。 

 

柳田：体験セミナー3000円ですよ、女性だけ。 

 

南：だからといって多分出し惜しみをしているわけではないですよね。 

 

吉村：そうですよね、2話目もどんどん教えてくださっていたので。凄いスペシャルな機会

ですね。 

 

柳田：そして皆さん、南先生、西村先生にも会えますし、という形になりますので本講座の

方では皆さんにも教えてもらえることになります。 

まずはこちらの先生です。 

 

吉村：宮野龍史さん。和整體臨床センターにいらっしゃいます。 

 

柳田：宮野さんはどんな感じでいらっしゃいますか。 

 

南：西村先生が、一緒にやられていますよね。 

 

西村：僕ですか。はいはい。 

 

長谷：二人で、二人大体いますんで、臨床センター一緒に。 

 

柳田：イケメンですね。 

 

西村：イケメンですよね。それを武器に使っている男ですね。 

 

長谷：ホモにもモテるんですけど。 

 

南：インストラクターの中で私も若い方なんですけども、一番宮野先生が若いですね。 

ｃ 

柳田：臨床もされてらっしゃってっていうことですよね。 

 

南：そうです。 



    

 

 

柳田：同じような感じかもしれないんですけれども、筋骨格系の治療に限界を感じというの

は出てきたキーワードかもしれませんが、宮野先生も同じだということで。やっぱそれは限

界になるんですか？結構皆さん。 

 

西村：宮野はやっぱりストイックですよね。突き詰めていくっていうか、探求心とか好奇心

というのが強い子なので、僕は結構前から知っているんで、やっぱりそういうものを持って

いるとどうしても限界ってあるのかなと思いますし。 

 

長谷：柔道整復師の養成学校で一緒に働いてたんで。 

 

柳田：臨床やってくるといろいろなパターンがあって限界を感じて長谷さんに出会うと。皆

さん大体そんな感じで出会うんですね。凄いですね。これは宮野さんも本講座の方ではお越

しいただけるということで。長谷さんから見てどうですか。一言。 

 

長谷：そうですね、臨床センターって最初は他のインストラクター4人で、1日交代でやっ

ていたんですけど、常勤が欲しいっていうときに“宮野がいいんじゃない？”って言って、

インストラクターの何人かが説得したら“迷っています”って言って、呼び出したら、“や

れ”って言ったら“はい”ってすぐ言ったんで自分の治療院あるんですよ、その時。そこ閉

めてすぐに臨床センターやったんで。それだけ決断が速いというか。 

 

柳田：パワハラみたいな話ですね。 

 

南：ちゃんと本人の意向です。 

 

柳田：これは東京駅にある？ 

 

長谷：八重洲の臨床センターですね。 

 

柳田：それを任されるというのは、いわゆる長谷さんに任されたみたいなもんですもんね。

そして続いての方いきましょう。 

 

吉村：大嶋宏徳さん。柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師。 

 

柳田：大嶋さんはどんな先生でしょうか。 

 

南：そうですね。今私がスクールで日曜日にスクールをやっているんですけども、一緒にや



    

 

っているというか、教えているんですけども。一言で言うと頭の回転がはやくて場の状況を

しっかり見て、その場に適した言葉を伝えるっていうところがあるので。 

 

例えばセルフケアなんかでも皆さんやっている中でちょっと迷ってるなとかそういうのを

スッと状況判断で見抜いて的確なことを言って成長させてあげるっていう、そんな印象を

私は普段受けておりますね。 

 

柳田：西村さんありますか。 

 

西村：伝えるのは上手ですね。人に合わせた表現というものが凄く出来る方だと思うので、

優しそうじゃないですか。 

 

柳田：そうですね。 

 

西村：だからそういう部分では。 

 

柳田：女性限定とかじゃないですよね。 

 

西村：大嶋先生は両生類ですから大丈夫です。 

 

吉村：大嶋先生楽しみですね。 

 

柳田：長谷さんから一言。 

 

長谷：南の話にもあったんですけれど、非常に間の取り方がうまいので、だから一方的にし

ゃべるとかそういう物じゃなくてちゃんと相手に対して答えもできるし、独特の間を持っ

ているので治療でそっちの方も活かしてほしいかなっていう感じですけどね、もっと。 

 

柳田：アドバイス。ありがとうございます。続いてはこちらです。 

 

吉村：続いては佐藤龍平さん。さとう整骨院院長。佐藤先生はいかがでしょうか。 

 

南：佐藤先生は我々教わっています。一番最初で、先輩で。 

 

吉村：そうですか。 

 

柳田：佐藤先生の治療で結構衝撃を受けたというようなことですかね。 



    

 

 

西村：先生の治療を学んだのが、最初僕らよりかも先にインストラクターとして活動されて

いたので、なので一番最初その龍平先生伝いに教えてもらったっていう感じですかね。 

 

柳田：なるほどね。皆さん見ているとやっぱり同じように臨床されて限界を感じ、そして長

谷さんに出会い、やっぱり難病を専門にというのを他の先生にも出てきましたけれど、どう

いうことを結構見られるんですか？  

 

南：難病といっても難病に指定されているようなものも見るし、いわゆる病院から諦めてく

ださいねじゃないですけども、突き放された、そういった症状を治すというか改善させるた

めにやっているといようなイメージですね。 

 

柳田：ゴットハンズたちですね。 

 

吉村：ゴットハンズたち。 

 

柳田：いやでも、その技術を皆さんはマスターできるというのが凄いですよね、これは。 

そして続いてはこちらの方です。 

 

吉村：大橋一也さんです。柔道整復師、そして柔道整復師専科教員免許も持っていらっしゃ

ってご活躍中です。 

 

柳田：大橋先生は？ 

 

南：大橋先生はもう会っていただければ全てが分かります。 

 

柳田：そうですね。 

 

長谷：よく知っていますよね。 

 

柳田：私もよく知っていますけれども。でも長谷グループというかインストラクターのまと

め役というか。 

 

南：もうボスですね。 

 

柳田：ボスですよね。 

 



    

 

南：見た目は西村先生がおっしゃっていたように、優しく見えるんだけど、見た目が怖いの

で、ただ怖いというか純粋さもあわせ持っているというか、私はそんなようなイメージ、た

だ恰幅がいいので威圧感とかもあるんですけれども。 

 

西村：パワフルなんで頼りがいがありますよね。もう全部預けられるっていう。 

 

南：大橋先生も我々教わっているんで、大橋先生をあれこれ言うのはちょっとおこがましい

っていう。 

 

柳田：では長谷先生に言ってもらいます。 

 

吉村：長谷先生、お願いします。 

 

長谷：そうですね。うちのエースですので、龍平と並んで臨床でもかなり結果も出していま

すし、何かあったときだから、中心になっていろいろまとめてもらっていますので。後は会

えば分かると。 

 

吉村：楽しみですね。 

 

柳田：そしてこちら。 

 

吉村：続いて河辺宏一さんです。柔道整復師、そしてカイロプラクティックの専門学校を卒

業後ご活躍されていると。長谷先生と出会って、ご活躍されているというプロフィールです。 

 

柳田：また臨床で憤りを感じたときに長谷先生に出会うって書いてあります。 

 

南：皆さんそうですよね。 

 

柳田：いや凄いですね皆さん。河辺さんはどんな感じの方ですか？ 

 

西村：そうですね、この見た目とは全然逆で優しい先生です。しかも身長も 190くらいあり

ますから。 

 

柳田：190？犯罪者かと思いましたよね。 

 

西村：そうですそうです。とある店でそっちの人に間違えられちゃうぐらいな感じなんです

けど、お会いすると多分分かると思いますけど可愛いって、おしゃべりすると可愛いって思



    

 

われると、感じですね。 

 

柳田：長谷さんの方から一言ございますか。 

 

長谷：そうですね、河辺、いろんな臨床を持っていて、メジャーリーグとか行って治療した

りとかもしているし、だから最初の頃カイロプラクティック学校 2 年行っていたみたいな

んですけど、余計な知識があったのでちょっとその癖が抜けるまでに時間がかかった。たま

に今も出てくるんですけど。 

 

その分だから人に教えるときも自分があたった壁ですかね、ちょっと癖とかそういうのを

注意できるので、他のインストラクターに無い知識ですよね、そういう経験もしているので

非常にいいと思いますね。 

 

柳田：なるほどですね。続いていきましょう。 

 

吉村：赤塚満嗣朗さんです。整体師、そして現在は臨床に従事しながら、和整體学院講師と

して全国の治療家に哲学、治療を伝えていらっしゃいます。 

 

柳田：赤塚先生はどんな感じでしょうか。 

 

南：一言でいうと私先ほどの大嶋先生と一緒にスクールで赤塚先生も教えているんですけ

ども、理論派というか一つの事柄に対してとことん追求して、それを分かりやすく説明する

という光景が普段よく見られるので、やっぱりストイックでもあるし深く追求していって

いる先生だなっていう印象はありますね。 

 

柳田：長谷さんどうですか。 

 

長谷：そうですね。赤塚もさっきの河辺と同じような感じで自分が壁に当たったところが結

構あるので、同じだから境遇ですね、ちょっと理屈っぽいところが最初あったので、それで

ちょっと伸び悩んでいた部分もあるんで、それをある程度改善して自分が伸びてきたので、

そういうだから理屈っぽい人がきたら彼に。理屈同士で戦っていただいて皮をむいてもら

うと良いと思います。 

 

柳田：どんな方でも対応できますね。これだけの先生がいると。 

 

吉村：本当に魅力的な先生方が。 

 



    

 

柳田：ありがとうございます。では続いて。女性が登場です。 

 

吉村：女性の先生です。置山純子さんです。置山純子さんは、最近は妊娠サポート講座講師

としてもご活躍していらっしゃって 1 児のお母さんでもいらっしゃいます。置山先生はい

かがでしょうか。 

 

西村：長谷先生の内弟子さんですから。凄い女性でも芯があるというか、軸がズバッとある

お母さまですね。 

 

南：そうですね。一言で言うと芯があるんで、私の嫁も凄い芯が強いんですけど、怖いんで

すけど、置山先生もちょっと怖いなという印象があるんですけども実際会っていただくと

そんなこともなくて。 

 

ご自身もお子さんがいらっしゃるので子育てをしながらしっかり治療家としても日々臨床

に励んでいる方なので当然共通してストイックでもあるしっていう部分がありますね。 

 

柳田：直接の内弟子という。 

 

長谷：そうですね。うちで一番長く働いたスタッフですね。今も働いた人間何人か付き合い

ある人がいるんですけど、うちでインストラクターやっているのは置山だけ。ブレないです

よね。ブレないし度胸もありますね。 

 

最初の頃入って 2、3か月した時に私の患者さんもうすでにいっぱいになっちゃったので子

供の患者さんも置山に診させようと思って、練習させようと思って、いまだに多分言ってい

ると思うんですけど、プーさんの人形で、こうやってこうやってこうだよ、やれってやった

ら、はりましたからね。 

 

そのあと私の新患の患者をなるべく回すようにして、不妊症でもやっぱり失敗もあったし

いろんな経験をしたけど、結局でも私に患者を回してきたことはないので。必ず自分とちゃ

んと向き合って責任を持って治療する人間なんで。その辺で軸はブレていないので強さを

たぶん他の人は感じると思います。 

 

柳田：そして、続いても女性です。 

 

吉村：小林清美さんです。助産師・看護師・保健師、ご自身の不妊治療経験と助産師の知識

を活かして現在もご活躍中とのことです。小林先生はいかがでしょうか。 

 



    

 

西村：小林先生は元々不妊治療ご自身がされていたってことで、もありましてやっぱり真面

目ですよね。凄く真面目で。その真面目さが本講座の時とかは常に全体を見てこの人分かっ

てなさそうだなとかそういうのを見ながらすぐにパッと行ってサポートしてくれるような

形なので、しかも分かりやすい表現が、しますよね。 

 

柳田：長谷さんからして、どうですか、小林さんは。 

 

長谷：そうですね。看護師さんなんで理屈っぽいとこあるのかなと思ったんですけど、意外

と実際、臨床というかその手の感覚とか、そういうものをわりと大事にするのでちょっと教

えるとやっぱりすぐ伸びますよね。 

 

女性の人はわりと素直な人が多いので、治療家を目指す方。で、余計な知識がないんですよ。

他のカイロとかそういうものやってないので。うちだけの知識でやっているので短期間で、

去年とか、最近で一番伸びたんじゃないですかね、女性でも。 

 

柳田： そして、最後ですね。 

 

吉村：内藤美和子さんです。理学療法士。現在はまさに HQにぴったりかと思うんですけど、

セルフケアを広めることに使命を感じる毎日を過ごされて妊娠サポート講師としてもご活

躍中とのことです。内藤先生はいかがでしょうか？  

 

南：そうですね。理学療法士としてスライドにも書いてあると思うんですけども、リハビリ

の部門ですよね。いわゆる医療の現場で近いところで常に働いてきて。で、やっぱりそうい

う方って言い方ちょっと悪いんですけど堅くなってしまうというか柔軟性がなくなってし

まう方っていうのが普通は多いんですが。 

 

当協会の技術を取り入れて、その素晴らしさその効果というものに感銘を受けて今広めて

いるというところがあるので。知識も凄い豊富ですし、ただその上で柔軟性があるので分か

りやすくも教えていただけるという形がありますので。ぜひ講座ではちょっと分かりづら

いなとか理解しにくいところなんかを分かりやすく解説してくれるのではないかと思いま

すね。 

 

柳田：もうオールスターですね。長谷さんの方から内藤さんに関してはどうでしょう？ 

 

長谷：リハビリで第一線でバリバリ仕事してたんですけど、リハビリって制限があるので病

院の一角でやるのでやっぱ治せないジレンマというか、そういうものとずっと向き合って

きたんですけど、今結構教えたりとかセミナー来たりして非常に良い環境になったので、本



    

 

来持っている彼女の能力というのがこれからどんどんもっと発揮できると思いますので。 

 

柳田：まだいろんな先生。 

 

吉村：魅力的な先生方、紹介してきましたが、素晴らしいですね。 

 

柳田：本当に、やっぱり皆さん真面目に臨床に向き合って、大体壁にぶつかって長谷さんに

出会って、さらに成長してというなんか。皆さん同じような感じでしたけれども。 

 

たぶん今回の HQのいろんな方見ていると思うんですけれども、たまたまやっぱり出会って

なんとなく見て、そして多分何かしら自分も体の事とか、あるいは家族の事とか子供の事と

かあって、何気なく見ていたら長谷さんに出会ってっていうことになるんじゃないかなと。 

 

吉村：この動画だけでも出会いですからね。 

 

柳田：そうですね。ただ長谷さんがこれ出ているのが本当に奇跡的なことで。 

 

南：それは奇跡ですね。 

 

柳田：ですよね。本当にいいんですか？今回。 

 

長谷：(ブーッ)。 

 

柳田：ダメですか。 

 

長谷：(ピンポーン)。 

 

柳田：良かった。南さん、西村さんのせいでブーッてなったら。・・・大丈夫ということで。 

 

長谷：ただ人生ってチャンスって均等に与えられていると思うんですよね。だから健康にな

る人とか成功する人ってそれをものにできるかどうかなので、ぜひやっぱりこういう機会

があったらプレセミナーも本講座の方でもどちらでも参加していただいてご縁を作ってい

ただいてね、今後の人生、良い方向に向けていただきたいですよね。 

 

柳田：そうですね。お二人からもちょっと最後に一言ずついただきたいんですけど、一般の

普通の人がこういうセルフケアを身に付ける重要性みたいなことっていうのはどうです

か？しかもそれが長谷式セルフケアですけれども。 



    

 

 

南：セルフケアっていうと一般的には例えばストレッチしてくださいねとかマッサージ自

分でしましょうねっていうような形が多いと思うんですけども、長谷式セルフケアは手を

当てるだけ、セッション 2 でも見られた方いると思うんですけども、手を当てるだけで非常

に簡単なんですよね。 

 

簡単なんだけども、理論的なものはもの凄く奥深くて、その中で体感をしっかり得られてち

ゃんと自分のセルフケアのみならず家族もしっかりとセルフケアしていく、もしくは周り

の友人だったり、関係者をちゃんとケアすることができるので、このセルフケアというもの

をぜひ取り入れていただきたいと私は思っております。 

 

柳田：ありがとうございます。西村先生どうでしょうか？ 

 

西村：私もぜひやっていただければと思いますね。 

 

そもそも皆さんがセルフケアで自分の内臓が良くできるって思えない方が実際やっぱ多い

かと思うんですけど、患者さんに聞いても“自分で内臓なんとかできるんですか？”ってい

う表現が大体最初に出てくるので、ただこのセルフケアですね、手当して意識して呼吸って

いうやり方をしていくと、スローリーな変化かもしれないですけども、確実にやった年数に

比例して体が変わってくるし、変わってきたことも実感できると思いますのでぜひやって

もらいたいなって思います。 

 

柳田：実感こもってますね。ということで今回ですね、本当に長谷さんの元で人生変わった

インストラクターの皆さんにまずは来ていただきましたけれども、またお二人含めて皆さ

んには次回のセッション 4 で地底から出て来ていただきたいなと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

全員：よろしくお願いします。 

 

柳田：ありがとうございました。 

 

全員：ありがとうございました。 

 

 

 

柳田：ということで、また先生方いなくなりましたけれども。 

 



    

 

吉村：次の章いきましょうか。 

 

柳田：いや、やっぱりでも凄いですね。 

 

吉村：意欲的な人ばっかり。 

 

それでは Chapter2です。私達、長谷先生のおかげで幸せになりました。 

 

柳田：ということでこれセッション 1、第一話でも長谷先生の実績ということで、喜びの声

とかビフォーアフターとかお見せしましたけれども、さらに今回ボリュームたっぷりにと

いうかいろんなパターンの方、ご紹介していきたいと思います。そして最後には、凄い方が

ゲストに来られていますので楽しみにしておいてください。 

 

吉村：駆けつけていただいたので。 

 

柳田：まずはこちらですね。お客様の声という形でいただいておりますけれども。 

 

吉村：まずお一人目、板橋様。長谷先生の整体スクールに参加することにした理由は、先生

が赤ちゃんに行った施術を見て、「凄いな」と感動したからでした。 

 

元々、体への知識は何もありませんでしたが、スクールでもらえる宿題をこなし、考え方を

教えてもらっていたので全く問題ありませんでしたし、実際の手技も毎日触ることを意識

したことによって習得できました。学ぶことはたくさんありましたし、友達もでき、先生た

ちとのご縁もできたので、安心してこの道をいけると確信しています。 

 

柳田：本当に良い声ですけれども。 

 

吉村：素晴らしいですね。元々全然知識がない方でもこんなに自信に満ち溢れた喜びの声っ

ていうのが来るものなんですね。 

 

長谷：そうですね。最近だとメディアとかでいろんな健康の番組あるんですけど、ちゃんと

時間を取って集中して学ぶ、それに関連付けて学ぶと例えばそういう番組を見た時とか結

構理解できるようになるんで、そうすると結構楽しくなるんですよね。 

 

柳田： そして続いての方こちらです。 

 

吉村：宮田様の声です。長谷先生の整体スクールに通うきっかけは本当に偶然でした。とい



    

 

うことで。ゴリゴリすることなく、軽いタッチで中を感じて動かすという施術方法なので、

私にも全く問題なくできます。 

 

素人の私でも 6週間ついてこれたので大丈夫です。夫や友達に施術してあげると、「楽にな

った」と言ってくれます。「こんな軽いタッチで効くの？」とも言われますが「楽になって

いるから大丈夫」と言えます。本当に魔法の手になったと思います。自分で施術のプロセス

を考えて、こうやったら効くんだろうなと試してみたいなと思います。たくさんの人を施術

していきたいと思います。という声、いただいています。 

 

柳田：まさに魔法の手をもう掴んだと。 

 

吉村：凄い実感がこもっていて素敵ですよね。 

 

柳田：そうですね。特に女性は母性とかもありますし、何か人を癒してあげたいって気持ち

凄くあると思うので。 

 

吉村：ご家族の方にっていう気持ちの方はたくさんいらっしゃるかと思いますね。 

 

柳田：やっぱり妻と手技は裏切らない。 

 

吉村：どっかで聞いたやつと似てますが。 

 

柳田：さあ、他にもいってみたいと思いますけれども。セッション 1でもご紹介しましたけ

れども症状分かりやすいということでアトピーの方々、実はまだまだいらっしゃるのでご

紹介していきたいと思います。 

 

吉村：まずは黒川さん。 

 

柳田：肌の色を見てくださいというのをね、言ってましたけれども。 

 

吉村：そうですね、第 1 話で伺ってますね。えいみちゃん。 

 

柳田：分かりやすい変化ですね。そして。 

 

吉村：亜有子さん。凄い。 

 

柳田：ここにできるって何が。 



    

 

 

長谷：これは多分薬の跡だと思いますよね。 

 

吉村：だいぶ綺麗になっていて。 

 

長谷：ステロイドを塗るとなぜか変色する人が多いんですけど、そういうのも良くなるって

いう。 

 

吉村：女性だと着る服の幅が広がったりとかって結構大切なことなので。 

 

長谷：そうですね。あとモテるようになったって人もいますし。 

 

吉村：素敵ですね。 

 

長谷：素敵なことですよね。 

 

吉村：素晴らしいことですね。 

 

柳田：夏になると肌もいろいろ見られますもんね。続いては。 

 

吉村：これは久仁彦くんの例です。全然違いますね。つやつやになって。 

 

長谷：たぶんビフォーの方は目が腫れているんですよね。これ、かゆくて。 

 

柳田：随分違ってきていますね。続いては。 

 

吉村：晴智くんの例です。こちらもかゆそう、元々の方は。だいぶキレイになっていますね。 

 

長谷：この子もよく泣いていたんですけど、最初のうちはママが抱っこして背中だけ治療し

たりとか、やっていたんですけど、どんな形でも治療できる。この子はママ、ママだったの

で、教えたのかな、“寝ているときにやってあげてください”って、寝ているときに内臓を

お母さんが治療したりしていたと思いますね。 

 

柳田：続いては。 

 

吉村：続いては智晴くんの例です。こちらも全然違う。 

 



    

 

長谷：そうですね、色が。たぶんかいちゃうんですよね。 

 

柳田：そうかそうか。子供だとかいちゃうんですよね。で、どんどん広がって。 

 

長谷：この子なんかもお母さんが自然療法の先生だったんで絶対にステロイドとか薬は嫌

だっていうのでうちに来たんですけどね。 

 

吉村：お母様が知識がある方だったから。 

 

長谷：そうですね。ホメオパシーをやっていた先生で。 

 

吉村：全然ちがいますね。見た感じも。 

 

柳田：さあ、続いては。 

 

吉村：直幸くんの例です。もうなんか表情も違いますね。 

 

長谷：そうですね、でも、このアフターの後にもっと良くなったんですけど。さっきはもう

少し経ってからメンテナンスみたいな感じで来たんですけどかなり良くなっていますよね。 

 

吉村：お母さんもかゆいのとか代わってあげられないですからね。 

 

長谷：そうですね。この子ちょっと遅れていたんですけど、背中が凄い柔らかくて寝がえり

とかそういうの遅かったんですけど、追いつかせて 1 歳 3 か月の前にはもう歩いていまし

たね。 

 

吉村：アトピーの症状だけのビフォーアフターだけではなくて。 

 

長谷：ではなくて基本的には成長を正常にするのが目的ですね。 

 

吉村：凄いですね。 

 

柳田：続いて。 

 

吉村：まゆりさんの例です。本当にお顔キレイになってよかったですよね。 

 

長谷：そうですね。この子もよく泣いていたんですけど、幼稚園入る前くらいにはもう治っ



    

 

ていましたのでよかったと思いますよね。 

 

吉村：美乃利ちゃんの例です。 

 

長谷：この子もステロイドの多分跡なんですよ。ビフォーの方が。肌の色が変色しちゃって

いるんですよね。 

 

柳田：でも本当に治るというか戻るんですね。しっかりと。 

 

長谷：そうですね。 

 

吉村：自分の力で戻れるようになるっていうことですか？ 

 

長谷：そうですね。自分の力で治りやすい、治る環境にもっていくということですよね。 

 

吉村：続いて裕介さんの例です。肌が随分きれいになっていますね。 

 

長谷：この方なんかもお腹、肝臓ポンプとかやると硬かったんですけど、皮膚もそうですし

内臓が柔らかくなると皮膚も柔らかくなるので皮膚が柔らかくなれば自然とアトピーは治

っていきますよね。 

 

柳田：柔軟性というか？ 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：柔らかさ大事なんですね。同じパンツですかね。どうでもいい。そして。 

 

吉村：利仁くんの例です。なんかもうビフォーは、本当に。 

 

長谷：痛々しいですよね。確か 11 か月できたんですけど、この子もちょっと遅れていて 1

歳半くらいにギリギリつかまり立ちで歩いたのかな。そこからそんなに遅れることはなく

なりましたけどね。 

 

吉村：いやもう写真もそうですけど、その成長のお話とかもお母さんも自分を責めてしまっ

たりとか気持ちの問題とかもその部分も含めて救ってあげるっていう言い方がいいかわか

らないんですけれど、治療でどんどん良くなっていっているって凄いことですよね。 

 



    

 

柳田：これはお母さんにもそういうセルフケアを教えるっていうか。 

 

長谷：お母さんにも自宅でもやってもらいますね。この子の場合とかは結構頻繁に来られた

んで良かったんですけど、1週間に 1回とか減らしたときは家でこうやってくださいと。 

 

吉村：そうか、遠方から来たりするお母さんにはセルフケアも教えてあげたりっていう。 

 

柳田：大体これどれぐらいの期間で治るというか、元通りになる。 

 

長谷：その体質が本当に変わるのって血液が大体 3 か月に 1 回くらいなので 1 サイクルと

か 2サイクルぐらい診ると良くはなりますよね。その間はすぐ治る子もいるんですけど 1回

バーッと出る子もいますし、ただやっぱりちゃんと診るんだったら半年くらいは診た方が

いいですよね、良くなっていても。 

 

吉村：本当にもう良かったですねっていう感じですよね。 

 

柳田：以上。アトピーの症例を見てきましたけれども。 

 

吉村：すごかったですね。 

 

柳田：さて、こちらは。 

 

吉村：第 2回にご紹介させていただいたお母さんたちの声ですね。 

 

お母さんたちも不妊治療できたわけではないけれども、結果的に症状が凄く良くなって諦

めていた赤ちゃんが授かったっていう喜びの声をご紹介させてもらいました。 

 

柳田：皆さんじっくり読んでいただいて。本当に皆さん悩みが深かった分喜びの声がやっぱ

り凄いですよね。 

 

吉村：お母さんも元気で赤ちゃんも元気って本当に幸せなことだと思いますし、人生の中に

おいても大きなことですからね。 

 

柳田：大きいですよね。本当にまさにゴッドハンド。 

 

吉村：凄いですね。 

 



    

 

柳田：これも凄いですね。そしてですよ、なんと、こちら。 

 

吉村：“さらに、誰もが知るあの女優さんも！？”となっていますが。 

 

柳田：これは今ここインターネットでは言えないんですけど名前は、どういった方。 

 

長谷：女優さん何人も来ているんですけれど、子宮・婦人科系の病気で赤ちゃんできないっ

て言われていたんですけど、“治療で出来ますよ”って言って結局妊娠して子供も今きてい

るんですけどね。 

 

柳田：ということで、誰なのかというのは。 

 

吉村：気になりますね。 

 

柳田：これはもちろんこういうところでは言えないんですが、体験セミナーでは？ 

 

長谷：動画の撮影範囲外で言うと思いますんで。 

 

吉村：聞けるかも。 

 

柳田：休憩時間に聞くとか。 

 

吉村：そうですね。聞けるかもという感じで。 

 

柳田：本当に、僕らは知っていますけれどね、凄い方ですよね。 

 

吉村：凄い素敵な女優さんですね。 

 

柳田：いろんな方が実はお世話になっているということで、先ほど出られたインストラクタ

ーの方々も実は凄い方をたくさん診ているというのがね、ありますよね。 

 

吉村：そうですね。施術されていらっしゃるっていうことで。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：ということでたくさんご紹介してきましたけれども、この後は、また本当に凄い方に

直接ここに来ていただきますので。 



    

 

 

吉村：ゲストに、お話伺えるということで。 

 

柳田：吉村さんのテンションもここから急に上がると思います。楽しみにしていてください。 

 

ということでね、いろいろ長谷さんの患者さんの声をお届けしてきましたけれども。なんと

今日は、この場にスペシャルゲストというか、長谷さんのクライアントさんは凄く有名な方

もたくさんいらっしゃるんですけれども、その中で今回快く出ていただけるということで、

凄い方に来ていただいております。吉村さんお願いします。 

 

吉村：ラジオ DJ、ナレーターそして歌手もやっていらっしゃる方です。とても素敵な声の

ケイグラントさんをお招きしております。ケイさんお願いします。 

 

ケイグラント：こんにちは。先生どうもご機嫌いかがですか。どうもはじめまして。よろし

くお願いいたします。 

 

柳田：よろしくお願いいたします。 

 

吉村：よろしくお願いします。声が素敵。 

 

柳田：渋いですね。声は聞いたことあります。 

 

ケイグラント：先生のおかげなんですよ。この声も。 

 

吉村：そこら辺ちょっと伺っていきたいと思うんですけど。私も凄くここのシーンだけテン

ションが高くなってて恐縮なんですが。それでは簡単にご紹介をさせていただきたいと思

います。 

 

もう声を、話していただいたら聞いたことある方も多いんではないかと思うんですが、ケイ

グラントさん。ラジオ DJ・ナレーター・歌手。1959年東京都生まれ。1979年プロの水泳コ

ーチを目指しアメリカ留学。1982年に帰国後水泳コーチになります。 

 

ボディビルトレーナーとして活動していた 1988年に開局した J-WAVEで DJとしてデビュー

されます。その後にですね、名だたる FM局、様々な局で DJを経験されてテレビでも日本レ

コード大賞やバラエティー番組など数々の CMナレーション等を担当して、ご活躍されてい

ます。そして 2000年からは PRIDEや DREAMなどの格闘技イベントのリングアナとしても大

会を盛り上げていらっしゃいます。 



    

 

 

そして 2010年には歌手としてもデビュー。現在も beyfm78の「低音レディオ」の DJとして

ご活躍をされていらっしゃいます。 

 

ケイグラント：ありがとうございます。 

 

吉村：ありがとうございます。ちょっとなんかお声を聴きたいんですけど。なんか有名なの

を。 

 

ケイグラント：昔…、いいんですか先生、声やるの。 

 

長谷：どうぞどうぞ。 

 

ケイグラント：皆さん夕方に安藤優子さんが出てた時代の夜ですかね。「News JAPAN」とか、

そういうのをやって。 

 

吉村：ありがとうございます。リクエストしちゃって。本当に気さくにありがとうございま

す。今日は長谷先生のプロジェクトだからお越しいただいたということなんですけど。 

 

ケイグラント：もちろんですよ。おっとり刀で。 

 

吉村：ありがとうございます。 

 

柳田：ありがとうございます。本当にもう。 

 

吉村：本当に経歴拝見していて 2回心筋梗塞で倒れられて、生死の境を…。 

 

ケイグラント：もう 4回程真っ暗な、完全にフラットラインっていうのを経験させていただ

いているんですけども、うたた寝の時とまるっきり一緒なんですね。真っ暗い瞬間はあれが

イコール死ですね。蘇ってきたからこうやって語れるんですけどね。三途の川とかきれいな

花なんかなんにも見えません。 

 

吉村：凄いリアルなお話。 

 

柳田：凄いですね。どのタイミングで長谷さんには出会われたんですか。 

 

ケイグラント：実は 2016 年に、私は 93 年の結婚して一週間後にまず 1 回目の心筋梗塞を



    

 

34くらいでなったんですけども、2回目は 41歳だったんですよ。それも事なきを得て医学

の進歩とともに本来死んでしまうものが生き延びてきたんですけども、2016 年に大型の台

風 10 号というのが一気に東京直撃しまして、その時にストーミング現象といってですね、

私はここに ICDという AED を入れているんですけどもこれが作動し始めたんですよ。“ドー

ン”といって。 

 

確かに心臓も過去の 2 回程受けた心筋梗塞の跡が治ってきちゃったんですよ。治ってきち

ゃったことによって本来オーバルでなきゃいけない心臓の内部がゴワつくようになって、

シューン、シューンっていう回転が、シューングワワワン、シューングワワワワワワワ、ド

ーンっていう感じになるわけですね。それを治すのに結構な時間かかったんです。 

 

9 月から 12 月 5 日くらいまで入院していたんですが、入院中に丁度ですね、先生の手のう

ちのものである小佐野さんという方がいましてね、その方の紹介で大橋先生にまず診てい

ただいたんですよ。大橋先生が 1 時間くらいかけて T シャツがビチョビチョになるくらい

本当に診ていただいたんですね。 

 

その瞬間本当に死にかかっていたんですよ。歩くのもやっとで腎機能もほぼ機能してない

状態で。大橋先生は僕を見た瞬間、“その腰、それ腎臓ですよ”って言われて、診ていただ

いて、どこを押されるとかこすられるとかそういった治療ではないので、ただ大橋先生が汗

ビショビショになってこれは相当何かをされたんだろうと思って起き上がってみたんです

が、やっぱり凄い元気になっているんですよ。 

 

それで調子に乗った僕は、小佐野さんとカレーか何かを食べてさっそく調子悪くなったり

して、なったんですけどもそれを繰り返して。ただその時に和整體の大橋先生や佐藤龍平先

生もそのうちお世話になるんですが、あの方々がいなければこうやって長谷先生にもお会

いできていませんし、このおかげで私は今も元気にいろんな場所でパフォーマンスをでき

ているという。本当に先生ありがとうございます。 

 

長谷：いえいえ。 

 

ケイグラント：先生はクールなんですよ。先生は必ずもうポケットに手を突っ込んでました。

片手でこう…。顔の、髪を押さえていて、はい表、ビーン、はい裏、ビーンってなるんです

けど。凄いクールなんですけど先生にやっていただくと、これはもう本当にいわゆる怪しい

組織でもなんでもなく純粋に、先ほど南先生もおっしゃられた通り、勝手に体が内臓のレイ

アウトがおそらく変えられているんだと思うんですけども、元気になっていく。そして家に

帰るころには完全に元気になる。治していただいた瞬間というよりは少し数時間経った後

の方が落ち着きがいいっていうかですね。 



    

 

 

吉村：それもなんか面白いですね。 

 

ケイグラント：凄いです、面白いを超越しています。ですから本来は私は 2008年にこのバ

チスタオペレーションをしなければ死んでいたし、2016 年にストーミングが起きて機械が

作動していた時も新しい機械は入れましたけども、そのままたぶん手遅れで帰らぬ人にな

っていたんですけども、神を反逆して神に反逆して救われたものですから。ゴッドオブゴッ

ド。ゴッドアゲインストゴッドみたいな。その技によりですね、おかげさまでこうやって元

気にさせていただいております。ありがとうございます。エニークエスチョン。 

 

吉村：本当そうなんですね。あとは先ほどのインストラクターの先生方紹介させていただい

たり、長谷先生もそうなんですけど、本当に皆さんのお人柄が素晴らしいところも魅力なん

じゃないかと思うんですけど、そこら辺とかって。 

 

ケイグラント：私は皆さんお話したことあるんですけども、お会いしたこともなかった方も

今楽屋でお話させていただいたんですが、共通して言えることは皆さんちゃんと人間愛に

満ち溢れている。テーマは本当ラブですよね。ラブアンドレスキューですよね。 

 

長谷：そうですね。あと楽しんでいますよね。 

 

ケイグラント：はい。ラブアンドレスキュー。 

 

長谷：かなり過酷な状況に追い込まれても楽しんでやっていますからね。 

 

ケイグラント：先生は常に自己啓発を怠らないというか素晴らしいですね。 

 

柳田：その後、今は長谷先生の施術を受けられてらっしゃる。 

 

ケイグラント：それがですね、ありがたいことにこのゴッドオブゴッド、ゴッドアゲインス

トゴッドに今診ていただいてるんですが、本当にラッキーです。 

 

長谷：それも去年の飲み会から始まって。 

 

柳田：それもやっぱり飲み会から。 

 

ケイグラント：これに対して一番喜んでくれた方が大橋先生とあと小佐野さんという先生

の手の内の怪しい女性がいるんですけども、この人が一番喜んでくれました。 



    

 

 

吉村：その関係性が本当に素敵だなと思うんですよね。 

 

ケイグラント：やっぱラッキーはラッキーですね、先生、僕ね。 

 

長谷：そうですね。 

 

ケイグラント：もう星の数というタレントで全員が五体満足かって言ったら半分以上は絶

対もうポンコツなんですよ。その中でも多少延命というか活躍のシーンを何年でも延ばさ

せていただいているというのは、これは本当にラッキーな、光栄なことだと思うんですよね。

どうですか？先生そう思いませんか？ 

 

長谷：そうですね。あとタイミングとそういう機会をものにしたというか、たまたま飲み会

で大橋君が電話して、なんとなく治療した方がいいなと思って。大橋君はもう臨床センター

にいないので、俺がやるっていうことになったんですね。 

 

ケイグラント：そうですね。大橋先生もご多忙になり、佐藤先生もご多忙になり、しばらく

和整體から離れていたんですけど、このままいったら俺は死ぬなって思っていたんですよ、

その矢先、大橋先生から鳴った 1本の電話がですね、“長谷先生診てくれるそうです”、“イ

エス”それでもうすぐ診ていただいたんですけど。 

 

その瞬間寿命が 10年パーンと。これ本当、大ごとでもなんでもないです。リアルスティッ

クなお話だと思います。先生本当にいつもありがとうございます。ありがとうございますし

か言えなくてすみません。 

 

吉村：いつもおっしゃっているのは、一流の治療家は人に時間を与えることができるんだっ

ていうのは本当に体感覚を持ってケイさんもご存じだから。 

 

ケイグラント：これはプライスレスです。何億円払ってもあがなうことはできないくらいの

素晴らしい体験をさせていただいていると思います。すみません先生。 

 

長谷：一緒に健康師受けてもらう。セルフケアセミナーを。 

 

ケイグラント：そこはちょっと勘弁。ズルしたい。 

 

柳田：今回“健康師”というテーマで長谷先生が一般の人たちにセルフケアできるスキルっ

ていうのを伝授してくれるって機会なんですけども、そういった機会に対してはどういう



    

 

ふうにお感じになりますか？ 

 

ケイグラント：私はトレーナーでしたので、モスクワオリンピックにいけなかったチームな

んですよ。79 年にアメリカに行って英語を学んでそのままナショナルチームに帯同する予

定だったんですけども。トレーナーという人間は体を触りますので、体との手の平の会話っ

ていうのは既に熟知しているわけですよね。 

 

その上で先生方がやられている治療というものも理解できないわけではないんです。ただ

なんで僕が同じことをしてもそうはいかないのに、先生がやると凄いことになるんだろう。

これが謎だったわけですね。いまだに謎ですけども。でもセルフケアはきっと学んで体得で

きたらいいですね、先生ね。 

 

長谷：そうですね。広まるといいですよね。あと考え方ですよね、健康に対しての。 

 

ケイグラント：「昨日やばい、ちょっと酒飲んじゃった。ちょっと待って、あと 5分待って、

治るから。じゃあ行こうか」みたいな。 

 

吉村：凄いですよね。 

 

ケイグラント：なりたいですね。 

 

吉村：凄いことですよね。凄い分かりやすく言っていただいたんですけど。 

 

柳田：ありがとうございます。長谷先生から何かありますか？ケイさんに。 

 

長谷：ケイさんにですか？ケイさんは私が責任を持って治療するので。今年 1回もう既に神

に逆らっているので。 

 

ケイグラント：まじすか、ありがとうございます。今後も逆らい続けて下さい。 

 

長谷：逆らいつづけます。 

 

吉村：なかなか聞けないお話をいただいてまたセルフケアについても凄いいいなって言っ

ていただいて凄く嬉しいです。 

 

柳田：もし機会があればぜひ本講座のゲストでしゃべっていただけると嬉しいですけれど。 

 



    

 

ケイグラント：言霊というのがございまして、そういったふうに言われますとそのうち気が

付くとですね一生懸命指導してたりするんですよ。気をつけよ。 

 

柳田：これからもますますご活躍いただいて。 

 

ケイグラント：ありがとうございます。 

 

柳田：よろしくお願いいたします。 

 

ケイグラント：先生も本当お体、セルフケアならできますか。お体悪くされませんもんね。 

 

長谷：あと仲間がいますんで、治療し合ったりとか。そういう仲間も作れるんですよね、そ

ういう講座とか来るとね。 

 

ケイグラント：ますますの発展を心より祈念しております。頑張ってください。今日はあり

がとうございました。 

 

全員：ありがとうございました。 

 

柳田：吉村さんのテンションが急に。 

 

吉村：素敵な声でした。 

 

柳田：同じ司会というか DJというか。 

 

吉村：もう本当に凄い素敵な声でしたし、やっぱり長谷先生に本当に感謝されているという

のも凄く伝わってきました。 

 

柳田：そうですね。まさに命の恩人ということが伝わってきましたし。 

 

吉村：ケイさんがおっしゃっていた通りにああいうお気持ちの方がたくさんおいでになる

んだなっていうのと、あとインストラクターの先生にお世話になっている方も同じような

お気持ちでいらっしゃるんだろうなっていうのを凄く感じました。 

 

柳田：大橋先生、ますます皆さんも会いたいんじゃないかなと。 

 

吉村：大橋先生、来てくれますかね。 



    

 

 

長谷：次回いよいよ。 

 

柳田：次回いよいよ地底からやってこられるということで。最後、真面目にというか、いき

たいんですけれども。今回、Chapter3ということで。 

 

吉村：Chapter3、長谷澄夫からあなたへ。 

 

柳田：ということで、これをご覧の皆さんにメッセージということで、こちらです。 

 

吉村：“令和時代の日本人へ 正しい健康の知識を持ち、自分の身体は自分で整えることが 

できる人 健康師を育てたい”。 

 

柳田：ということなんですけれども。 

 

長谷：頭の部分ですよね。時代が変わって正しい健康の知識を判断できる能力がまず必要に

なってくると思いますよね。ネットが相当普及しているので情報って凄い量が多いと思う

んですよ。ただやっぱ多い分だけ確率からするとちゃんとした情報ってあんまないと思う

んですよね。 

 

こういう出版された本とかだとそこそこ良い情報はあるとは思うんですけど。その情報を

選別というかちゃんと理解できて、周りの人に良いものだけ伝えてあげられる人がこれか

らどんどん必要になっていくんじゃないかと思います。 

 

今回、身体のセルフケアということで内臓中心に自分の身体は自分で整える、やるだけじゃ

なくてそういう哲学的な考え方的なものですよね。ただ旦に動画を見て押しているとか、そ

ういうのもそれでも効果はあるんですけど、例えばどんな感じで押すとかどういう意識で

押すとか、それだけで全然変わってきますので。 

 

健康管理って基本的には毎日やるものなので、毎日やって 5年とか 10年とか続けていくと

ちょっとの差がどんどんどんどん蓄積されていくと相当広がってきますので。第一話で石

崎さんとね、歳が若く見えるというのも、それもだから毎日毎日これからやっていけば 5年

後 10年後みんなは勝ち組になれると思いますので、ぜひ健康師の方を身に付けていただき

たいと思います。 

 

吉村：先生ありがとうございます。 

 



    

 

柳田：そしてもう少し詳しく説明させていただくと、健康師とはこちらです。 

 

吉村：“正しい健康の知識を持ち、自分の身体は自分で整える健康師とは？健康に対する正

しい考え方（価値観）と HQ（Health Intelligence Quotient健康知能指数）を持ち、自分

と周りの人をケアし、健康にし、幸せにする手技を持つ人”。 

 

柳田：情報は溢れていますけど、Intelligence に消化して本当に必要な正しい考え方と価

値観、哲学、そういったものプラス実際の手技、両方ですよね、それを持ち合わせた人が健

康師だということなので、我々日本人だけじゃないですけれども世の中一般の人も全てが

対象になるものだと。 

 

吉村：こういう方が増えたら将来明るいですよね、本当に。 

 

柳田：そうですね。非常に意義のある活動だと思っております。そして HQも繰り返しにな

りますけれども、こちらですね。 

 

吉村：“これからの現代人に必須の知識とスキル‐HQとは？ 知性（IQ）と心（EQ）の知能

指数に続く人生 100年時代を健康に幸せに生きるための必須の知識とスキル”。 

 

柳田：ということでぜひこの HQを身に付けていただいて健康師になっていただきたいと思

いますけれども。ビジョンこちらですね。 

 

吉村：ビジョンです。“人生 100年時代を迎える中、社会全体の「健康」に対する認識を変

え、セルフケアを通じて自分の健康は自分で守るという社会を創造する”。 

 

柳田：これはもう長谷先生のビジョンにもつながるわけですけれども。一言いかがですか？ 

 

長谷：そうですね。繰り返しになるんですけど、健康というとかなり幅広い解釈にあるんで

すけど、やっぱり永遠のテーマだと思うんですよね。スクールとかでも「健康」という単語

だけでいろいろなディスカッションをさせたりしているわけですけど、健康に対する考え

方とか価値観ですよね、その辺を共有できる人たちを自分の周りに置きたいと。 

 

その輪がなるべく大きくなっていけばいい人ばっかりになりますので、ちゃんとしたまと

もな人間が増えますので。まともな人間が恋愛してまともな子供を産めばどんどん日本の

将来は幸せなつながりになりますのでね。ぜひこの機会に。 

 

柳田：そんな社会を創造するということで、だからこそ一治療家の垣根を超えた行動をされ



    

 

ていて、先ほどのインストラクターの方々もおっしゃっていましたけど、こんなに志が凄い

ところにある治療家見たことないということで。 

 

今も実際にいろいろ論文をやられていたりだとか、いろんな超有名な大学と共同研究され

ていたりだとかいろいろされていますよね。それもこういう社会を作っていこうと。 

 

長谷：そうですね。やっぱり進化とか努力しなくなったら終わりだと思いますので。現状維

持は退化と一緒ですから。 

 

柳田：なるほど、なるほど。 

 

吉村：また長谷語録が、追加したいですね。 

 

柳田：現状維持は退化だということで、今またいただきましたけれども。でも本当にここの

ビジョンに少しでも共感される方、これは壮大ですけれどもやっぱりそれは一人一人によ

って生み出されるものですからね。 

 

長谷：まずだから自分の身体、自分の周り、自分の家族を健康にするっていうのから始めて

もらう感じでいいと思います。 

 

柳田：ということで、いよいよ次回はこの健康師の本講座、プログラムのより詳細な説明を

ご案内させていただくんですが、今回まででも入りたいっていう方、僕らもかなりなってい

ますのでこれはいるんじゃないかなと非常に思いますけれども。続々と体験セミナー埋ま

っております。 

 

吉村：体験プレセミナー、本当に生の長谷先生の声やお気持ちを聴ける大事な機会となりま

す。“「健康師」養成プログラム説明会”募集もこの時にも行いますので、ぜひお時間許す方、

それからお運びいただける方はお待ちしておりますのでお申し込みをよろしくお願いいた

します。 

 

柳田：そして、今回もコメントをいただければと思います。 

 

吉村：今回もいろんなことをお伝えできたと思いますので、沢山のコメント待っております。 

 

柳田：ぜひ健康師に対する意気込みとかこういうことも教えてほしいとか何でもいいので、

そういうことも聞いてみたいなと思います。そしてコメントいただいた方にはこちらです

ね。 



    

 

 

吉村：今回のコメント特典のプレゼントは、インストラクターの皆さんの特別収録動画パー

ト 1、長谷式セルフケアの可能性についてお話いただいていますので、こちらぜひこのセッ

ション 1・2・3と合わせてお楽しみいただけるんではないかと思います。 

 

柳田：インストラクターの方々が。さっきは便秘について語っていましたけど。セッション

2では。 

 

吉村：今回は、長谷式セルフケアの可能性というど真ん中の内容でやっていただいておりま

す。 

 

柳田：ということでですね、できれば本当にプレセミナーまず来ていただいて、その上で本

講座についても知っていただきたいんですが、どうしても来られないという方、そういった

方も WEBで後ほど、プレセミナーの後、募集をさせていただく予定になっています。それも

やっぱり人数の制限というのがありますので、こちらですね。 

 

吉村：通常募集より早く申し込める優先案内枠もご用意しております。ぜひご興味ある方は、

WEBの通常募集よりも早くお申し込みできますので「優先案内枠」ご登録をお待ちしており

ます。 

 

柳田：ということで、いよいよ次回はこちらです。 

 

吉村：第 4話は“the HQ「健康師」養成プログラム全貌”を公開いたします。 

 

柳田：ということなので、ぜひ次回もう絶対にお見逃しのないように、次回こそはアンバサ

ダーが帰ってくると思いますので。そして長谷さんに続くインストラクターの方々もオー

ルスターズで登場していただく予定ですので。 

 

吉村：あの方も来ます。 

 

柳田：あの方も来るということで、ぜひ皆さんお見逃しのないようにご覧下さい。というこ

とで今回もありがとうございました。 

 

全員：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。  

 

『健康師』に対する意気込みや、 

セミナーで教えてほしい事、動画の感想などを 

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 

特別収録動画『長谷式セルフケアの可能性』」 

をプレゼントいたします。 

 

それぞれがプロの治療家である先生方は、 

「長谷式セルフケア」をどのように捉えているのか。 

また、その可能性はどれほどのものなのか。 

プロの視点から語っていただいています。 

 

この映像をご覧いただければ、 

ますます長谷式セルフケアを身に付けたくなるでしょう。 

 

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/dhioew/#coment 

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

