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体質研究所主宰・桜ヶ丘整体院院長

松原秀樹

﹁魔法の手﹂
と呼ばれるその治療家は︑
独自の
﹁開節法﹂
で
数多くの腰痛を治してきた︒そしていま︑痛みを取るだ
けでなく真の健康体をつくるために︑さまざまな啓蒙活
動を進めている︒
そこにあるのは︑まさに患者のための治
療だ︒

さらなる高みをめざして
奥義を極める技の求道者

17

「腰が痛くなる人は、
必ず痛くなるような生活をしています。
だから、
まずそこに興味を向けてもらいたい。
原因を改善する努力をしなければ、
腰痛は治りません」

PROFILE

松原秀樹
12 年 に わ た る 武 術 と 手 技 を 経 験 後、
1998 年に合気と骨格矯正を融合した「開
節法」を考案。合気道四段。体質研究所
＆桜ヶ丘整体院＆合気ウォーキング教室
を主宰。著書に『開節法フットケア』
（知道出版）
『賢い人は早く治る！知らな
い人は治らない』
『アイキ・ウォーキン
グ』
（BAB ジャパン）ほか、また DVD
に『 合 気 に 学 ぶ 身 体 操 法 』
『開節法
BASIC 』
『 開 節 法 ADVANCE ① ② 』
（BAB ジャパン）
『病院で教えてくれな

273

い目からウロコの腰痛解消法』
（Catch
the Web 社）がある。

新・腰痛解消！「神の手」
を持つ18人

腰痛は「他力本願」では
治らない

限界があるというのだ。

したがって松原先生の治療は、まず原因を探

ることから始まる。どんな仕事を、どんな姿勢

でしているのか、くつろいでいるときの姿勢は

り患者さんの話を聞きながら、原因を突き止め

「整体院に来れば腰痛は治る、もしそう思って

桜ヶ丘整体院を訪ねた記者に、松原秀樹院長

て行く。原因がわからなければ、治療のロード

どうか、胃腸の具合はどうか……など、じっく

は 開 口 一 番、 こ う 言 っ た。 患 者 さ ん た ち か ら

マップを描けないからだ。

いるとしたら、それは大間違いです」

「魔法の手」を持つといわれる松原先生だが、

は、重いものを持ったり、長時間の立ち仕事な

腰痛の原因とは、何だろうか。まず浮かぶの

ない」と言わしめるものは、何だろうか。

ど、腰に負担をかける動作だ。しかし先生の答

その先生をして、
「施術を受けるだけでは治ら

「腰が痛くなる人は、必ず痛くなるような生活

えは、記者の予想に反するものだった。

腰には１７０キロの圧力が
かかっている

をしています。それが何かは一人ひとり違いま
すが、原因は必ず毎日の生活のなかにあるんで
す。だから、まずそこに興味を向けてもらいた
い。原因を改善する努力をしなければ、腰痛は

ときの姿勢ですね。猫背で腰掛けるだけで腰の

「いちばん多いのは、デスクワークをしている

腰痛の原因は、毎日の生活のなかにある。そ

椎間板には約１７０キロもの圧力がかかるんで

治りません」

れを解決しなければ、いくら「魔法の手」でも
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すよ」

ｋｇとするとその

こう話す松原先生の言葉に、まず驚いた。１

７０キロ！？ 上半身の重さを

距離に

キロのおもりを乗せると、支点には

20

「天秤を考えるとよくわかります。支点から等

勢』こそが腰痛の原因だと、松原先生は言う。

の『前屈みになって前方に腕を伸ばしている姿

たたいたり、書き物をしていないだろうか。こ

屈みになり、前方に腕を伸ばしてキーボードを

人は、自分の姿勢を振り返ってみてほしい。前

パソコン作業などのデスクワークをしている

４倍以上の圧力が腰にかかっていることになる。

40

キロしかかかりま

キロの重さがかかる。ところが支点

の真上におもりを置けば、

かかる負担が大きくなるんですよ」

せん。つまり、頭が前に出れば出るほど、腰に

10

支点には

キロの重さがかかりますね。１対５の距離なら、

10

60

イラスト（上記）を見ると、松原先生の説明
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デスクワークの姿勢と天秤の比較

5cm

新・腰痛解消！「神の手」
を持つ18人

行くほど、背筋が強く引き伸ばされて背中や腰

の筋肉が頭に引っ張られて緊張する。頭が前に

がよくわかる。頭を前に倒すと、首から腰まで

張するから血管が収縮して、血流が悪くなる。

骨に沿って交感神経が走っているが、これも緊

て内腔が狭くなり、血行が悪くなる。また、背

引き伸ばされて、背骨が後ろに湾曲してくる。

背骨はどうだろうか。背骨の後ろ側の筋肉が

この背筋の強い緊張が続くとどうなるか。椎

背骨の後ろ側は開いて、前側はつぶれた状態に

が強く緊張することになる。

間板に過大な圧力がかかるとともに、背中の筋

なる。

つまり、筋肉は張って血流不足になり、椎間

肉が切れそうになる。これが痛くなる仕組みだ
と、松原先生は指摘する。

板の前側はつぶされた状態になる。

「血流不足だと筋肉は酸素不足に陥り、無酸素

ていきます。また椎間板の弾力を保っているプ

背中の筋肉は伸ばされ、
緊張している
「腰痛の人は背中が縮んで硬くなっていると思

ロテオグリカンという物質も十分作られなくな

状態でエネルギーを作るから、疲労素が蓄積し

っていますが、そうではないんです。引き伸ば

るので、椎間板の弾力が失われてしまう。その

そう言って松 原先生は、「下腹重心」 と「肛

されて、突っ張っているんです。だから腰が痛

この引き伸ばされた背中の状態を、ミクロで

門重心」の写真を見せてくれた。腰痛の人は例

結果、腰痛が起きるんですよ」

見てみよう。背中の筋肉（脊柱起立筋）が引っ

外なく、「肛門重心」になっているという。

くなるんです」

張られると、その筋肉内の血管も引き伸ばされ

276

hideki matsubara

17

肛門重心の姿勢は、デスクワークの姿勢とほ

番、

番、腰椎の１番、２番

ぼ重なる。前屈みで、背中が丸まった姿勢だ。
これだと胸椎の

12

これをさらに悪化させるのがストレッチだと、

っくり腰の正体ですよ」

ら、筋繊維の一部がブチッと切れる。それがぎ

した状態で、ものを持ったりかがんだりするか

ぎっくり腰もそうですよ。背中の筋肉が緊張

けた結果にすぎないんです。

すべり症というのは、腰椎に強い圧力をかけ続

症になったりします。つまり椎間板ヘルニアや

間板ヘルニアになったり、腰椎がずれてすべり

椎間板が押しつぶされて、髄核が飛び出して椎

「何時間も腰椎に強い圧力がかかり続けると、

かっている。

説明したように１７０キロという強い圧力がか

あたりが最も後ろに弯曲し、腰椎には、先ほど

11

松原先生は言う。髪の毛を引っ張られれば痛い

277

松原秀樹 先生
GOD HAND FILE

肛門重心（左＝ ）下腹重心（右＝○）
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向かう血流が悪くなる。そのため腰痛が起きる

胃下垂とは、胃が伸びて下がっている状態を

充血した目をこすると、さらに赤くなって悪

というのだ。胃の重心は左側にあるので、主に

のと同じで、何時間も伸ばされて緊張した筋肉

化してしまう。それと同じで、充血した筋肉を

左側の血流が圧迫されて、左側に腰痛や坐骨神

いう。胃が下がって重くなると、当然体は前屈

押したりもんだりすれば、筋肉内の微細な血管

経痛が起きやすくなる。

を、ストレッチしてさらに伸ばせば痛みが増し

が破れて内出血するから、さらに痛みが増して

「胃が下垂する原因は、砂糖なんですよ。砂糖

みになって背筋が引き伸ばされる。また胃が下

しまうのだ。

は筋肉を弛緩させて、胃腸の蠕動運動を弱くす

て当然だろう。また、強い指圧やもみほぐしも

「腰痛の人は背中を伸ばすのではなく、反らし

るんです。とくに食事の前に砂糖の入ったもの

がると、下腹部の血管を圧迫するので、下肢に

て縮めなければいけないのです。それなのに反

を食べると、胃が動かなくなります。そこに食

禁物だという。

対のことをして、どんどん腰痛を悪化させてい

べ物が入っても食べ物は消化されず、食物が胃

冷えは、冷房や冷たい外気に当たるだけでは

それが腰痛を引き起こす。

だ。冷えれば血行が悪くなり、筋肉も硬くなる。

また、足腰が冷えるだけでも腰痛になるそう

液を吸収して重くなって下がるんですね」

るんです」と、松原先生は嘆く。

胃下垂や足腰の冷えも
腰痛の原因になる
意外なのは、胃下垂も腰痛の原因になるとい
う話だった。
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って、足や腰を冷やす。

えると、そこで冷えた血液が下半身に流れてい

ない。たとえば冷たいビールを飲んで胃腸が冷

というのが私の治療の要です」

す。その前側を開いて、背骨を本来の形に戻す

て、背骨が後ろに弯曲して前側がつぶれていま

「腰痛の場合は、背中の筋肉が長時間伸ばされ

背骨の本来の形は、「下腹重心」の写真でわ

「だから食生活も大事なんです」と松原先生。
日常の食生活や注意点については、あとでふれ

者さんには原因を改善するアドバイスをする。

このように問診をして原因がわかったら、患

筋肉を柔らかくするためにオイルマッサージを

としても痛くてできない。そこで、まず背中の

し背骨が硬い人に、いきなり背骨を反らせよう

かるように、腰椎が前に反っている形だ。しか

その一方で、
「魔法の手」による施術を行い、

行う。これだけでかなり腰痛が楽になるという。

ることにする。

痛みを軽減していく。この両輪があって初めて、

「オイルマッサージにはすぐれた効果がありま

ギー」が宿っています。オイルは植物の『生命

です。種子には発芽して成長する「生命エネル

もオイルは、植物の種子をしぼって作ったもの

すが、意外と知られていないんですよ。そもそ

腰痛は治癒していくのだ。

骨を揺らしながら
筋肉をゆるめる「開節法」
松原先生の治療は、一般的な整体やカイロプ

松原先生によると、オイルは４分半で骨髄ま

エネルギー』が凝縮した液体なんですよ」

バキバキならす施術ではない。骨や関節を細か

で浸透するそうだ。オイルが浸透すると細胞は

ラクティックのように、ギュウギュウ押したり、

くゆらしながら、筋肉をゆるめていく手法だ。
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つぶれた椎間板の前側を開き、緊張した背中の

開節法は、小さく骨や筋肉を揺らすことで、

される。こうして筋細胞が浄化されるとともに、

筋肉を縮める施術だ。つぶれた関節面が開くと、

浸透したら、背骨を揺らしながら矯正する。こ

どんどん筋肉がゆるんでいく。オイルが皮下に

くなる。その結果痛みが緩和し、背骨も本来の

時に、反対側の膨張した筋肉はゆるんで柔らか

に体液が吸収されて弾力を取り戻していく。同

280

活性化し、蓄積された老廃物がリンパから排出

軟骨や筋肉や血管を柔軟にする作用がある。

の施術が、独特だ。魚がゆらゆら背骨を揺らし

状態に戻るというわけだ。

ちょうどスポンジが水を吸い込むように椎間板

ながら泳ぐように、仙骨から軽く背骨を揺らし

「背骨を揺らせば、もみ返しを起こさずに、あ

このオイルの作用とマッサージの相乗効果で、

ていく。それによって背筋がさらにゆるみ、骨

っという間に首から腰までゆるみます。そして、

この開節法の原理を生かして開発したのが、

正しい姿勢をつくる
開節法マシン

背骨もおのずと矯正されるのです」

がいい形に矯正されていくのだ。
こ の 揺 ら す 手 法 こ そ、 松 原 先 生 が 開 発 し た
「開節法」だ。それがどのような手技か、簡単
に説明しておこう。
「開節法」という名前でわかるように、つぶれ
た関節面を開く手技のことだ。先ほど見たよう

年間の臨床

経験から得た「万病を治すための三要素」が機

「 開 節 法 マ シ ン 」 だ。 松 原 先 生 が

張した状態だ。反対におなか側は縮んで、椎間

械で実現できる。その三要素とは、①交感神経

に、背中のこりは、背中の筋肉が伸びきって膨

板の前側がつぶれている。
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の緊張をゆるめる

②胸郭を開く

③下肢の血

流を促す……の３つだ。マシンは「バック・ウ
ェーブ」
「バックシェイプＤＸ」
「レッグシェイ
プ」の３つがある。記者も体験してみた。
・バック・ウェーブ
これは、背骨を揺らすマシンだ。ひざを軽く
曲げ、仰向けになってマシンに乗ると、腰が細

0

0

0

0

開節法マシン

かく左右に揺れる。先生が仙骨を開節法で微細
に揺らす感じによく似ている。
「魚は背骨を細かく揺らして泳ぎますが、その
動きを再現したのがこの器械です。原理は西式
健康法の金魚運動と同じですが、市販の金魚運

0

動器とは違います。金魚運動器は〝ひざを伸ば

0

し た 状 態 で 足 か ら 〟 揺 ら す ん で す が、 こ れ は
〝ひざと股関節を曲げて腰から〟揺らします。
背中や腰をゆるめるには、ひざと股関節を曲げ
て腰から揺らさないとだめなんですよ」
この器械で背中をゆるめると、交感神経の緊
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背骨が楽に反れるようになって、胸郭が開くん

ふだん肛門重心の姿勢でいると、両肩が前に

張が解ける。その結果、血流やリンパの流れが

５分ほどバック・ウェーブで背骨を揺らした

出て胸郭が落ちて閉じている。そのため呼吸力

ですよ」

だけで、張っていた腰がとても軽くなった。こ

が弱くなり、体内が酸素不足になる。だから、

よくなったり、免疫力が上がる。

れだけで腰痛がよくなりそうだ。

背骨を反らせて胸郭を開くことが大事だと松原
先生は言う。

・バックシェイプＤＸ
バック・ウェーブが終わると、今度は腰の上

また再三述べてきたように、背骨を反らせば、

つぶれていた椎間板の前側が開き、椎間板の弾

部（腎臓のあたり）がぐーっと持ち上がり、続
いて胸椎（肩甲骨の間）が持ち上げられて、背

力も回復する。

分しただけで、

年来

このバックシェイプＤＸは、家庭用も市販さ

骨が反った状態になる。胸椎が持ち上がると、
両肩が下がって胸郭が開く。その姿勢を数秒間

れている。これを一日

の腰痛が２週間で治った人もいるそうだ。

保ったあと、エアが抜けて背骨が水平になる。
これを何度も繰り返し行ってくれるのがバック

グシェイプで両足のふくらはぎをプルプル揺ら

バックシェイプＤＸを受けている間に、レッ

「後弯した背骨を理想的な形に戻す器械です。

ふくらはぎの筋肉は、「第二の心臓」と呼ば

してもらった。

でできるようにしたんです。これに乗るだけで

手技（開節法）で背骨を反らせる動きを、器械

ので、非常に気持ちがよい。

・レッグシェイプ

25

シェイプＤＸだ。背中のこりが取れ、胸が開く

20
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れている。歩くとこの筋肉が収縮して、ちょう
どポンプが水を汲み上げるように、静脈血やリ

起きて、血流やリンパ液の流れがよくなり、心

と、筋肉内の毛細血管とリンパ管に毛管現象が

レッグシェイプでふくらきばの筋肉を揺らす

だ。ここでは松原式オイルマッサージや開節法

法・システム」の頭文字を取ったＭＫＳ整体院

０ ９ 年 秋、 新 宿 に オ ー プ ン し た。「 松 原・ 開 節

この開節法マシンを体験できる治療院が２０

「開節法マシン」の
すごい効果！

臓に戻るのが促される。その結果、足腰の冷え

などの手技とともに、気軽に開節法マシンによ

ンパ液が上半身に還流される。

やむくみが改善し、全身の血液循環がよくなる

待ち合い室に置かれたノートには、患者さん

る治療が受けられる。
分で

という効果が得られる。
３つのマシンを使った時間は、わずか

の感謝の気持ちがビッシリ書き込まれている。

歳、男性）は椎間板ヘルニアによ

そのいくつかを紹介しよう。
Ｔさん（

る腰痛で、初診時には

センチの歩幅で足を引

ンに乗る前は背中が硬くてあまり反れなかった

肉がゆるんだことを実感できた。

きずるように歩いてきた。初日はオイルマッサ

マシンから降りて、後ろに反ってみた。マシ

リラックスした。

あるが、仕事を忘れて思わず眠ってしまうほど

20

が、びっくりするくらいよく反れる。背中の筋

83

気に入って、その後ほぼ毎日来院して、マシン

ージを受け、マシンにかかった。このマシンが

10

治療を受けたところ、１カ月弱で痛みがなくな

283

松原秀樹 先生
GOD HAND FILE

新・腰痛解消！「神の手」
を持つ18人

った。
「もう完全にどこも痛くない」と、最後

驚愕の証言をしてくれたそうだ。

の後１カ月半でウエストが３センチもやせたと、

歳のＷさん（男性）
。自宅から駅まで８０

までいろいろな治療を受けてきたが限界を感じ、

別ページに掲載した。開節法と開節法マシンの
威力がよくわかる。

あなたの腰痛を治すのは
あなた自身！

オイルマッサージと開節法マシンを１回受けた

傾し、背中と腰はガチガチに張っていたそうだ。

いくらすぐれた治療を受けても、「悪くなる生

ない」と考え、患者にもそれを啓蒙してきた。

を患者自身が知り、それを改善しなければ治ら

松原先生は、これまで一貫して「痛みの原因

だけで痛みがほぼ消失。
「ウソのように腰が軽

活」を続けていれば、治らなくて当たり前だ。

だから、患者に賢くなってほしいと言う。そこ

真の原因を知らずにいろいろな治療を次々と

で２００９年の春から始めたのが、「ワイズア

なくなるという。４回目の施術とマシンで足の

試していくのは、見知らぬ土地で地図を持たず

歳・女性）
。左半身が冷たく、坐骨神経痛で左

感覚が戻り、しびれもほとんどなくなった。そ

カデミー」というセミナーだ。

36

足に絶えずしびれがあり、足の感覚がときどき

一 日 中 パ ソ コ ン 業 務 を し て い る Ｋ さ ん（

い」と、びっくりして帰ったそうだ。

「本気で治そう」と来院した。猫背で骨盤は後

体験者が直接寄せてくれた手紙があるので、

にご本人がそう言って帰って行ったそうだ。高

歳でも改善した貴重な例だ。

齢者の椎間板ヘルニアによる痛みは治りにくい
というが、

た

ここ数年で何度もぎっくり腰を繰り返してき

83

０メートルの距離を歩くのも困難だった。いま

49
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なく、よく眠れるようになりまし

また、体型の変化も驚きです。

た。体質まで変わったようです。

４カ月でベルトの穴４つ分細くな

り、体重・体脂肪も減り、横に広

がった体型が丸みを帯び女性らし

意識も変わってきました。姿勢、

施術を受けている
ときが最高の
ぜいたくな時間

夜中に、足がつって目が覚めるこ

食事、運動、心の持ち方、生活習

こうした体の変化だけでなく、

ともなくなりました。病院に何度

くなったのも、嬉しい変化です。
私はこれまで３回、腰椎椎間板

通ってもよくならなかった腰痛が

きの３回目がいちばんひどく、そ

慣を、ストレスにならない程度に

施術を受けてから、こうしたた

ても楽になりました。

ました。ですから、生活自体がと

よい方向に向けるようになってき
それだけではありません。姿勢

こんなに簡単によくなっていいの

が変わり、体の使い方が変わって、

かしらと思うくらいです。

た。朝起きると、腰はロボットの

日常生活が楽になってきました。

法の手（施術）と魔法の器械で、

くさんのうれしい作用があり、魔
また、いつもパンパンだった肩

心も体もとても癒されます。私に
薬が手放せなかった便秘症も改善。

総括的、根本的に治療していただ

最高にぜいたくな時間。そのうえ、

とって、施術を受けている時間は

がゆるんでこりが取れ、

年以上

胸郭が広がり、呼吸も楽です。

ように固まったまま。くしゃみを

たとき、偶然「新・開節法フット
ケア」という本に出合い、新宿の

ＭＫＳ整体院に通うようになって

ＭＫＳ整体院に通い始めました。

から、一度も薬は飲んでいません。

けるので、ほんとうに感謝です。

治療を受けるたびに足の感覚が
戻り、萎えた左のふくらはぎに筋

ドライアイや花粉症の目薬も必要

10

そんな状態が４年ほど続いてい

するのにも気を使います。

の後左の坐骨神経痛と、足の裏の

ヘルニアを患いました。

歳のと

沼田理恵さん
（仮名）
36歳

マヒした感覚が残ってしまいまし

32

MN

肉がついてくるのがわかりました。
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◎歩く姿勢

歩く姿勢も大事だ。松原先生は、腰やひざに

③肩幅くらいの歩幅でゆっく

とおのずと、腰椎が理想的に前弯した形になる。

チ）前に置く。そして胸郭を持ち上げる。する

心をお尻ではなく、股関節の指４本（約８セン

腰への負担が激減する。下腹重心の姿勢は、重

て冷えも取れない。また、半身浴や岩盤浴は逆

や菜食主義の食事をしていると、筋力が低下し

質と天然塩をしっかりとることが重要。減塩食

そこで冷たい食べ物や飲み物は避け、タンパク

体の冷えは血流を悪くし、痛みを惹起する。

286

に歩き回っているに等しい。早く目的地に着き
たければ、まず地図を入手することだ。

啓蒙している。この歩き方のポイントは３つ。

負担をかけない「合気ウォーキング」を考案し、

そ の 地 図 が、 ワ イ ズ（ wise
＝賢い）アカデ
ミーだ。３回で、姿勢・体温・食生活について

度開き、かかとから着地す

①つま先を外側に
る

レクチャーする。その中から、腰痛を治すため
に必要な姿勢や日常生活のポイントを紹介しよ

を心持ち上げる

②下腹から前足に体重を移動させて、胸郭

う。

り歩く

けて、歩いているうちに痛みを軽減できる。

この歩き方だと腰やひざが痛くても歩

◎座っているときの姿勢
肛門重心の姿勢が腰痛の最大原因であること

また、椅子は硬めのものを選び、柔らかいソフ

効果になる。体を芯から温めるには、汗をかか

◎冷えを防ぐ

ァやマットレスは避ける。横座りや体育座りが

ないように、遠赤外線ヒーターで足腰を温める
ほうが効果的。

よくないことは、言うまでもない。

は、すでに書いた。それを下腹重心に変えると、

30
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◎食生活
食生活での注意は色々あるが、とくに先生が
強調するのは砂糖のとりすぎだ。砂糖をとりす

開節法 HP▶http://kaisetsuho.com

ぎて高血糖になると、血管の内壁が傷ついて動

住所▶東京都新宿区西新宿 8-2-25
NS プラザ新宿 6F
TEL▶03-5937-4315
診療時間▶12：00〜20：00
休診日▶月・火曜日

脈硬化が進行する。それによって慢性的に血流

MKS 整体院

が悪くなり、慢性的な痛みや虚弱体質になる。

住所▶〒206-0011
東京都多摩市関戸 4-23-1 6F
TEL▶042-373-8678
診療時間▶14：00〜20：00
休診日▶月・火曜日

脊椎が変形する原因も「高血糖」にある。

桜ヶ丘整体院

「原因を理解した人は治りが早い」と松原先生

ACCESS DATA

は言う。もし、いままで何をしても腰痛が治ら
ないとしたら、ワイズアカデミーに参加して、
自分の生活をふり返ってみるといいだろう。
冒頭に書いたように、腰痛は他力本願では治
らない。まずあなた自身が腰痛の原因に目を向
け、本気になって原因の改善に取り組むことだ。
そのうえで松原先生の「魔法の手技」を受ける。
早く腰痛と縁を切るには、これがいちばんの近
道かもしれない。
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