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整体院京谷院長

京谷達矢

﹁診断なくして治療なし﹂ この言葉にあるように︑京
谷院長最大の武 器は痛みの原 因を見つけ出す﹁ 筋 力 診
断﹂
だ︒
原因がわかれば︑
いとも簡単に痛みが取れる︒
軽々
とやってのけるその手技は︑まさに﹁神の手﹂以外の何も
のでもない︒

│

原因治療で医療に挑戦する
腰痛治療の「名医」

07

「ひずみのある骨格や筋肉を
もとの状態に
戻してあげることによって、
はじめて自然治癒力のスイッチが
オンになり、
快方に向かうのです」

PROFILE

京谷達矢
富山県生まれ。2000 年、中国黒龍江省
中医薬学大学の名誉教授を師に研鑽を積
み、東京銀座のサロンの院長に抜擢され
上京。スクールの講師としても人気を得
る。芸能人や医療関係者など年間 2000
人以上の施術をし、腰痛から難病治療ま
で数々の症例を持つ。06 年、整体院京
谷を開院。現在は、保育園や老人会など
で食育健康セミナーを開き、社会福祉な
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どボランティア活動にも力を入れる一方、
「治せる整体師」の育成に力を注ぐ。

新・腰痛解消！「神の手」
を持つ18人

「私は整体師ではない。
治療家です」
ＪＲ半田駅を降りると目の前に、
「名医」と
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「私は整体師ではありません。治療家です」

この言葉には、自身の手技に対する強い自信

と自負がうかがえる。先生が機会あるごとに用

いている「医療への挑戦」というコピーにも、

私たちは整体院に、何を求めて行くのだろう

治療への強い気概が感じられた。

谷 」 は あ っ た。 医 師 で は な い の に あ え て「 名

か。いうまでもなく、いまある痛みや不調を取

呼 ば れ る 京 谷 達 矢 が 院 長 を 務 め る「 整 体 院 京

医」と書いたのは、そう書くだけの理由がある

れは単なる気休めやリラクゼーションで終わっ

り除いてもらうためだ。しかし往々にして、そ
歳にして全国の長命院

からだ。
京 谷 先 生 は、 弱 冠

てしまうことが多い。

しかし京谷 先生は言う。「私は『癒し 』では

歳のとき

っただ中、先行きは暗かった。そんなときテレ

だった。当時携わっていた建築業界は不況のま

京谷先生が治療家を志したのは、

痛みや不調に向きあい、治してきたのだ。

実際、院長はさまざまな角度から患者さんの

しています。だから治療家なんです」と。

名古屋校校長、銀座リンパ療法学院学院長、長

年のこと。

なく『治す』ことに主眼をおいて総合的に治療

て半田市に開業したのは、平成

ここでは、過去の輝かしい経歴にはふれない。
それよりもいま注目したいのは、一整体師とし
ての、京谷先生の力量である。
しかし、その「整体師」という言葉に、京谷
先生から「待った」がかかった。

28

18

命整体医道助教授などを歴任してきた。独立し

（整体院）総院長を務め、ＪＣＳ整体スクール

39
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体治療を知らないわけではない。自分が治して

に行って自分の体をケアしていた。だから、整

痛持ちだった京谷先生は、よく整体院や鍼灸院

た。はじめは興味半分。当時、野球が好きで腰

ビで、生徒を募集している整体スクールがあっ

つつある」途上なのだという。

それは完成形ではない。いまも「謙虚に進化し

在の「整体院京谷」の治療体系だ。しかしまだ

日々が続いた。その中から確立されたのが、現

関 連 書 籍 を 読 み、 施 術 を 重 ね て、 研 鑽 を 積 む

それからは夢中になってその治療法を学び、

原因がわかる診断法があるなら、自分にもでき

だったのか」という思いと、
「こんなに簡単に

「いままで受けていた整体治療はいったいなん

きる。目から鱗が落ちた。

単に痛みの原因がわかり、痛みを取ることがで

力テスト）
」という診断法を使うと、いとも簡

とはまったく違う世界だった。
「筋力診断（筋

「ひと言で言うと、その人の筋肉を道具として

も取り入れられているそうだ。

診断テクニックのこと。アメリカでは医学会で

ー（ＡＫ／応用運動機能治療学）の根幹となる

ート博士が創始したアプライド・キネシオロジ

プラクティックドクター、ジョージ・グッドハ

た「筋力診断」だ。これは、アメリカのカイロ

その治療体系のコアになるのが、先ほど書い

筋肉を使って
体のゆがみを診断する

もらうだけでなく、治す側になるのもいいかな。
そんな軽い気持ちで説明会に行ってみた。
しかし説明会に行って、その軽い気持ちは吹

るかもしれない」という思いが交差したとき、

使い、体のゆがみや異常を診断するものです。

き飛んだ。それは、自分が知っている整体治療

治療家に転身する決意が固まった。
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この原理は、大村恵昭先生が考案されたオーリ
ングテストの基にもなっています」と京谷先生。

トリング筋）をよく使います。大きい筋肉のほ

私は肩の三角筋や太ももの後ろの筋肉（ハムス

「オーリングテストは指の筋肉を使いますが、

それがその人の体質に合うかどうか探る方法だ。

の手に調べたいもの（薬や食品など）を持ち、

う。片手の指でＯ型のリングを作り、もう片方

使ってもいいですが、しっかり力の入る筋肉を

「診断に使う筋肉は３６０ほどあって、どれを

使ったのが、左足のハムストリング筋だ。

れを筋力診断で調べる。そのとき診断筋として

とがわかった。何が原因で右足が短いのか。そ

を調べると、記者は右足が２センチほど短いこ

まずは、治療台にうつぶせに寝る。足の長さ

診断も確認もできる
驚異の筋力診断

うが患者さんにわかりやすいので、情報を共有

選びます」と京谷先生。

オーリングテストは、ご存知の人も多いだろ

しやすいんです」

が自分の体で体感できる。だから説得力がある。

方向（お尻の方向）に力を入れる。これが綱引

足首を持って下に引っ張り、同時に記者は反対

左足のひざを曲げる。合図とともに、先生が

しかし診断しながら行う整体テクニックとい

きのように拮抗すれば、この筋肉はしっかり力

と京谷先生が言うように、この診断法は患者

うものを、記者はこれまで見たことがない。い

が入り、診断筋として使えることがわかる。

診断（テスト）を行う。まず骨盤の左側に左手

このハムストリング筋を使って、骨盤の筋力

ったいどういうものか見当もつかない記者の顔
を 見 て、
「 話 よ り、 ま ず 体 験 し て み て く だ さ
い」と、体験治療を行うことになった。
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を当て、先ほどと同じことを行う。

先生の合図とともに、記者は上に

力を入れ、先生は下に引っ張る。

しっかり力が入って、問題はない。

次に右手を右の骨盤に当てて、

同様のテストを行う。記者の左足

は、先生の力に負けてヘナヘナと

下に下りてしまった。右の骨盤に

手をおくと診断筋に力が入らない

ということは、ここに問題（ゆが

み）があるということだ。

では、右の骨盤はどの方向にず

れているのか。

「骨盤は前上方、後下方、内方、

外方にずれます。前上方にずれて

いる（骨盤が上がっている）とき

は 後 方 に、 後 下 方 に ず れ て い る

（骨盤が下がっている）ときは前
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骨盤の診断

頭蓋骨・側頭骨矯正

神経リンパ反射。大腰筋の筋力テスト診断

新・腰痛解消！「神の手」
を持つ18人

先生が右の骨盤を少し上げると、足にしっか

いたい症状は取れますが、まだ残っている場合

り、正常に働く状態に戻ります。この段階でだ

うと、それに付着し弱化していた筋肉が強くな

り力が入る。次に骨盤を下に下げると、力が入

は、筋肉バランスの調整を行います。長年体を

方に矯正します」

らない。つまり記者の骨盤は右側が後下方にず

使っていると、筋肉にも弱い筋肉、強い筋肉が

て正していきます。こうしてひずみのある骨格

れている（下がっている）ことがわかった。そ

そこで、右の骨盤を上げるように矯正した。

や筋肉をもとの状態に戻してあげることによっ

出てくるので、そのアンバランスをチェックし

それだけで記者の足の長さはそろった。その確

て、はじめて自然治癒力のスイッチがオンにな

のために、右足が短くなっていたのだ。

認も筋力診断で行う。右手を右の骨盤に当てて、

り、快方に向かうのです」

ば、その場で矯正していく。

う具合に、全身に行う。そしてずれが見つかれ

関節、肩甲骨、側頭骨、腰椎のねじれ……とい

それを矯正すると、診断筋が強くなってゆがみ

がみがあるか、簡単にわかってしまう。そして、

な体験だった。診断筋によって、どこに体のゆ

京谷先生はこう簡単に言うが、これは不思議

体はすべての答えを
知っている

合図とともに左足に力を入れると、あら不思議。
前回はまったく力が入らなかったのに、今回は
しっかり力が入る。

「筋力診断は、体の土台である骨盤から行いま

が修正されたことがわかる。つまり診断と確認

これが筋力診断だ。同様のテストを仙骨、股

す。全身の骨格のゆがみが取れてバランスが整
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が、この筋力診断で瞬時にできてしまうのだ。
また矯正も簡単だ、カイロプラクティックや

ない。しかしじつは、その原因も治療法も、体

は全部知っているというのだ。

すべての情報を私たちに教えている。その声な

人間には筋肉というすぐれた診断装置があり、

関節を動かすこともない。ゆがんでいる方向と

き声に耳を傾け、あるべき姿に戻してあげるこ

整体のように、力を入れて押したり、バキバキ

秒ほど先生が手を当て

けで簡単に骨格や筋肉のアンバランスが正され

るだけだ。痛みも違和感もなく、たったそれだ

出してあげるというところに、京谷先生の治療

く。すなわち、患者の自然治癒力を最大限引き

とで、あとは患者本人の自然治癒力が治してい

は逆の方向に、わずか

ていく。先生の言葉を借りると、
「電子レンジ

の本質がある。

「体のアンバランスの良し悪しは見てわかるも
のではなく、診断に基づく以外にありません。

ずれているから右に戻してほしいと、患者さん

こが下がっているから上げてほしいとか、左に

てから、筋力診断に入る。骨盤から順に、全身

患者さんが来ると、まずカウンセリングをし

改めて、京谷先生の治療について説明しよう。

その診断は、すべて体が教えてくれている。こ

の体が要求しているんですね。その要求どおり

骨 盤 は 家 で い う と 土 台 で、 こ の 上 に 柱（ 背

なのは、骨盤、肩甲骨、側頭骨だ。

の骨格のゆがみを正していく。そのときに大事

腰痛の人は、自分の体のどこがどうなって腰

に正してやれば、必ず体は治っていくんです」。

骨格と筋肉の
バランスを正す

のチンより早い」ということになる。

20

痛が起きているのか、自分ではさっぱりわから
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へんなことになる。その骨盤と同じ役割をする

枢神経が通っているから。骨盤がゆがむとたい

骨）が立っている。背骨の中には脊髄という中

格・筋肉のゆがみは、最終的には側頭骨のバラ

気 が 治 る こ と も 多 い で す ね 」 と 京 谷 先 生。 骨

てよくなるんですよ。痛みだけでなく、心の病

「側頭骨のバランスが整うと、首から下がすべ

こうして骨格のゆがみを取った後、痛み、し

のが、上半身では肩甲骨だ。人間の体は上半身

関節と股関節、手首と足首、腰首（腰椎）と首

びれ、違和感などの異常があるかどうか、患者

ンスを整えて終わる。

（頸椎）は、それぞれ連動した働きをして、バ

さんは体を動かして確認する。それでも残って

と下半身に同じものがあり、骨盤と肩甲骨、肩

ランスを取っている。したがって骨盤がずれる

いるようなら、筋肉のバランスを整える。

筋肉のバランスの調整も、筋力テストで行う。

筋肉と内臓は
つながっている

と、肩甲骨もずれていることが多い。
骨格のズレの中で、京谷先生が最も重視して
いるのが側頭骨だ。骨格も筋肉も臓器も、最終
的には側頭骨がバランスを取っている。ここが
狂っていると、どんな治療をしてもよくならな

筋力テストを行うと、力の入らない（筋力が低

を強化するテクニックが、
「神経リンパ反射」だ。

い。だから必ず最後に側頭骨のバランスを取る。

いている乳様突起の位置でわかる。ちょうど耳

「筋肉を強くするリンパの反射ポイントがある

下している）筋肉がわかる。その弱化した筋肉

の後ろ、出っ張った骨の下だ。この高さが左右

んですよ。そこを刺激するとリンパの流れがよ

側頭骨のバランスは、側頭骨の後方下部につ

で違うと、必ずどこかに不調が出るという。
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腰椎狭窄を克服して
夫婦で海外旅行。
車いすも回避できた。

か、

代になってまた腰が重たく

しみにしていた海外旅行もお預け。

形外科で「腰椎狭窄」との診断。

退職した矢先、右足首を痛め、整

の夢でした。ところが、夫が定年

旅行に行こう。それが私たち夫婦

●手術しても、

はどんなに遠くても大丈夫です。

国など近場の旅行に出かけ、いま

ました。数ヵ月後には、中国や韓

り返すうちに、すっかりよくなり

また取ってもらうということをく

痛みは軽減、それが少し戻って、

ていられませんでしたが、いまは

ないやな感覚があり、じっと座っ

まで熱湯がズズズーッと走るよう

お尻から下全体がしびれ、足の先

けるようになったのです。以前は

くらいのうちには痛みが消え、歩

１回目から痛みが楽になり、

した。

●これからどんどん

そんなとき友達の紹介で、京谷

しかし治療は薬を処方されるだけ。

回

治療院などを訪ね歩きましたが、

歳）

そういう気持ち悪さもなく、立ち
高木艶子さん（

車いすになると言われて

じつは私も、お尻から足にかけ

仕事もできるようになりました。
を打ったのが腰痛の始まりでした。

が、ふつうの生活をするのにまっ

まだしびれが少し残っています

長く座ってはいられません。二人



10

たく支障はありません。

代のとき、階段から落ちて腰

65

そのとき放置したのが悪かったの

締め付けられるような痛みがあり、

40

結局痛みは取れませんでした。

広沢和美さん（ 歳）

リタイアしたら、あちこち海外

先生の整体院を知りました。通院

る」と言われ、ショックを受けま

しても車いすになる可能性があ

行 っ た ら、「 手 術 し か な い。 手 術

あんまり調子が悪いので病院に

つらく、思うように歩けません。

痛むようになり、立っているのも

60

しかし友人に紹介された京谷先

広沢和美さん
高木艶子さん
（仮名）

生のところに行くと、１回ごとに

62

海外旅行を楽しみたい

MN

そろってこんな状態ですから、楽

121
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しかし、刺激といっても強く押したりもんだ

秒ほど反射ポイントに手を当てるだけだ。

りするわけではない。先ほどの矯正と同じよう
に、

ある特定の内臓にストレスなどがかかってリン

したら、最後に重心（体軸）の狂いを見る。体

こうして全身の骨格と筋肉のバランスを調整

イントを刺激すると大腰筋が強くなり、同時に

する臓器は腎臓なので、腎臓のリンパの反射ポ

こうして体にゆがみやアンバランスのない状

これが治療の流れ、

安定し、持続するという。

30

122

くなって、筋肉が強化されるんです」
（京谷先
生）
。詳しく説明すると、こういうことだ。
リンパの反射ポイントは、じつは内臓につな

パの流れが悪くなると、そのリンパの反射点に

を前後左右から押し、倒れやすい方向で重心の

当てていると、筋肉がグッと強くなっていくの

しこりのようなものが現れ、対応する筋肉も弱

位置がわかるそうだ。腰痛の人はたいてい重心

がっている。筋肉と内蔵は深い関係があり、内

くなる。この反射点に刺激を与えると、低下し

の位置が狂っている。これが中心にないと、い

が京谷先生にはわかるそうだ。

ていた筋力が強くなり、同時に内臓機能も回復

くら骨格や筋肉のバランスを整えても、必ずま
た再発するそうだ。

腎臓機能も正常になる。リンパの反射ポイント

態になれば、痛みはその場で軽くなる。次に来

重心調整は簡単に改善でき、体のバランスが

を通して、内臓と筋肉がつながっていると考え

院したときに、そのうちのいくつかが戻ってい

分ほどで終わるという。

るとわかりやすいだろう。

筋が弱いことがわかったとする。大腰筋に対応

たとえば筋力テストで、腰の深部にある大腰

してくる。これが「神経リンパ反射」だ。

臓にはそれぞれ一対一で対応する筋肉がある。

20

完全に取れるそうだ。

これをくり返すうちに戻りがなくなり、症状が

れば、再び筋力診断と矯正を行ってそれを正す。

来院だった。Ｔさんは茶道の先生だが、歩くの

診の日は腰にコルセットを巻き、杖をついての

２カ月に１度はぎっくり腰を起こしていた。初

がやっとで、正座もできないとのこと。

治療初日、骨盤、股関節、腰椎、腓骨、側頭

や脊柱管狭窄症、脊椎分離症やすべり症などの

腰痛になって病院に行くと、椎間板ヘルニア

みもしびれも消失。正座、歩行も楽になって、

たので、再度矯正。３回目には戻りがなく、痛

まで回復。２回目に骨盤と側頭骨の戻りがあっ

骨などを矯正し、コルセット、杖なしで歩ける

病名がつく。
「しかし患者さんには、病名はい

治療を卒業した。現在再発なく、体調も良好。

「病名、症状に驚くな。
見た目に騙されるな」

っさい忘れてもらいます」と京谷院長は言う。

◎Ｓ・Ｔさん（

歳・女性）

ここにはヘルニアだからヘルニアの治療、狭窄

年前より腰痛がひどく、ベッドに横たわっ

たまま家事もできない。トイレで座るのも困難。

症だから狭窄症の治療という一点治療はない。
あるのはただ、体が発する声なき声に従って骨

歳・女性）

◎Ｋ・Ｕさん（

歳・男性）

回の施術で完治し、現在再発なし。

症状は右腰部の痛みと両足ひざから下のしびれ。

病院で第４腰椎すべり症、狭窄症と診断された。

しかしその治療で、確実に腰痛が改善してい

格や筋肉のゆがみを正していく治療だけだ。

10

15

ぎっくり腰を数回しており、１年前より腰全

123

62

35

く。そんな患者さんの事例を紹介しよう。
◎Ｔ・Ｆさん（

66

年前から右足大腿部にしびれと痛みがあり、
15
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体の痛みと左足裏の痛み、しびれがある。病院
では腰椎４番、５番の椎間板ヘルニア、坐骨神

この原因療法であることが、京谷先生の治療

原因を正せば
自然治癒力が働き出す

コルセット装着、電気治療などの治療を受ける

のいちばんの特徴だ。「診断ができて初めて治

経痛と診断された。病院でブロック注射、牽引、

が効果はなく、１年間休職をよぎなくされた。

療ができるんです」と院長が言うように、まず

「原因ありき」なのである。

Ｋさんは８回の骨格矯正で症状消失。再発は
なく、仕事にも復帰できた。

軽い人なら１回、ひどい人でも数回から十数回

手術などだ。しかし治療を受けても治らないの

注射、牽引、コルセット、運動療法、温熱療法、

病院で行う腰痛の治療は、薬、神経ブロック

で痛みはなくなる、最終的に筋力診断をしてす

は、あるいは手術を受けても再発するのは、そ

このように治療回数は症状によって異なるが、

べての筋肉が強くなっていれば、治療終了だ。

よくなって再発していないのは、それが対症療

たという重症の腰痛患者が多い。そんな人でも

れを抑えようとしても、痛みの原因である体の

み』」として訴えているんです。薬や注射でそ

「 体 は、 骨 格 や 筋 肉 の ア ン バ ラ ン ス を『 痛

れが対症療法にすぎないからだ。

法ではなく、原因から治す原因療法だからだろ

ゆがみがそのままなら、痛みは取れません。ゆ

整体院京谷には、どこに行っても治らなかっ

う。

がんだ骨盤は、薬を飲んでも、ブロック注射を

しても、もとに戻るわけがないのです」
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もてはやされる外科医を、こう揶揄した。

で治せ」と繰り返す京谷院長は、
「神の手」と

そして、
「対処療法でごまかすな、原因治療

「アレッ

生がちょっと手を当てると力が入るようになる。

断でまったく力が入らなかった筋肉に、京谷先

それにしても、この治療は不思議だ。筋力診

」という感じだ。なぜこんなことが

「股関節の痛みを取るのに、股関節を切って金

の位置も狂ったまま足の長さだけ整えても、単

『神の手』ですか。骨盤はゆがんだまま、内臓

具を入れて歩けるようになって、それが本当に

低下するという説と、体は有益な情報を得ると

ずれやゆがみがあると微弱電流が乱れて筋力が

「人間の体には微弱な電流が流れていて、体に

起きるのだろうか。

強くなり、不利益な情報が入ると弱くなるとい

自然に治って行くのです。それを私は手助けし

とは患者さん自身の自然治癒力が働きだして、

「痛みを起こしている原因をすべて正せば、あ

対する圧倒的な信頼がある。

の力だけで行う。そこには、人間の潜在能力に

体内で眠っている治癒力や診断力といった人間

なくなるといわれています。自分にとってよい

動くけれど、毒だと筋肉が動かなくなってかめ

えば草食動物は、食べてよい草なら顎の筋肉が

に働き、不利益な刺激はマイナスに働く。たと

いでしょうか。つまり体に有益な刺激はプラス

え方をするとシンプルでわかりやすいのではな

その両方とも正しいのでしょうが、後者の考

う説があります。

ているだけ。だから、どこに原因があるか探し

ものと悪いものを判別する能力があるから、よ

薬もいっさい使わない。何も使わず、その人の

その京谷先生の治療は、機械も器具も装具も

なる対症療法にすぎません」

!?

出す筋力診断がすごく大事なんです」
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「京谷整体院はスタッフに支えられています」と京谷院長

い刺激を受けると筋肉が強くなるのです。

考えてみてください。上にずれている筋肉に

対してさらに上に力を加えれば、よけい悪化し

て体は拒否するでしょう。下に下げてやれば、

本来の姿に戻って体も喜ぶはずです」

人間には、元の姿に戻ろうとする強い復元力

がある。それは、自然治癒力という言葉に言い

換えてもいい。本来のあるべき姿に戻れば痛み

はなくなるという京谷先生の治療は、たしかに

シンプルでわかりやすい。

医療に挑戦！ 手術も薬も
注射も必要なし

「どこへ行っても治らない」
「もうあきらめた」

「手術をすすめられているけどやりたくない」

「痛み止めはもう飲みたくない」

多くの患者さんは、こんな思いで整体院京谷
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の扉を叩いていることを、京谷先生は知ってい
る。しかし、その扉を送り出されるとき、ほと
んどの患者さんは手術も電気も湿布も注射もす
ることなく、改善している。
「一日でも早く快方に向かうよう、治療法や通
院のペースなどについて最善の提案をし、心の
通う治療を心がけています」と京谷先生。
先生は、最後にこう言った。

住所▶〒475-0887
愛知県半田市御幸町 1 番地
知多繊維会館 2F
TEL&FAX▶0569-26-7707
HP▶http//www.kyoutani358.jp
受付時間▶予約制
9：00〜12：00
15：00〜19：00
休診日▶土曜（午後）・日・月曜

「自分のやっている治療がすべてだとは思いま

整体院京谷

せん。ですが、ほんとうにすばらしい治療だと

ACCESS DATA

思っています。だから、少しでも多くの困って
いる人に、この治療法を知っていただきたい。
そのためには、もし私の考えに共鳴する方がい
たら、私の医道の門を叩いていただきたいと思
います。それで、治せる治療家が一人でも増え
れば、それに勝る喜びはありません」
その熱意あふれる語り口に嘘はないと思った。
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