圧倒的治癒力で︑
あらゆる
症状に対処できる
治療家を短期養成する
︱

気導術
東洋医学︑手技療法︑気の療法に関わる 人々のなかで︑この
名前を 知らない者はいないだろう ︒理由は ︑その圧倒的な 治療効果と ︑
それを実現する﹁気導力﹂というエネルギーを︑
﹁気導穴の開放﹂という
手法で誰もが得られる点にある︒
﹁神の手﹂への最短切符ともいわれるこ
の気導術を︑鈴木貴樹先生はどう伝授しているのか︒
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日本気導術学会本部長

鈴木 貴樹 先生
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鈴木 貴樹

すずき・たかき

鍼灸師、
柔道整復師。
1969年、
静岡県に
生まれる。
創始者・鈴木眞之会長と発見
した気導術を駆使し、
日々臨床にあたる
とともに、
そこから得られる情報をフィ
ードバックして再構築、
誰もが効果を再
現できる技術にまで昇華させるべく技術
開発を行う。
患者はもとより、
医療関係者
からもしばしば
「ゴッドハンド」
と称され
る。
ラポール鍼灸接骨院院長、
「 気の教
室」
校長、
日本気導術学会本部長。
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者も 合わせると ２００名以上︒﹁気導術・気の 教

室﹂への参加者を加えれば４００名以上︒これを

﹁気導術研究コース﹂の取材のため︑東京・五反

持つ団体はほかにないだろう︒では︑どうしてこ

手技療法や気の治療の分野でこれほど求心力を

毎月行っているというのだから︑驚きだ︒

田の日本気導術学会東京本部を我々が訪れると︑

こまでの支持を集めるのか？ それはもちろん気

受講者自らもどんどん
健康になっていく！

まずは明るい笑いが迎えてくれた︒鈴木貴樹本部

気は魅力だが︑それだけで毎月４００人もの参加

導術が治る・治せるからだ︒和気あいあいの雰囲

本部長ばかりでない︒サポートするスタッフも

者が集まるわけがない︒むしろ︑この明るい雰囲

長のジョークに反応しての笑いである︒

ジョークを飛ばすし︑時には参加者までもそれに

気は﹁治るからこそ﹂のものと考えるべきだろう︒

徹底的に叩き込まれる︒特徴的なのは︑受講者相

絶妙の返しをする︒だからといって︑遊び半分で

この研究コースは︑すでに気導術の基本を学ん

互で行われる実習︒﹁あっ︑治った！﹂﹁うわー︑

毎月の 研究コースでは︑﹁治すための 技術﹂が

だ人のさらなるスキルアップのためのもの︒東京︑

楽になった！﹂﹁あれっ︑ 痛みが 取れてる！﹂と

は決してない︒実技などはみな︑実に真剣なのだ︒

大阪︑札幌︑仙台︑福岡といった主要都市︑そし

いった喜びの声が飛び交う︒鈴木本部長に聞いた︒

﹁先日の研究コースには︑重度の腰痛で歩くのも

て総本部のある静岡・牧之原市で行われている︒
数名の参加者があったが︑

やっとという 方がいました︒来るなり︑﹃死にそ

今回︑東京本部には

東京は参加者が多く３日連続で同じ内容を講習し

う︑助けて﹄という感じでしたが︑最後にはスキ

20

ているので計 名以上︒各地の研究コースの参加
80
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つ自然に健康になっていきますが︑この方はしば

毎月︑研究コースに通っていれば︑技術を学びつ

果を示すデモンストレーションの被験者に適した

っている人ほど健康になってしまうので︑治療効

ここで問題になるのは︑研究コースに熱心に通

それを実感して帰っていただいています﹂

らく来ていなかった︒加えて︑先天的な股関節障

人がほとんどいなくなってしまうこと︒これはあ

ップしそうなほど軽快な足取りで帰られました︒

害や患者さんへの施術による疲れがたたって重い

る意味︑ぜいたくな悩みといえよう︒

鍵は︑

腰痛を招いていた︒だから︑最初から治してもら

うつもりで研究セミナーにいらしたんですね﹂

気導穴の開放によって
﹁神の手＝気導力﹂ を手渡す

通常︑この種のセミナーでは施術のデモンスト

レーションはあくまで型を見せるだけ︑実習は型

気導術はなぜ︑ここまで治せるのか？

鈴木本部長が創始者である鈴木眞之・日本気導術

を真似するだけであって︑実際にその場で症状を
治すということを重視しない︒

﹁受講者に技術を学んでいただきつつ健康になっ

講習の場でどんどん症状を治してしまう︒

﹁気功などの気の能力は顕在能力の世界であって︑

出入り口を開くことで︑誰もが得られるという︒

ルギーにある︒それは気導穴というエネルギーの

学会会長とともに発見した﹁気導力﹂というエネ

てもらう︑というのが一つのテーマになっていま

そこにはどうしても限界がある︒ 年︑ 年訓練

だが︑治療効果の再現性を重視する気導術では︑

す︒各回︑個々の症状を題材にしながらも︑全身
の健康を図ることを意識して︑根本の原因からき

しかし︑潜在能力の世界につながると︑数十年訓

して初めて得られるようなエネルギーなんです︒

20

ちんと改善し︑身体を楽にして症状も取り去る︒
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練しても得られないような能力と情報とつながる

ことができる︒それが気導力というエネルギーの
本質です︒気導穴を開放するとその気導力を自在

導術の考え方を役立てているという︒

らなかったものが劇的に改善した臨床例は数限り

明となっている︒例えば︑病院やほかの治療で治

者さんの症状が治るのは事実で︑それが確かな証

とはできない︒だが︑このエネルギーによって患

だろう︒神の手＝気導力の存在を直接証明するこ

これはいわば︑﹁神の 手﹂を 手渡すということ

はない︒短い時間ではあるが︑その間に気導力を

教えてもらえないように思ってしまうが︑そうで

３日間のセミナーというと﹁初歩の初歩﹂しか

でに５︑０００人以上が気導力を手にしている︒

だ︒これはこれまでに１６０回以上開催され︑す

日間の﹁特別本部集中セミナー﹂への参加が必須

気導穴を開放して気導力を身に付けるには︑３

３日間の﹁特別本部集中セミナー﹂で︑
一気に熟練治療家のレベルに

なく報告されており︑それもあって最近では医師

身に付け︑気導術の最重要技術をすべて学ぶので︑

に使えるようになります﹂

の受講者も増えてきているという︒

異常に対してエネルギー治療が有効なのではない

ックの院長を務める蔡さんは︑筋肉や関節の機能

岳さんも︑そんな医師の一人だ︒整形外科クリニ

我々が取材に行ったこの日に参加していた蔡詩

わることで達人のレベルに達することになる︒

て患者さんを診ているのなら︑そこに気導力が加

気に達することができるという︒すでにプロとし

家のレベル︑あるいはそれを超えたところまで一

素人からのスタートであっても熟練した手技療法

さい し

かと考えて気導術を受講︒現在では上級の資格で

﹁３日間で︑プロの治療家としてきちんと使える

がく

ある﹁気導術師﹂の認定を受け︑自らの診療に気
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技術とエネルギーをお伝えできることはお約束し

ます︒それは︑私たち日本気導術学会のプライド

です︒この３日間は︑ほかの治療セミナーの３日

間とは比べものにならないほど高いレベルの能力

を︑確実にお伝えできるということです﹂

昨今︑巷には気功療法やハンドヒーリングをう

たったセミナーが溢れているが︑そこで扱ってい

るエネルギーと気導力との間には大きな違いがあ

る︒気導力は﹁治療に特化したエネルギー﹂だと

いうこと︒単に身体が温かくなるとか︑気をピリ

ピリと感じるとか︑癒された気がする⁝⁝といっ

たものではなく︑触るだけで痛みが取れるという

点がほかのエネルギーとは異なっている︒

﹁逆説に聞こえるかもしれませんが︑気導術では

﹃気﹄﹃エネルギー﹄といったものを︑ことさらう

たう必要がありません︒患者さんの痛みを取り︑

症状を改善するという点で再現性のあるエネルギ

ーと 技術を 提供できるので︑﹃気﹄や﹃エネルギ
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なごやかななかにも真剣な講義を行う鈴木本部長
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ー﹄を売りにする必要はないわけです︒そのため

質によって習得に個人差が出てしまう︒器用な人

実習は通常︑施術ベッドごとに２〜４人ほどの

圧倒的な治療効果を実現する
独自の﹁パワー＆ロジック﹂

これこそが気導力の何よりの証明だと言っていい︒

なら習得が容易な技術でも︑不器用な人はほとん

組になって行われ︑３〜４名のアシスタント講師

のパワーを︑セミナーで確実にお渡しできる﹂

ど習得できないということが起こりうるからだ︒

が︑細かい点を指導していく︒これは特別本部集

通常どのような治療法であっても︑学ぶ者の資

しかし︑気導術においては︑実用レベルまでは

はありません︒患者さんの身体を触るうえでの慣

レベルまではきちんと引き上げる︒そこに個人差

﹁特別本部集中セミナーでは︑治療における実用

ていく︒特に︑気導術において最重要の技術とし

自分自身の経験から施術のコツを細やかに指導し

院を構える気導術のプロフェッショナルであり︑

アシスタントといっても︑その多くは自ら治療

中セミナーも研究コースもほぼ同じスタイルだ︒

れ・不慣れはあっても︑気導力の習得に関しては

て位置づけられる﹁インプット法﹂については丹

確実に受講者を引き上げられるという︒

上手・下手の個人差はなく︑治療家として必要な

念な指導が行われる︒

そのインプット法とは︑どういうものか？

レベルまで３日間で一気に持っていきます︒これ
は︑﹃ご 飯を 食べるとお 腹が 満たされる ﹄という

ネルギーを流し込みさえすれば︑それが必要な箇

気導力に関しては︑とにかく手を当ててそのエ

これまで︑５︑０００人以上の 受講生から﹁効果

所に向かい︑痛みなどの症状が取れることは間違

くらい︑シンプルで当たり前のことなんです﹂

がなかった﹂というクレームは一度もないという︒
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しかし︑最善の効果を短時間で発揮させるには︑

いない︒健康法としてはそれだけでも十分である︒

通して治癒力が即効的に働き始め︑一気に治る段

ト法を行ったうえで気導力を流すと︑治癒回路を

箇所を刺激したり︑症状を再現する姿勢や動作を

まり︑症状のある箇所や症状の原因となっている

ト法ではその治癒回路をつなげることを行う︒つ

ちはそれを﹃治癒回路﹄と呼んでいて︑インプッ

的に治そう﹄という仕組みが働いてきます︒私た

﹁人体は 自覚症状があって 初めて︑
﹃そこを 優先

めの工夫が必要となる︒それがインプット法だ︒

原因となっている箇所へ効果的に気導力を導くた

はありえないほどの治療効果が期待できるという︒

れを行い︑気導力を流すだけで︑既存の治療法で

だが︑とりあえずは見よう見まねでいいからこ

い方など知識とコツが要求され︑その奥は深い︒

痛みを認識させるのだが︑刺激する場所や手の使

なる︒端的に言えば︑筋肉を刺激して患者自身に

筋肉を対象としたインプット法を習得することに

の多くは筋肉の異常から起きてくるため︑まずは

整形外科分野の症状をはじめとする身体の問題

階まで進むというわけです﹂

とってもらったりして︑優先的に治すべき箇所を

また︑このインプット法には︑症状の再発を防

プロの治療家としてそれでよしとはせず︑症状の

患者さんの脳に認識してもらう︒それにより治癒

は︑その自然治癒力が足りないので︑自力ではど

るのですが︑そもそも症状が現れている段階の人

ったプロセスを逆にたどり原因を突き止め︑そこ

みなどの症状は消えるが︑その症状が現れるに至

何も考えず単に気導力を全身に流すだけでも痛

ぐという効果もある︒

うしても治るには至らない︒そこで︑その足りな

に対してインプット法を施した後に気導力を流す

回路が形成され︑本人の持つ自然治癒力が注がれ

い自然治癒力を気導力で補ってあげる︒インプッ
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﹁気のパワーだけだと症状が再発することがある

ことで︑症状改善後の状態がより安定するのだ︒

な症状だが︑どこへ行っても治らない難治性の患

手技療法などの治療院でよく見られるポピュラー

この日のテーマは腰痛︒整形外科や東洋医学︑

者が多く︑再発するケースも少なくない︒

し︑ロジック︵理論︶的に身体の仕組みを考えた
うえでもみほぐしたり︑ストレッチしたり︑運動

治すためのロジックと技術が必要ということだ︒

身近でありながらやっかいなこの症状はいろい

そこで︑気導術は﹃パワー＆ロジック﹄という

今回︑教えられたのは︑わずか５分間で腰痛を

したりするアプローチでもやはり再発しやすい︒

アプローチ法をとる︒筋肉の正常化や痛みを取る

劇的に改善する技術︒そのうち﹁パターン１﹂は

ろな原因で起きるので︑それぞれの原因に対して

ことについて︑確実な再現性のある気導力という

腰部の 重だるさや 鈍痛に 対するもの︑﹁パターン

そもそも︑まず痛みを取ってからでないと︑もむ

パワーを︑医学的なロジック︑あるいは私たちが

２﹂は腰部から臀部にかけての動きの悪さに対す

異なるアプローチとなる︒つまり︑原因の数だけ

独自に発見したロジックに沿って用いることで︑

るもの︑﹁パターン３﹂はすべての腰痛に対応⁝⁝

こともできないし︑運動もできません︒

最短で最大限の治療効果を得ることができます﹂

ット法を用いる技術のほか︑骨格を動かすインプ

というように︑﹁パターン７﹂まで用意されている︒

気導術は日夜技術革新に取り組み︑
﹁治すこと﹂ を追求し続ける

ット 法や 指圧に 似た﹁ゆびばり 法﹂︑腰だけでな

く腹部や後頭部へ働きかけるものなど多様であり︑

具体的には︑原因箇所を中心に基本的なインプ

その﹁パワー＆ロジック﹂というアプローチは︑
私たちが取材した研究コースにも見出せる︒
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GOD HAND

C O L U M N

54歳で転身、
整体院開業。
わずか４年で、
予約の取りにくい繁盛店に！
東京都府中市

治療家／深堀寛二

４年前に集中セミナーを受講して、
素人の私が勢いで整体院を開業して
しまいました。無謀？たしかに !! で
も、セミナーで知ってしまったので
す。
「気を流すと痛みが消える！」こ
とを。今まであり得ないと思ってい
たこのあっけなくも奇跡的な現象を
体験し、それが「自分にもできた！」
とき、整体という仕事に無限の可能
性と夢を感じました。
現実に、順調にお客様が増え続
け、４年目にして月に百数十名の予
約が入る整体院となりました。宣伝
らしき宣伝はほとんどしていません。
よくお客様に言われます。
「不思議
ね〜、魔法みたい！」と。医者に原

このうち１つ︑あるいは

いくつかの技術を気導力

とともに用いることで︑

ほとんどすべての腰痛を

即効的に改善することが

可能だという︒

﹁実際のところ︑このう

ち１つの技術だけでもか

なりの率で腰痛を改善で

きるので︑治療院をやる

には困らない︒しかし︑

私たち気導術に携わる人

間は患者さんを治しきら

ないまま施術を終えるの

が大嫌いなんです︒気の

治療や手技療法の最先端

を行っているというプラ

イドが許さない︒だから︑
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因不明と言われた痺れが１回で消え
たり、５年間聴こえなかった耳が聴
こえるようになったり、どこへ行っ
ても治らなかった腰痛が嘘のように
治ったり……。私自身も気導術の凄
さに驚かされることがしばしばです。
今でも鈴木本部長には毎週のよう
に指導を受けていますが、その技術、
熱意、治療実績は半端なものではあ
りません。その凄さは才能だけでな
く、持てる力を惜しみなく分かち合
い「その場でできるようにしてくれ
る指導力」です。進化し続ける気導
術の技と心を一人でも多くの方の笑
顔のために、今度は私が分かち合っ
ていく。ロマンはまだまだ続きます。
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日本気導術学会の中心メンバーたちは︑会員から
﹃こんな 症状が 治らなくて 困っている ﹄といった
相談があると︑それを治す手段をみんなで研究し︑

痛みが残っていないかどうか丹念に調べる︒

しかも︑それで痛みが出なければもっと無理な

姿勢や動作をさせて︑隠れている痛みがないか確

それは︑その技術革新を成せるだけの優れたメ

ようにすることを治療の大前提にしているので︑

﹁気導術では︑どんな動作をしても痛みが出ない

認し︑あればそれを解消する︒

ンバーが揃っているということでもあるのだろう︒

痛みを徹底的に追跡し︑少しでも痛みがあればそ

いろいろ試み︑新しい技術を生み出しています﹂

このイノベーションの力によって気導術は日夜進

れを取ります︒プロとして︑痛みや症状に対して

ほかの治療から気導術に来た専門家からは驚かれ

責任を持って対処するという当たり前のことです︒

化を続け︑
﹁治すこと﹂を追求している︒

この腰の治療ひとつ取ってみても︑痛みをとこ
とん﹁追跡する﹂点が特徴的である︒

それができるのは︑痛みの原因を追跡できるロ

ます︒自分たちはなかなかここまでできない︑と﹂

術が終わると﹁腰を守って安静にして︑痛みが出

ジックと︑その原因を確実に解消できるパワーゆ

通常︑手技療法などの治療院では︑一通りの施

たら来てください﹂となるか︑あるいは痛みが残

えのことだろう︒

﹁治すこと﹂へのこだわりについて他の追随を許

マイナスの感情を解消する
﹁ストレス遮断法﹂

っている場合には﹁できることはやったので︑こ
れで様子を見てみてください﹂となるだろう︒
つまり︑痛みをその場で完全に取ることにこだ
わらないわけだが︑気導術ではまったく違って︑
施術後は痛みの出る姿勢や動作を患者にやらせて︑
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けられるのが︑前述した特別本部集中セミナーだ︒

さない気導術︒その精髄をたった３日間で身に付

隠れていれば症状を思うように改善させられない︒

療家であっても︑患者の心にイライラや悲しみが

獲得のほか︑自分自身へエネルギーを満たす方法

しょう︑といったレベルのものではありません︒

﹁このストレス遮断法は︑マッサージで解消しま

心と身体は密接に関係しているからだ︒

と他者へ流す方法︑気を自在に操る方法︑全身へ

そうではなく︑頭の中からマイナスの感情や記憶

このセミナーでは気導穴の開放による気導力の

のインプット法のほか︑肩や腰︑膝といった症状

を気導力によって直接消去するという技術です︒

もちろん︑解消するといっても︑記憶喪失のよ

の出やすい箇所への具体的な施術方法︑さらに身
体のバランスを瞬時に整える重心調整と呼吸調整︑

べても嫌ではなくなっている︒もしくは脳裏にこ

うな感じで過去の嫌な思い出が消えてしまうわけ

このセミナーで学ぶ技術のうち︑特に重要なも

びりついて離れなかった悪夢のような記憶が︑意

あらゆる病気に有効な免疫強化法など︑気導術の

のの一つに﹁ストレス遮断法﹂がある︒これは︑

図して思い出そうとしない限り︑自然には思い出

ではない︒記憶は消えませんが︑それを思い浮か

精神的ストレスやトラウマ︑具体的にはイライラ

さなくなってくる︒あえて思い出してみても︑ぼ

プロとして必要な技術がすべて教授される︒

や悲しみといったマイナスの思いをその場で解消

んやりとした記憶になっている︒ストレス遮断法

ョートカット﹂を消すことに似ているという︒

パソコンにたとえると︑ストレス遮断法は﹁シ

では︑そういうことが起きてきます﹂

する方法だ︒各種の恐怖症も改善されるという︒
また︑それによって心の健康レベルが引き上げ
られると︑身体の症状も解消されやすくなる︒逆
に言えば︑どんなにレベルの高い手技を施せる治
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その﹁閾値﹂には個人差があり︑多くの人がそ

ほかならず︑気導力で簡単に上げられるという︒

パソコンの画面には︑よく使うプログラムやフ

コンをショートカット︵近道︶と言うが︑人間の

そのように︑心の﹁閾値﹂が上がるとストレス

れを上げようと人生経験を積んだり︑自己啓発を

脳にも似た仕組みがあり︑数日前の夕食のメニュ

への耐性が高まり︑多少のことでは心が折れなく

ァイルをすぐに開けられるように︑それらと直結

ーはなかなか思い出せないのに︑ストレスやトラ

なってくる︒つまり︑このストレス遮断法は︑ス

したりしているが︑実はそれを上げるのは気力に

ウマに関係する記憶はショートカットの要領です

トレスの消去と耐性アップという二段構えによっ

するアイコン︵絵文字︶を配置できる︒そのアイ

ぐに思い出せてしまう︒これは︑誰もが実感でき

て心のさまざまな問題を解消するのだ︒

日本気導術学会では︑特別本部集中セミナーを

さらなる高みをめざす治療家の
ニーズに応える﹁研究コース﹂

るところだ︒
ストレス遮断法はその脳内のショートカットを
消去することにあたる︒つまり︑マイナスの記憶

にアクセスしづらくするのだ︒
さらに︑ストレス遮断法には︑ストレスへの耐

回に分け

り︑それを﹁痛みの閾値﹂と言うが︑それと同じ

一定以上を越えたときに痛みを感じるラインがあ

技術を一気に体得する特別本部集中セミナーと違

阪︑福岡など全国主要都市で開催︒気導術の基本

１年間かけて学んでいく﹁気の教室﹂を東京︑大

受講しにくい人のために︑同じ内容を

ことでストレスにも﹁閾値﹂があり︑あるライン

い︑こちらは少しずつステップアップする形とな

性をつける効果もあるという︒痛みには︑刺激が

を越えたときにストレスを感じることになる︒

12
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り︑仕事をしている人などまとまった時間を取り

ログラムを持つというのが︑私たちの強みです﹂

いレベルを求める治療家のニーズへ応じられるプ

研究コースでは︑症状別の高度な施術法のほか︑

にくい人にも通いやすくなっている︒
特別本部集中セミナー︑あるいはこの﹁気の教

インプット法の応用と向上︑それから気導力をパ

また︑特別本部集中セミナーや﹁気の教室﹂で

室﹂を修了すると﹁気導師﹂の認定を受け︑気の

これにより︑患者を施術するだけの必要十分な

開放されるもの以外の気導穴についても︑毎月の

ワーアップする方法などが教えられる︒

能力を得たことになるが︑ここがゴールというわ

研究コースで順次開放していく︒実は︑気導穴は

使い手として力を発揮することが可能になる︒

けではない︒気導師には巷の治療院と比べると驚

個あるというのだ︒

の先のレベルをめざすべきだと鈴木本部長は言う︒

放されれば気導力を施術に使ううえでの必要十分

﹁気導穴は

くほど高い治療レベルを期待できるが︑さらにそ

﹁自動車教習所のように︑免許を取らせれば終わ

量が確保される︒それは間違いありません︒ただ︑

穴ありますが︑そのうち一つでも開

り︑ではいけない︒例えば︑３回の施術で治るの

湯船に湯を張るときに︑蛇口が１個あるのと

個

なら︑それを１回にしよう︒ 分の施術で治るの

21

には︑たくさん開放されていたほうがよさそうだ

プロとして一日にたくさんの患者をこなす場合

開放されていたほうが短時間で結果が出やすい︒

りたてのところから︑さらに先へ進んでもらうた

私たち日本気導術学会は考えてきたし︑それを実

あるのでは速さが違うように︑気導穴もたくさん

20

21

そういう違いはあります﹂

なら︑それは 分にならないか⁝⁝ということを

30

現してきました︒そこで︑気導師という免許を取

10

めに研究コースというものを提供しています︒高
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レベルの治療効果を得られ︑それ以降もさらなる

うことのようだ︒スタート地点からいきなり高い

が︑気導力の治療効果そのものは変わらないとい

る︒陰陽五行論︑経絡︑血液循環︑仙骨︑上部頸

論にこだわり︑その考え方に沿った施術を追求す

言う﹁スペシャリスト﹂が多い︒彼らは自らの理

椎︑頭蓋骨⁝⁝など︑着目点は違えど︑各療法が

それで症状がすべて治ればいいが︑何割か残っ

技術向上を図れるという点こそが︑気導術の大き

なお︑技術向上の先には︑高い技術を身に付け

てしまった場合には対処不能となる︒理論通りに

持つ独自の身体観に沿って施術が行われるわけだ︒

認定試験をパスした者にのみ授与される﹁気導術

やって治らないなら手の施しようがないからであ

な魅力だといえるだろう︒

師﹂という資格があることも付け加えておく︒

れと対になる﹁ゼネラリスト﹂という言葉がある︒

ビジネスの 世界に︑﹁スペシャリスト ﹂と︑そ

痛みの ﹁スペシャリスト﹂ ではなく
﹁ゼネラリスト﹂ をめざせ

全に治りたいんです︒だから︑私たちはその残り

と患者さんを納得させる︒しかし︑患者さんは完

しても︑﹃７割も 良くなったら 上出来でしょう ﹄

﹁そういった治療では︑症状が３割残っていたと

る︒鈴木本部長は︑そのような治療のあり方に疑

前者は一つの分野に精通した専門家の意︑後者は

の３割の症状をなんとか良くしようと考える︒

ゼネラリストでなければならない︒一つのやり方

にこだわるのではなく︑身体の健康全般に関する

そのためには︑スペシャリストとしてのあり方

問を投げかける︒

複数の分野に一定以上の経験と知識を持つ者を指

しているのだが︑気導術では後者を目指すことを
勧めている︒それは︑なぜか？
一般に東洋医学や手技療法の世界には︑ここで

114

神の 手

06

塾

鈴木 貴樹 先生

GOD HAND

G U I D A N C E
ＣＯＮＴＥＮＴＳ

●特別本部集中セミナー〈気導力を伝授、身体各部位の痛みの取り方、ストレス
の遮断法など「痛・心・病・美・若」の５大テーマへの対応を享受するコース〉
・受講料：472,500円（税込／教材費、宿泊費など含む）
・期間：2泊3日 ・資格：気導師認定（「研究コース」の受講が可能になる）
●研究コース〈治療家として、より高度なレベルに達するための研究セミナー。
さまざまな疾患を対象とし、かつ短期間で結果を出せる技術を身に付ける〉
・受講料：各回23,700〜29,700円（税込）
・毎月全国各地で開催、ワンデイセミナー
●気の教室・初級教室〈特別集中セミナーで学ぶことのできる内容を、1年間の
12回に分けて習得するプログラム。医療従事者以外の受講者も多いコース〉
・受講料：入校時30,000円、毎回23,500円（税込）
・期間：1年間12回（修了者は「研究コース」
「気の教室・中級以降」の受講が可能）
＊いずれのコースも、事前に本部に問い合わせること。
ＣＯＮＴＡＣＴ

日本気導術学会総本部
●〒421-0421

静岡県牧之原市細江200-5

●E-mail info@kidojutu.com
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●TEL.0548-22-2233

●http://www.kidojutu.com/

で十分な治療効果が得ら

れなければ︑別のやり方

を試す︒それには客観的

なロジックに基づく多種

多様な技術と︑ほかの治

療法に対して圧倒的優位

に立てる気導力というパ

ワーが必要とされます﹂

この自信は決して﹁う

ぬぼれ﹂ではなく︑ 年

以上にわたり手技療法・

気の治療の世界の最先端

を走り続けてきたことか

らくる当然の自負である︒

最 高 レ ベ ル の﹁ 神 の

手﹂を最速で得たい人は︑

日本気導術学会の門を叩

いてみてはどうだろう︒

20

