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った︒

律動法研究所本部・周気堂治療室院長

先生

淵から人々を救い続けている︑その信じがたい秘儀に迫

療法を開発し︑腰痛だけでなく︑さまざまな苦しみの

堂治療室院長・茂木昭先生だ︒独自の見地から斬新な

新鍼灸法を︑鍼灸界に広め続ける鍼灸師︑それが周気

﹁古代中国の神医・扁鵲の透視治療の再現﹂といわれる

へんじゃく

「なす術のない痛み」の
原因を看破する奇跡の手技

茂木 昭
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茂木 昭

もぎ・あきら

1945 年群馬県生まれ。国学院大学史学
科卒。日本鍼灸理療専門学校卒。シオ
カワスクールオブカイロプラクティック
卒。律動法研究所本部・周気堂治療室、
信身治療センター院長。律動法研究会、
半身症候鍼灸法研究会代表。著書に『生
体律動調整法』
（エンタプライズ）
、
『気
の治療学・律動法』
（千早書房）
、
『手技
治療のための筋肉反射テスト』および同
監修ビデオ（たにぐち書店）がある。

「治療家としての心構えは、すべての
患者さんに対して常に１００％の責任感と治療家
としての自信・確信を持って施術にあたることです」
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腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

病院で治らない症状を治すことに
鍼灸・手技療法の存在意義が……
例えば︑きわめて健康だった人が︑突然病気
になり︑職場に復帰できなくなってしまうこと
がある︒

新しい療法の指導・普及に努めている︒

それは︑全国にいる腰痛をはじめとした体の

痛みや不快感で苦しむ多くの人々の訴えに︑十

分応えられる優秀な治療家が︑全国にあまりに

も少ないという現状を憂慮してのことだ︒

多くの人々が既に気づいているように︑西洋

優れた面があるが︑多くの慢性疾患については︑

医学を中心とする病院医療は︑緊急の障害には

るうちに︑院内での感染症にかかって倒れてし

快癒が期待できない︒

家族や知人の見舞いのために病院に通ってい

まうこともあるだろう︒

茂木先生は︑西洋医学的な治療では治らない

多くの疾患を︑新鍼灸法や真の手技療法を用い

わずかな怪我の手術であったはずなのに︑麻
酔ミスのために手足が麻痺してしまい︑職場か

て な ん と か 改 善 し た い と︑ 手 技 療 法 の﹁ 律 動

出した人物だ︒

法﹂と︑新鍼灸法の﹁半身症候鍼灸法﹂を生み

ら遠ざかるという例もある︒
いずれの場合も︑病院医療だけでは真の解決
はできないということは誰もがご存じであろう︒

な難病に苦しむ多くの患者さんたちの治療をし

あらゆる病苦に悩む人々を治してほしいとの思

﹁全国の鍼灸師が半身症候鍼灸法を活用して︑

茂木先生はこう語る︒

ながら︑鍼灸界︑手技治療界の人々に対してセ

いがあります︒そして︑手技療法の治療家の皆

茂木昭先生は︑病院では治りにくいさまざま

ミナーを積極的に主催し︑日々︑彼の提唱する
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さんに律動法を修得してもらい︑多くの人々を

わずかな治療家でもよいから︑痛みを取るこ

と付け加える︒

茂木先生によると︑

日々なのである︒

る治療家がなるべく多く育ってほしいと願う

してほしい︒そして︑原因から症状を取り除け

とで治したとするような︑安易な治療から脱皮

救ってほしいのです﹂

鍼を刺すのは１～２ヵ所でなければ、
人体を高レベルでは治せない
﹁多くの手技治療家や鍼灸師が︑もっと真剣に
もっと関心をもって︑高度な治療技術の修得を

﹁鍼を刺すのは１〜２ヵ所でいいのです︒ごく

少数の穴の刺鍼でなくては︑人体を高レベルで

って︑難治疾患の患者さんが来れば︑治らなく

らく静観していれば治るような疾患ばかりを扱

﹁治療家が手を下さなくても︑自然のまましば

茂木先生の新鍼灸法﹁半身症候鍼灸法﹂だ︒

鵲の透視治療﹂という治療法を再現したのが︑

あ と で 詳 し く 説 明 す る が︑﹁ 古 代 の 神 医・ 扁

というのだ︒
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目指してほしいのです﹂
そう語る茂木先生だが︑現在︑全国にいる多

すべてが機能を回復するポイントを検出し︑そ

治せないということを知ってほしい︒人体組織

する人の数は︑ごくわずかであるというのが悲

こへ１〜２ヵ所刺鍼するだけで︑最高度の生体

くの治療家のうち︑本当に治療法の限界に挑戦

しい現実なのだとも言う︒

て当たり前と気休めの治療に終始するような姿

﹁この透視診断を使わなければ︑人体全体を診

機能回復力が起動するのですから﹂

勢は︑もうやめてほしいのです﹂

さらに︑

茂木
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断することはできません︒全体を診断できなけ
れば︑全体を同時に治す反応点を見つけ出すこ
ともまた︑できないのです﹂
では︑茂木先生が提唱する透視診断による新
鍼 灸 法 と は︑ い っ た い ど ん な も の な の だ ろ う
か？

画期的な新鍼灸法。
その理論を探る

乱が生まれてしまうというのだ︒

たとえば︑後頭部の皮膚に極細の鍼を１〜２

ヵ所︑わずか１ミリほど刺すだけで︑全身の障

害︑精神面の問題まで︑人体上のすべての障害

が改善されてしまうことがあるという︒

これは︑刺激という点では︑刺されたことさ

え分からない患者さんもいるほどの︑わずかな
刺激にすぎないのにだ︒

１〜２ヵ所の微細な鍼の刺鍼ポイントを検出

するための全体への診断は︑広範囲であるため︑

診断に当たってはきわめて繊細な感覚を持たな

鍼治療において︑生体機能を高度に回復させ
て調整していくには︑茂木先生が前述したよう

ければならない︒

新鍼灸法では︑全身の解剖学的部位の診断と︑

に︑１〜２ヵ所のわずかな部位に︑弱い刺激で
刺鍼︵鍼を刺す︶することでその目的は達せら

った気の理論に基づいて︑全身の機能が同時に

２千年の鍼灸史においても知られることのなか

人間の体は︑足に１匹のアリが這うようなわ

改善するポイントを検出することが可能だとい

れるのだという︒

ずかな刺激でも︑全身が大きく反射して反応す

う︒まさに驚異の鍼灸法である︒

その微細な刺鍼をした直後︑全身の組織の機

る︒ましてや数十もの刺激が加わるならば︑生
体にとっては刺激情報が激しすぎて︑脳内で混
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画期的な新鍼灸法を施術する茂木院長

能が同時に変化し始め︑足首まで温かくなる︒

そして︑内臓も脳も微細な運動を始めるという
のだから驚くほかない︒

鍼灸治療の原点は
古代中国の透視診断による治療

そ

私たちがよく耳にする東洋医学理論のうち︑
もん

れいすう

鍼 灸 に 関 す る 理 論 の 中 心 と な る も の に︑﹁ 素

問・霊枢﹂という東洋の伝統医学のバイブルと

呼ばれる医書がある︒二千数百年もの昔︑この

医書によって最初に鍼灸学が体系化されたのだ
という︒

この﹁素問﹂は︑人が自然と一体となって動

いていること︑四季の変化の中でどう生きれば

いいのか︑また︑陰と陽とは何か︑その陰陽と

五行︵木火土金水︶という概念の中で︑どのよ

うに人を診ていけばいいのかなどを説明してお

り︑﹁ 霊 枢 ﹂ は︑ 鍼 灸 の 診 断・ 治 療 法 な ど を 説
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明したものだ︒

特であった扁鵲の治療法は︑当時の医師や医学

者にさえ受け入れられなかった様子がうかがえ

ると︑茂木先生は言うのだ︒

し か し︑ 茂 木 先 生 に よ れ ば︑ そ れ 以 前 に も
﹁神医﹂といわれる伝説の医師が存在していた

﹁その後の永い時代を経て︑多くの医師が脈診

る判断によって︑内臓や経絡というルートを流

一般の人々の目には高尚に見える︑脈診によ

理論であることは否めません︒

のような優れた透視能力を持たない医師による

まで伝承されてきていますが︑これらは︑扁鵲

を中心とした膨大な数の医学理論を残し︑今日

というのである︒
へんじゃく

その人の名は扁鵲︒彼の業績は史記などにも
伝承されている︒
扁鵲は古代中国︑とくに漢王朝︵紀元前２０
６〜紀元２２０︶より以前の中国における︑半
ば伝説的な名医として語られている︒
この扁鵲が後世に書を残していないのは︑独

れる気を正常にするということになっています

例えば腹痛があったとする︒触診をしたとし

自の透視診断で人体組織の全体を知るという治

脈診の名人であった扁鵲は︑隔てられた塀の

ても︑それだけではなく患者さんに痛みの部位

が︑それでも東洋医学の鍼灸理論にはまだ問題

中にいて︑触れることのできない人間の体を透

について詳細に聞かないと判断ができない︒頭

療であったために︑文章化して残せなかったの

視して診断したのであるが︑﹁脈を診て心身の状

痛でも偏頭痛でも︑患者さんからの問診に対す

点が多すぎるのです﹂

態を知った﹂と人には語ったと伝えられている︒

る答えが頼りで︑治療する側はただそれを鵜呑

だろうと考えられているそうだ︒

しかし︑神医と言われながらも︑あまりに独
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みにすることが多いのが現実だ︒

とされるか︑現状の病院医療で究明しようとし

つまり︑単なる対症療法が主流となっている

ないためだと茂木先生は言う︒

Ｘ線︑ＭＲＩ︑ＣＴ等︑さまざまな画像診断法

ため︑原因が分からない場合は﹁難病﹂と診断

﹁西洋医学でもその点は︑あまり変わりません︒

で体内組織を診断しますが︑多くの画像診断法

されてしまうというのだ︒

患者さん本人も︑病院で診断を受けても治ら

が存在すること自体︑どれも完璧なものではな
いということを物語っているのではないでしょ

れずに︑良くなることもない医療を漫然と受け

ないことを知っていて︑症状改善に前向きにな

従来の鍼灸でも︑障害部位の診断はすべて︑

続けているケースが多いのではないだろうか︒

うか︒

西洋医学の診断に頼っているだけで︑独自の体

﹁安保徹先生︵医学博士・新潟大学大学院医学

免疫からの警鐘﹄︵岩波書店︶が︑医学界

からも評価されていることに︑すべての患者さ

︱

歯学総合研究科教授︶の﹃医療が病いをつくる

内診断法を持ってはいないのです﹂
茂木先生がこう語るように︑これでは国民が
期待する西洋医学以上の効果を鍼灸に期待する
ことは︑難しいと言わざるを得ない︒

んは注目すべきです﹂

茂木先生が言うように︑確かに同書で安保教

や検査が強いストレスとなり︑健康になろうと

授は︑﹁現代医療が病気を作る︒病院の処方薬

一般的な医療で︑多くの疾患が根本的に治ら

する自己免疫力を低下させる︒薬や検査を可能

新鍼灸療法で
科学的根拠に基づく治療をめざす

ない元凶は︑それら多くの疾患が﹁原因不明﹂
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響を呼んだ︒

な限りやめた方が病気は良くなる﹂と述べ︑反

で︑皮膚に１〜２ヵ所刺すだけ︒大人も子ども

る︒成人の場合も同じだが︑使用する鍼は極細

どもの患者さんも多く︑乳児も普通に訪れてい

小学生以下には︑﹁気ばり﹂という茂木先生

﹁このような西洋医学的な治療の問題点と同じ

すでに多くの限界をさらけ出している病院医

独自の気︵生命エネルギー︶を︑鍼のようにし

も︑刺したことに気がつかず︑﹁鍼をしないの

療に対して︑鍼灸界はいたずらにそれを超えよ

て刺す︒刺された感じはまったくないのだが︑

ように︑東洋医学を標榜する従来の鍼灸でも︑

うとするのではなく︑鍼灸のエビデンス︵科学

刺された瞬間から体が変化する爽快感︑全身が

ですか﹂と言われることもたびたびなのだとか︒

的根拠︶に基づいた治療を目指すことです︒西

引き締まってきて全身機能が向上する躍動感を

多くの問題は存在しています︒

洋医学に追従することに疑問を持たないことが︑

得ることができるのだという︒

見た目には何も特別なことをしている様子が

私には信じられません﹂︵茂木先生︶
東洋医学の分野で治療家をしている以上︑そ

ないので︑ほとんどの患者さんは長年通院して

きょうじ

れなりの矜持を持つべきだ︒茂木先生はそう言

いても︑それが当たり前になっており︑透視に

う意識をあまり持たないとのことだ︒

よって体内組織︑脳組織を診断されているとい

いたいに違いない︒

全国から患者さんが訪れる
周気堂治療室
茂木先生の治療室には︑鍼灸治療を受ける子
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茂木先生の著書と監修ビデオ

難病への施術と並行して、
セミナーで独自の療法を指導・普及

セミナーなどを通じて茂木先生が提唱してい

る療法の一つに︑新鍼灸法がある︒これは古来

から継承されている一般的な鍼灸法とは異なり︑

まったく新しい鍼灸学の考えに基づいた療法だ︒

一方︑手技治療に関しては茂木先生が昭和

年にわたる指導によって︑国内で確実な普

年頃に創始した律動法というものがあり︑以降︑
約

な視点から取り組みがなされ︑この律動法をは

じめ︑カイロプラクティック︑オステオパシー︑

頭蓋仙骨治療などにおいて︑それぞれ大きな成

果が得られていることが知られている︒

しかしその一方︑鍼灸に関しては︑根源的な

問題をはらんでいると茂木先生は指摘し︑こう
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手技治療の分野では︑生体に対するさまざま

及展開を見るに至っている︒

30
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語る︒
﹁腰痛などの痛みやコリに対処する部分治療と

捉える鍼灸理論については︑古代から伝承され

外への遠隔治療も行ってきた茂木先生だが︑一

これまで律動法や半身症候鍼灸法で︑遠く海

海外への遠隔治療でも
数々の著功がもたらされた

ている同系統の理論しか鍼灸治療の分野には存

度としてその治療が無効だったことはなかった︒

しての鍼灸治療は別ですが︑人体全体の機能を

在していないのです︒これはとても不思議なこ

けた腰の打撲と脳梗塞から︑足が外に向いたま

﹁ブラジルのある医師は︑航空機事故の際に受

現在︑鍼灸理論としてあるのは︑二千数百年

ま︑杖をついて歩行していました︒ところが︑

とです﹂

前に体系化された治療理論だけなのだという︒

横浜からブラジルに向けて行った３回の遠隔治

療ののちは︑足はしっかりと前を向くようにな

以降︑その古典理論の系統の中で取捨選択︑補
足が行われてきているというのだ︒

症候鍼灸法でのこの遠隔治療では︑当然︑鍼は

り︑杖なしでも歩けるようになりました︒半身

えはこうだ︒

使わずに︑気による〝気ばり〟を使いました﹂

この古典的鍼灸理論に対する︑茂木先生の考

﹁一つの視点しかない治療理論からは︑その理

︵茂木先生︶

た遠隔治療の症例は︑枚挙にいとまがない︒

これらの他にも︑奇跡的に患者さんが救われ

論を超えた効果は生じない﹂
そこで︑まったく新しい鍼灸理論として創案
されたのが︑新鍼灸理論だった︒

ただ︑現在ではこの遠隔治療について受け入
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んにとって︑きわめて残念なことである︒

ないという︒これは全国の多くの悩める患者さ

れるとその数に際限がないので︑一切行ってい

医学的には説明が困難な
治癒症例の紹介

頼して︑心を乱さないことが大事です﹂

とができます︒いざというときも自己の体を信

悪化を防ぎ︑早く白血球の食菌作用を高めるこ

では︑締めくくりに︑茂木先生が実際に行っ

腰、腕、膝……。
治らない痛みが蔓延している
腰︑腕︑膝の痛みなど︑整形外科や治療院で

歳・男性

た多くの症例から一部紹介する︒

◆Ｉさん・

日初診︒腰痛︑背部痛︑左大

後頭部の左︵左の天柱穴︶中心︵脳戸穴︶に

235

もなかなか治らない痛みが増加している︒これ
らはオーバーワーク等の痛みとは異質の鋭い痛
みである︒

年５月

感染症が原因していると語る茂木先生に︑最後

極細鍼１〜２ミリ斜刺︒この１回の施術で全症

平成

にこんなアドバイスをいただいた︒

状ほぼ解消︒

多くは医療機関での人々との接触や︑重い病

﹁原因となる病原体については明言を避けます

歳・女性

年９月２日初診︒腰痛︑右坐骨神経痛︒

◆Ｏさん・
平成

56

が︑たいてい２〜３種類の菌やウイルスに絞る

腿後側部痛︒腰椎４番の椎間板ヘルニア︒

ことができます︒患者さんは原因不明という不
安に悩むより︑心の安定に努めることで症状の

15

状の人に接したときから始まる痛みで︑種々の

昭 先生
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腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

腰椎４番の椎間板ヘルニア︵中心性︶
︒右坐骨

年前︑荷物を持ったま

の骨折後遺症もある︒３年前︑腰痛で手術を勧
められたが拒否した︒

を数回経験している︒

ま階段から転落︒また︑追突によるムチウチ症

10

ようになり︑顔面のズレも目立たなくなった︒

歳・男性

年４月２日初診︒腰痛︑股関節痛︑臀

◆Ｋさん・
平成

部痛︒骨盤が外れそうな痛み︒腰椎２・３・４

後頭部の︵右の天柱穴︶と左︵左の天柱穴︶

番の椎間板ヘルニア︵中心性︶︒

中心︵脳戸穴︶の極細鍼１〜２ミリ斜刺︒２回

平成

年

月４日初診︒ダウン症︒発育の遅

◆Ｙ・Ｎさん

く痛みなし︒

の極細鍼１〜２ミリ斜刺︒１回の施術後まった

歳・女性

全に消滅する︒

◆Ｋさん・

年３月９日初診︒腰痛︑全身に力が入

れ︒首のすわり６ヵ月︑初歩き１歳６ヵ月︒転

日︑７回目の治療後

らない︒顔面がズレて左が下がっている︒子ど

月

びやすい︒平成

11

年２月３日︑９回目の

11

と中心︵脳戸穴︶の極細針１〜２ミリ斜刺で腰

１回目の施術では後頭部の右︵右の天柱穴︶

きて︑鼻先の上がりが下がってきた︶が顕著︒

なったという︒顔貌の変化︵目じりが下がって

治療後︑自発的にしゃべることができるように

21

痛解消する︒２回目の施術では全身に力が入る

22

年

もの頃︑すべり台から落ち気を失ったことがあ

言葉が出てきた︒平成

平成

２歳・男子

目の施術後︑足のもつれがなくなり︑腰痛も完

１回目の施術で後頭部の右︵右の天柱穴︶と

46
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52

るという︒腰椎４番の椎間板ヘルニア︵外側性︶︒

16

◆Ｓ・Ｍさん

歳・女性

年２月２日︑乳がんと診断されて来院︒

年

◆Ｍ・Ｓさん
平成

歳・女性

月６日初診︒眼底出血︒網膜静脈

閉塞症︒視野中心がぼやけ︑ゆがむ︒１回目の

月４日初診︒脳幹部腫瘍︒入院前︑

６歳・女子

腫瘍の大きさは直径２センチ︒１回目の治療後

年

◆Ｏ・Ｓさん

治療後︑見え方が明るくなった︒ヒト口腔内連

歳・男性

平成

歩けたのが放射線治療後に歩けなくなって母親

年３月９日初診︒左耳下腺癌全摘出後

の麻痺と腫れ︒治療前の蝶形骨の検査操作で左

に抱かれて来院︒軽い傾性斜頸とめまい︑吐き

平成

顔面の麻痺軽くなり︑口が開けやすくなる︒１

気︒１回目の治療後︑手を支えなくても歩けた︒

フェースがある︒

日︑６回目の治療後︑

腫れは少し残る︒プレドニンの副作用でムーン

歩行が正常になった︒ジャンプができる︒頬の

って︑両親が驚く︒２月

顔の輪郭が締まってきた︒腹部の鼓脹もなくな

めまいもなくなった︒頬のふくらみがなくなり︑

回目の治療後︑左顔面の腫れが３分の１になっ

年２月９日初診︒アトピー皮膚炎︒顔
％解

19

歳・男性

２回目の治療後︑歩行がきわめて軽快になる︒

平成

た︒口は開くようになった︒

11

◆Ｋ・Ｍさん

20

◆Ｙ・Ｔさん

ほとんど手に触れなくなった︒﹁どうですか？﹂

平成

54

鎖球菌の感染︒感染源は左の下歯︒

10

の質問に対して明るく笑い返す︒

24

37
69
32

面︑頸部ひどい湿疹︒２回目の治療後︑
消︒

70
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腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

◆Ｎ・Ｎさん

歳 男性

日初診︒傾性斜頸︒ＭＲＳＡ

年２月

◆Ｏ・Ｎさん
平成

歳

女性

し こつ

とうがいこつ

がん

日初診︒左顔面神経マヒ︒一

回目の治療前の検査時︑左篩骨︵頭蓋骨で︑眼
か

︵メチシリン耐性黄色ブドウ球菌︶の目からの

窩と鼻腔の一部をつくる骨︶の検査操作で左眼

日初診︒廃用性リンパ腫︒Ｂ

女性

感染︒１回目の治療後︑頸部の左回旋のけん引

年９月

◆Ａ・Ｙさん
平成

歳

開目︒ＨＢＥ︵Ｂ型肝炎ウイルス︶の目からの

歳 女性

日初診︒過敏性腸症候群︒子

型肝炎ウイルスＨＢＥ感染︒ムカデに刺された

年９月

供の頃から症状はあるが最近悪化した︒昨年出

毒残る︒１回目の治療後︑寝返りができる︒仰

平成

血し︑虚血性大腸炎で入院︒Ｂ型肝炎ウイルス

臥で寝られるようになる︒２回治療後︑通常の

女性

日初診︒昨年の大掃除後︑右

歳

ＨＢＥ︵Ｂ型肝炎ウイルス︶感染︒８回目の治

年９月

◆Ｔ・Ｍさん

２倍くらいの足の腫れがだいぶ引いた︒

なった︒９回目の治療後から調子が上向き︑症
回目の来院時︑﹁まったく

平成

の感染︒１回治療後は完全に腕が上がる︒

肩が上がらない︒ヒト口腔内連鎖球菌の歯から

24

状がないと言う︒

症状はなくなった﹂と報告受ける︒

10 45

療後︑下痢がなくなり︑便秘症状が出るように

24

◆Ｓ・Ｙさん

が強かったが︑軽くなり︑左に引かれていた顔

年２月

18 46

18 63

感染︒

24

が真っすぐ向けるようになった︒

平成

20 55
18 30
11
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ACCESS DATA

一般社団法人律動法協会
周気堂治療室（本院）

■周気堂治療室（本院）

至横浜

信身治療
センター

網島

吉田橋

高田住宅前

高田
地下鉄
グリーンライン

バス
のりば

網島街道

周気堂治療室

東横線

住所◉〒 223-0065
横浜市港北区高田東 1-24-1
TEL ◉ 045-531-2716
FAX ◉ 045-531-2729
H P ◉ http://www.shukidou.com
http://www.ritsudou.com

治療法◉新鍼治療のみ
・周気堂は東急東横線綱島駅北口バス乗り場③④番
診療時間◉
から５つ目、高田住宅前下車 100 ｍ戻る。また、
月・火・水・土曜日／
市営地下鉄グリーンライン高田駅から徒歩 10 分
午 前 9:00 〜 12:00 14:00 〜 19:00 ・信身治療センターは綱島駅東口から徒歩３分
（水・土曜日のみ 16:00）
祝日／ 9:00 〜 12:00（診療日に当たる
時）
第 1 日曜日／ 13:00 〜 17:00
休診日◉木・金・日曜日
受付◉予約なし。来院順。
治療料◉初診料 2,000 円
治療料 4,000 円（中学生以下 3,000 円）

信身治療センター（分院）

治療法◉律動法と新鍼治療
住所◉〒 223-0052
横浜市港北区綱島東 1-6-15
吉原ビル 2 階
TEL ◉ 045-546-1179
診療時間◉
10:00 〜 13:00
15:00 〜 19:00（金曜日は午前中のみ）
休診日◉日曜日、祝日

治療料◉初診料 1,000 円
鍼治療共 3,000 円

律動法・新

律動法研究会

月例会◉毎月第２日曜日 12:00 〜 16:00
会場◉社団法人律動法協会周気堂治療室

半身症候鍼灸研究会

月例会◉毎月第３日曜日 12:00 〜 16:00
会場◉信身治療センター
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