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〝ＩＱ治療家〟の姿だ

︱

︒

先生

の︒ それは 持 てる 才 能 を 総 動 員して 患 者 と 向 き 合 う

とされる手 技を確 実に見極める︑施術スタイルそのも

いう異色の経歴をもつ治療家が手にした武器は︑必要

選び︑どんな痛みも取り除く︒元プロキックボクサーと

主訴の原因を見抜き︑会得した複数の治療法を巧みに

痛みと真剣勝負。持てる
技術を駆使するＩＱ治療家

中村篤史

整体マッサージ・ベストバランス院長
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中村篤史

なかむら・あつし

1993 年、キックボクサーとしてプロデ
ビュー。プロ・アマ合わせて 100 戦以
上の国内外試合を経験したのち、2005
年に現役引退。以降は整体の資格と自
己やアスリートのコンディショニング経
験 を 生 かし「 人 それぞ れに 異 なる体、
症状に合わせたオーダーメイド整体」を
モットーに、治療家として活躍。整形外
科などの医療機関からの紹介で来院す
る患者も多数。現在も NY での手技研
修に参加するなど、新しい知識と技術の
習得に積極的に取り組んでいる。君津
市と連携したボランティアネットワーク
の幹事に就任、岩手県釜石市を中心と
した震災地での整体ボランティア活動も
継続中。

「治療家は、自分の体を傷めた経験を持っていたほうが
いいと思うんです。壊し方が分かれば治し方も分かる」

P

腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

％が原因不明。
病院では治らない腰痛のつらさ

﹁だからこそ治療家は︑自分の体を傷めた経験

を持っていたほうがいいと思うんです︒壊し方

が分かれば治し方も分かる﹂

千葉県君津市にある整体マッサージ﹁ベスト

療家にとって技術は大切ですが︑それと同じく

実は︑先生の前身はプロのキックボクサー︒

らい﹃共感すること﹄が大切なんです﹂

期待できない︒結局︑湿布を貼ったり︑電気療

なるほどもっている︒しかしなぜ︑キックボク

そのため︑体のあちこちを傷めた経験は︑嫌に

生活を取り戻すというのが大方の対処法になる︒

のは︑

歳のとき︒きっかけは︑深夜のテレビ

先生がキックボクシングの世界に飛び込んだ

プロの格闘家から
治療家への転身

ろうか︒まずはその点について伺ってみた︒

サーから治療家へと転身することを決めたのだ

しかかってくるのである︒そしてそのストレス

らが渾然一体となり︑ストレスと化して心にの

ても痛みが治まらないことに対する困惑︒これ

体が動かせないことへのいらだち︒病院に行っ

のではないというのもやっかいだ︒思うように

また︑腰痛のつらさは︑その痛みだけにある

法を施したりしてなんとか痛みを和らげ︑日常

原因不明では︑効果的な治療を受けることも

﹁経験があれば︑患者さんの心に近づける︒治

全国で︑腰痛に悩まされている方２８００万

％は︑

バランス﹂の院長︑中村篤史先生はそう語る︒

％ほど︒残りの

人︒そのうち病院を訪れる患者さんで︑原因が
特定されるのはおよそ
85

それすら分からないことをご存知だろうか︒

15

は︑症状が重ければ重いほど大きい︒

18
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中村篤史 先生

07
GOD
HAND
FILE

で放映された試合を目にしたことだった︒もと

し︑そこにはある不安があった︒

う間に︑深くのめりこんだ﹂と中村先生︒しか

﹁高校への通学途中︑腰に激痛が走り︑歩けな

くなったことがあるんです︒病院に行きました

が︑ご多分にもれず︑原因は分からないまま﹂

筋トレに取り組むなどした結果︑とりあえず

痛みはなくなったものの︑腰の状態は万全だと

は言いがたい︒結局︑それは先生のウイークポ

イントとして残ったままになっていたのである︒

練習を重ね︑試合経験を重ねてプロ選手とし

てデビューしてからも︑病院や整体院との縁が

切れることはなかった︒腰の問題はもちろん︑

プロのキックボクサーともなれば︑ちょっとし

たケガや故障はつきもの︒ベストなパフォーマ

ンスを実現するため︑体のコンディショニング

も欠かせなかったからだ︒

しかし︑そこでの治療はさまざまで︑納得の

いく効果が得られないこともあったという︒

115

もと格闘技好きということもあり︑﹁あっとい

現役時代の中村先生。右の写真はチ
ャンピオン（左）と戦う精悍な姿

（
「ゴング格闘技」提供）
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﹁だったら︑人任せにはせず自分でやろう︒そ

んと﹁治療﹂につなげたいと考えるようになっ

にケガが増えてきたこと︑学んだ整体術をきち

﹁痛みを﹃治す﹄ためには︑やはり治療の現場

う思って︑プロ選手として活動するかたわら︑

この時点での目的は︑あくまで﹁自分の体に

に立ち︑プロの整体師の技術を実地で学ぶ必要

たことが︑人生の方向転換を後押しした︒

ついて知ること﹂
︒整体師になるつもりではな

があると考えました︒そこで現役を引退し︑整

日本脊椎治療協会で整体を学び始めたんです﹂

かったため︑身につけた知識はトレーニングに

体師として働くことに決めたのです﹂

最初に勤務した大手整体院には︑鍼灸やカイ
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生かす程度にとどまっていた︒
そんな中村先生が本格的に治療家への道を歩

院長を任されるまでとなる︒ここまできたら︑

努力の成果は確実に表れ︑中村先生はやがて

る知識︑技術を懸命に学んでいったんです﹂

開かれる院内の勉強会などに参加して︑あらゆ

本当に驚きました︒そこで︑診療時間終了後に

﹁プロの施術とその効果を目の当たりにして︑

顔で送り出していた︒

が短時間で確実に結果を出して︑患者さんを笑

スタッフが多数揃っていたという︒そして誰も

ロプラクティックなど︑さまざまな手技を持つ
チャンピオンとなった試合で、長嶋大
樹選手のセコンド兼トレーナーを務め
た中村先生（左）

歳を迎える頃︒年齢ととも

きはじめたのは︑
30

中村篤史 先生
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戦友である格闘家の佐藤嘉洋選手（右写真の左）と整体やアスリートのボディケ
アについて技術交流を行う

患者さんと向き合い臨床を重ねることに集中し

たい︒そう考えた先生は独立を決意︒こうして︑

ベストバランスが誕生した︒

ちなみに︑中村先生は現在でも︑プロのアス

リートたちのボディケアを引き受けている︒最

近では去る９月に行われたＷＰＭＦ日本フェザ

ー級タイトルマッチ戦で︑チャンピオンとなっ
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た長嶋大樹選手のセコンド兼トレーナーを務め

年のＮＪＫ日本バンタ

た︒また︑２０１１年の極真空手世界大会日本
代表・荒田昇毅選手︑

謙遜とも受け取れる先生の言

葉だが︑これはある意味︑事実ではあるのだろ

ありません﹂

︱

﹁私は︑何か特殊な技術を備えているわけでは

複数の治療法を適切、
的確に使い分ける技術

手などのセコンド兼トレーナーも務めている︒

ム級タイトルマッチ戦に挑んだミスター芳賀選

12
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種多様な治療法から選択して行うもの︒独自の

う︒中村先生の施術は︑これまで学んできた多

ではないからだ︒しかし︑目の前にいる患者さ

理論を構築して︑新しい治療法を開発したわけ

んを治療するためには︑ど

んな治療法を︑どのように︑

どう組み合わせて活用する

べきか︑それを見極める力

は群を抜いている︒言うな

仕事中︑重いものを持ったひょ

は︑以前と同じように体が動かせ

点で痛みはかなり軽減︒３回目に

そしてその技術を駆使す

たった３回の治療で、
以前のように完全復帰。
確かな効果に驚く

うしに︑急な激しい腰痛に襲われ

る ま で に 回 復 し て い る の で す︒

できない技術なのだ︒

が患者さんの状態確認︒

％は状態確認で決ま

﹁施術が成功するかどうか︑
その

ります︒患者さんの状態を

正しく理解しないままで行

118

れば︑手技を的確に使い分

ました︒前屈みになったり︑体を

﹁ 痛 み が 完 全 に な く な る ま で︑ お

るために︑何より重要なの

けるスタイルそのものが武

捻ったりすると︑腰の右側に激痛

酒 は 控 え て く だ さ い ね ﹂︒ 先 生 の

のとばかり思っていた﹁整体﹂で

器であり︑簡単には真似の

が走り︑きちんと直立することも

いつまでも仕事を休むわけにはい

すが︑ベストバランスの中村先生

これまで︑自分には縁がないも

かないため︑ヨロヨロしながらベ

の施術を受け︑その確かな効果に
驚かされるばかりでした︒

ストバランスを訪れました︒
すると︑初回の治療を終えた時

90

しばらく休業していたのですが︑

指示でとりあえず通院終了︒

千葉県
沢田次郎さん
（仮名）

できません︒

COLUMN

中村篤史 先生
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う治療は︑目的が不明確で難しいだけでなく︑
効率的でもありません﹂

だからこそ先生は︑問診や徒手検査を重視す

る︒どの部位が︑どんなふうに痛むのか︒どう

医師からは腹筋運動などを積極的に行うよう指

術後はほとんど寝たきりの状態になっていた︒

れて３度も手術をくり返したが痛みが去らず︑

その人は︑整形外科で椎間板ヘルニアと診断さ

かして痛みを確認するもの︒当然少なければ少

とどめます︒検査とは︑基本的に悪い部分を動

﹁ただしそのときも︑検査そのものは最小限に

適した手技の選択︑治療などおぼつかない︒

し︑痛みの原因を見抜かなければ︑患者さんに

動かすと痛みが増すのか︒それらを十分に確認

示されたというが︑中村先生の見たところ︑と

ないほど︑体に負担がかかりませんからね﹂

たとえば以前︑こんな患者さんがいたという︒

ても体を動かせる状態ではない︒

わない手術に憤っておられました︒このケース

後には︑自分の足で歩いて帰ることができたと

因﹂にアプローチする治療で症状が改善︒施術

先の患者さんは︑先生が見極めた﹁痛みの原

では︑ヘルニアであることに間違いはなかった

いう︒これは︑先生の原因究明力の確かさを証

﹁付き添いでいらしたご家族も︑結果がともな

のですが︑それが﹃痛みの原因﹄ではなかった

明する一例だと言えるだろう︒

ベストバランスを訪れるのは︑腰痛の患者さ

仙腸関節のロックを解除すれば、
腰の痛みは軽減される

ということです﹂
患者さんの状態確認を見誤ると︑これほどの
事態を招くこともある︒病院であれ治療院であ
れ︑﹁治す﹂治療のためには︑正確な原因の究
明が絶対的に必要なのだ︒
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例にとって︑中村先生の施術を具体的に見てい

アとぎっくり腰︒そこでここではこのふたつを

んが中心だ︒なかでも多いのは︑椎間板ヘルニ

と︑それだけで痛みが消えることも少なくない︒

ほぐし︑骨盤周りの全体的なバランスを整える

起きた二次的症状の緩和である︒周辺の筋肉を

さて椎間板ヘルニアは︑腰椎と腰椎の間にあ

機関から紹介されて来る方も少なくないと聞く︒

のなかには︑市内の整形外科や接骨院など医療

ちなみに︑ベストバランスを訪れる患者さん

まり︑患部に生じているさまざまな干渉も解除

骨周りのバランスがとれ︑筋肉のひきつれは治

わゆるＳＯＴ骨盤矯正法だが︑これによって仙

るめ︑ゆっくりと骨盤を正しい位置へ戻す︒い

み︑患者さん自身の体重を利用して︑筋肉をゆ

その後︑三角形のブロックを体の下に差し込

る椎間板の髄核がはみ出し︑神経を圧迫するこ

されていくという︒それでもなお痛みがとれな

くことにする︒

とで痛みが起きる︒しかしそれ以外に︑二次的

関節はがっちりロックされてしまう︒本来自由

神経が圧迫・干渉されると︑骨盤にある仙腸

ある筋肉が︑脳から誤った命令が出されたこと

きているのは同様だ︒ただしこちらは︑周辺に

ぎっくり腰の場合も︑仙腸関節のロックが起

ければ︑タオルを利用した牽引で対処する︒

に動くはずの仙腸関節が固まってしまうと︑そ

によって引っ張られ︑伸びきったままの緊張状

な症状というものが存在すると先生は語る︒

の付近の筋肉がひきつれ︑他の関節をもゆがま

態でい続けることが原因となっている︒

部の筋肉︒しかし先生は︑まず臀部から足部へ

このとき引っ張られているのは︑８割方が臀

せる︒そしてこのゆがんだ関節が神経と接触し︑
また別の痛みを生じさせる︑というのだ︒
先生が最初に着手するのは︑この患部周辺に
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と続いている筋肉の緊張をゆるめるため︑東洋

医学ツボ療法を併用する︒委中︑殷門︑飛陽︑

崑崙といった足のツボを刺激することで足部の

緊張をゆるませ︑下へ下へと臀部の筋肉を引っ

張っていた力を取り除いていくのだ︒

そのうえで臀部へと移り︑筋肉が局所的に固

まっている部位を見つけ出して刺激を与え︑ゆ

るめていく︒そして︑足部︑臀部の筋肉の緊張

が解消されたことを確認したのち︑骨盤矯正を

行って仙腸関節のロックを解除していくのだ︒

目には見えない神経の流れを
正常化させていく施術

お分かりのとおり︑先生の施術では︑痛いと

ころ︑悪いところとは別の部分にアプローチし

ていくことが少なくない︒それは︑腰痛治療に

もっとも効果的な骨盤の矯正︑調整を行う際︑

神経の流れが深く関係してくると考えるからだ︒
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神経の流れを示すデルマトームの図
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部の筋肉は収縮したままになり︑臀部や腰部を

令がうまく伝わらなくなってしまう︒すると足

神経を通して足へと流れていくべき脳からの命

骨盤周辺で神経の圧迫が起きると︑そこから

ずは眠って働かなくなっていた神経の目を覚ま

関連している場所にアプローチすることで︑ま

患部と離れてはいるものの︑神経を通して強く

と行き渡っていない可能性が高い︒ですから︑

いというときは︑神経の命令が末端まできちん

単に軽く触れるだけでも︑私たちの体はそれ

下へ下へと引っ張る力が働きだす︒それによっ

まり︑脳からの命令が滞ったことで体の組織が

を知覚する︒そしてそのかすかな刺激は︑血行

してやるんです﹂

おかしな動きをしはじめ︑それによって体がい

を良くしたり︑固まっている筋肉に動きを取り

て体がゆがみ︑痛みも出てくるようになる︒つ

じめられた結果が腰痛という形をとって現れる

戻させたりと︑マッサージと同様の効果を与え

﹁私の施術は患者さんの体に軽くタッチするだ

元キックボクサーならではの
施術と患者さんへのアドバイス

てくれるのだそうだ︒

というわけだ︒
中村先生が神経の流れを把握するための基準
としているのが︑デルマトーム︵前ページ︶で
ある︒これは︑脊髄神経が体のどの部位を支配

い浮かべたそれと照らし合わせながら︑神経の

けということが多いですが︑ときには少し力を

しているかを表すもの︒施術中は︑頭の中に思

流れの滞りを同時に探っているという︒

加え︑圧をかけることもあるんです﹂

それは︑たとえば慢性の腰痛の治療︒スケー

﹁人の体において︑神経はとても重要な役割を
果たしています︒どこかが痛いとか︑動きが鈍
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トの清水選手も指摘しているが︑この場合︑骨

とても重要になる︒しかしこの筋肉は何しろ強

たところ︑もう一度体を調べ直し

必要があります︒そうでな

ルでシャープに力を加える

場所だけに︑正しいベクト

りません︒圧を加えるべき

せばいいというわけではあ

﹁ただそれも︑むやみに押

あるのだ︒

るという手法をとることが

にぐっと押し当て圧を加え

くて大きい︒そこで自身の膝を患者さんの臀部

腰痛がひどく︑あちこちで治療

ていただくことに︒その後の治療

いと︑正しい効果は得られ

ませんからね﹂

ピンポイントに狙いを定

めて適した刺激を与えるの

は︑キックボクシングとよ

く似ていると先生は笑う︒

なるほど︑治療家としては

123

盤を安定させる役割をもつ臀部の筋肉の調整が

を試みましたが︑いっこうに改善

は今まででいちばん効いている感

長年苦しんできた
激痛がとれた。
治療後のチェックも完璧

されませんでした︒そんな私が︑

治療後︑最後の動作チェックの
すかさず太ももの前側を調整︒こ

時点でまた痛みが︒すると先生は︑
れで完全に痛みが取れました︒

く思っています︒

までしていただき︑本当にうれし

最後には再発防止のアドバイス

うちでやってみましょう﹂と心強

も︑たびたび激痛が現れると伝え

慢性的に痛みが続くというより

手になりました︒

いお言葉をいただけたことが決め

事 前 に 連 絡 を 入 れ た 際︑﹁ ぜ ひ

ベストバランス︒

じがしました︒

千葉県
三浦順子さん
（仮名）

最後の頼みの綱として選んだのが

COLUMN

腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

異色の経歴も︑こんなところで役に立っている

がある人もいるかもしれません﹂

ところで︑つらい腰痛を防ぐために︑先生が

のがポイントだ︒手は前に突き出すか︑交差し

き出し︑椅子に座る直前のような体勢をつくる

そしてもうひとつがスクワット︒おしりを突

患者さんに紹介している運動などはあるのだろ

て軽く肩をかかえるようにする︒この状態で︑

のだ︒

うか︒尋ねてみると︑すぐに答えは返ってきた︒

度くらいまで膝を曲げていくことをくり返す

て不安定になる︒すると周辺に余計な負荷がか

がしっかりしていないと︑背骨がゆらゆら揺れ

ＮＧだ︒

なくなるような角度だと︑膝関節を痛めるため

が︑腰を落とした際︑自分の膝で足の甲が見え

﹁人の体の土台になるのは腰︑骨盤です︒ここ

かり︑腰痛を起こしやすくなります︒ですから︑

そのための方法として︑先生が最初に挙げた

ある程度鍛えるようにアドバイスしています﹂

しまえばいいという︒﹁背すじを伸ばして︑太

時点で︑尻餅をつくようにペタンと座り込んで

すを置き︑﹁これ以上曲げられない﹂と感じた

膝を深く曲げるのが難しい場合は︑後方にい

のがストレッチだ︒やり方は︑まず両足を肩幅

ももだけに負荷をかけるように行うこと﹂これ

痛みが取れてきたら︑まずは骨を支える筋肉を

より少し広く開いて膝を曲げて立つ︒そして手

回を１セットとし︑

がポイントだと中村先生︒
〜

を膝の上に置いて︑左右交互に肩を前へと押し

このスクワットは︑

１日のうちで３セット行うのが理想的なのだそ

出すことをくり返す︒
﹁これは野球選手のイチローもやっていますか

うである︒

20

ら︑テレビのスポーツ番組などで目にしたこと

10
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をテレビで目にし︑かなりのショックを受けた

そうだ︒そして先生は︑当時のことを振り返る︒

治療とは︑毎回が患者さんの痛み︵主訴︶を

になっていたのは︑学校の体育館のようなとこ

られるだけ集めて釜石に向かいました︒避難所

﹁震災が起きたその月のうちに︑防寒具を集め

相手とした︑勝つか負けるかの真剣勝負︒そん

ろ︒何の仕切りもないその場所で︑たくさんの

心のコリをほぐすために
ボランティアでマッサージ

な強い思いを抱いて日々施術を行っている中村

人が寝起きしていました﹂

物資を届けると同時に︑ボランティアで整体

先生だが︑その覚悟は決して表に出ることがな
い︒治療はむしろリラックスした雰囲気のなか

マッサージも行うつもりでいたが︑到着時の避

﹁考えてみれば︑当たり前です︒すぐ隣にはよ

で行われ︑ときには軽い冗談も飛び出して︑患

患者さんの心のコリをもほぐすような明るさ

く知らない人がいて︑着替えひとつ満足にでき

難所の雰囲気はそれどころではなかったようだ︒

と︑内に秘めた意志の強さ︒それは現在︑ベス

ない︒余震や津波に対する不安もある︒みんな

者さんと笑い合うことすらあるという︒

トバランスの中だけではなく︑東日本大震災で

自分や家族のことで精一杯で︑お互いに協力し

避難所の真ん中に治療台を置き︑マッサージ

大きな被害を受けた︑岩手県釜石市を中心とし

中学時代に千葉県へと引っ越して来た先生の

を呼びかける先生に対しても反応は鈍い︒整体

合おうなんて状態ではありませんでした﹂

生まれも︑実はこの釜石市︒震災発生時には︑

どころじゃない︒だいたい︑お前はどこの誰だ︒

た複数の地域においても生かされている︒

子どもの頃に遊んだ場所のあまりの変わりよう
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ようやく少しずつ人が集まってきてくれました﹂

くなる︑気持ちいいな﹄なんて言うのを聞いて︑

二人︑施術を受けてくれたんです︒彼らが﹃軽

﹁それでも︑地域のリーダーみたいな方が一人

にまっとうなコミュニケーションを取り戻すこ

り︑マッサージで心の緊張も解いて︑人々の間

では︑整体を経験したという共通の話題をつく

り﹁治す﹂ことを目的としている︒しかしここ

この整体ボランティアは︑現在も継続的に行

とを第一としたのだ︒

た︒自身が釜石出身であることを話すと︑相手

われている︒そして︑長期にわたる支援が地元

もちろん︑先生自身も積極的にアプローチし

も少し気を許してくれる︒そこで︑隣に座りな

からの信頼を呼び︑今では仕事を失った若者に

﹁この話は︑私にとっても渡りに船でした︒頻

がら冗談めかして肩を揉む真似をし︑﹁凝って

しやってみます？﹂などと巧みに導いていった︒

繁に訪れるわけではない私を待つより︑地元に

整体の技術を教えてくれないかという相談も持

﹁ほとんどの人に︑ストレスによる全身のこわ

治療ができる人材を育てたほうが絶対にいい﹂

だ

ばりがありました︒眠れないと訴える方も多か

これでようやく︑自分の活動もより濃く︑意

ますねぇ︒どうです︑これ︒気持ちいい？

った︒気持ちがずっと緊張し続けているから︑

味のあるものに変わっていけそうだ︒そう言っ

ちかけられているのだそうだ︒

体も固まってしまうんですね︒心と体はやっぱ

て笑う中村先生は︑今後も少しずつ形を変えな

ったら︑ちょっとあそこで横になって︑もう少

りつながっている︒だから私は体のケアを施す

がら︑被災地との付き合いを続けていくつもり
だという︒

ことで︑心も和らげたいと思いました﹂
ベストバランスで行う治療では︑先生は何よ
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谷川クリニック

﹁小さいことを積み重ねるのが︑とんでもない
ところに行くただひとつの道だと思っています﹂
先生が好きだというイチロー選手のこの言葉

市役所

を教えてもらったとき︑記者は深く納得した︒
さまざまな治療法を一つ一つ学び︑会得して

中村先生の姿勢を︑その

いく︒偶然の出会いを大切にし︑少しずつつな

︱
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至木更津

アピタ
Blog ◉ http://ameblo.jp/bestbalance
F B ◉ https://www.facebook.com/
bestbalance
診療時間◉
受付：10：00~20：00
※駐車場完備
休診日◉
金曜日

R127

君津駅

（※メール予約可）

がりを広げていく

至畑沢

ベストバランス

ベストバランス

住所◉〒 299-1164
千葉県君津市北久保 2-6-15
TEL ◉ 0439-52-0024
FAX ◉ 0439-52-0024
H P ◉ http://bestbalance.jp

言葉はそのまま表しているように思えたからだ︒
最後に︑中村先生のこんな言葉を紹介して︑

そんなふうに言っていただけるこ

筆を置くことにしよう︒

︱

﹁神の手

とは本当に光栄で︑身が引き締まる思いです︒
でも私は日々︑患者さんの痛みと真剣勝負をし
ているだけ︒キックボクシングにたとえるなら︑
リング上でＫＯをするように︑痛みが取り除け
たらと思ってやっているだけなんです︒どちら
かというと︑コツコツと地道なやり方で﹂
どこまでも謙虚なのである︒

ACCESS DATA

