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スーパーメディカルセンター院長

齊藤徳翁

完成された 世紀型・
スーパー神経最適化療法
│

﹁私たち 研究チーム・パンドラは疼痛原因を 特定し ︑
その
著 効 的 解 消に成 功した ﹂ こう 断 言する 齊 藤 先 生は︑
疼 痛 原 因を 圧 痛 範 囲 境 界 線までとした 独 自の 理 論と ︑
その解消のために開発した用具︑配置法によって︑﹁人類
は痛みから 解放される可能性がある﹂
と 言い切る︒

21

齊藤先生自身が打撲したときに
ひらめいたという「打撲の原理」。
痛み解消の核心を突く圧痛範囲と
その境界線の存在の発見がもたらされた。
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齊藤徳翁（

さいとう・のりお）

1958年、
秋田県に生まれる。
博士
（理学）
、
スーパーメディカル研究所所長、
院長を
兼務。
３回の治療で74.4％の患者が完治、
驚異のスーパーSSRを誕生させた
（国際
ライセンス申請）
。
その成果はカナダ国
際会議ISEK2008をはじめ、
国内では日
本慢性疼痛学会、
日本福祉工学会、
東方
医学学会、
柔道整復医学会等で精力的に
発表している。
著書
『スーパーTSR
異の治癒力

驚

スポーツ外傷、
障害編』
を

現代書林より刊行予定。

膝痛解消！「神の手」を持つ13人

痛みには必ず圧痛範囲と
その境界線が存在する
平成 年３月 日︒静岡県東部一円をエリア

最適化療法﹂を受けると︑施術４回目で歩行時

の痛みがなくなり︑階段もスイスイ上れるよう

になった︒合計７回の施術で︑つらい痛みは完

全に消失︒以来︑膝の痛みに悩まされることな

毎週金曜日︑鈴木さんのようにスーパーメデ

く︑﹁どこにでも 自由に 行けて︑ほんとに 嬉し

﹁病院や接骨院にさんざん通っても良くならな

ィカルセンターで症状が改善したという患者さ

にするラジオＦＭボイスキューから︑女性のは

かったのに︑たった４回の施術で良くなったん

んが﹁ラジオＦＭボイスキュー﹂に生出演して︑

性︶は数年前から膝が痛くなり︑階段の上り下

肩︑坐骨神経痛︑膝痛︑ヘルニア︑頸椎狭窄症︑

多彩だ︒腰痛︑ぎっくり腰︑慢性肩こり︑五十

自らの体験を語っている︒その症状は︑じつに

りも辛くなった︒病院で検査を受けると︑膝軟

スポーツ障害⁝⁝︒患者さんの生の声だけに︑

このユニークな番組は︑平成 年９月から

ある日︑たまたま目にしたチラシで齊藤徳翁

実際に治った患者さんがレギュラーで生出演と

年８月までの１年間続いた︒しかも毎週１回︑

も︑いっこうによくならない︒

院長のスーパーメディカルセンターを知り︑ダ

いうのに︑一回も患者さんの出演が途切れたこ

17

メもとで 行ってみた︒そこで︑﹁スーパー 神経

18

骨がすり減って痛みが出ているとのこと︒膝に

70

どれを聞いても説得力がある話ばかり︒

伊豆の国市に住む鈴木さん︵仮名

‼

注射を打っても︑ほかの治療院で施術を受けて

歳・女

ですよ︒ウソみたいです ﹂

いです﹂と︑鈴木さんは言えるようになった︒

31

ずんだ声が流れてきた︒

18

80

ツーショット写真もあるが︑それらはどれもみ
なにこやかな表情である︒

歳・女性︶は１

そんななかに︑膝痛の症例もあった︒

富士市から来た野村さん︵

では１カ月︑２カ月先まで順番待ちという話は

とはなかった︒それどころか︑普通人気治療院

ぐに 先 生のところに 行けばいいので︑ 安 心で

が 消えてびっくりしたのだ︒﹁何かあったらす

ほかにも︑スポーツ障害などで膝を痛めた症

さらに︑スーパーメディカルセンターの待合

経最適化療法︵国際ライセンス申請︒以下﹁ス

患者さんたちが受けているというスーパー神

例が︑ファイルには数多く紹介されていた︒

室には︑患者さんの治癒症例が写真付きで何冊

ーパーＳＳＲ﹂と表記︶とは︑いったいどんな

いるかの︑証左といっていいだろう︒

オ発表﹂待ちだったのだ︒どれだけ早く治って

す！﹂と︑齊藤先生への信頼は厚い︒

た一回のスーパー神経最適化療法で︑膝の痛み

パーメディカルセンターに来院︒すると︑たっ

形外科に通ったが改善せず︑知人の紹介でスー

り︑急に立ち上がろうとすると激痛が走る︒整

になった︒しだいに階段を下りるのがつらくな

年前の夏から︑歩行中左膝に鈍痛を感じるよう

77

聞くが︑４カ月先まで治った患者さんが﹁ラジ

ビデオ収録されたラジオ出演中の鈴木さん

もノートにファイルされている︒齊藤先生との

81
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施術法なのだろうか︒

その質問に答える前に︑先生は一本のビデオ
を私たちに見せてくれた︒右膝が痛いという

３センチの丸型シートに直径５ミリの金の粒が

１つ付いたものだ︒シートそのものについては

後述するが︑スーパーＳＳＲは︑このスーパー

一見︑ただ貼るだけのシンプルな方法だが︑

改善シートを患部に貼って痛みを取る︒

先生は細い金属棒で患者さんの膝の︑いわゆ

なぜこんなに早く痛みが取れるのだろう︒齊藤

代後半の女性患者さんの施術風景だ︒

る﹁圧痛範囲﹂を確認し︑そこにあるシートを

先生に詳しく話を聞こう︒

みにも︑痛みの部分には圧痛範囲とその境界線

貼った︒その数秒後のことである︒患者さんは

ほんとですかぁ﹂と驚きの声を上げたのだ︒

が存在するということです︒この圧痛範囲にス

﹁第一に重要なことは︑原因を問わずどんな痛

﹁これがスーパーＳＳＲなんですよ︒このよう

ーパー改善シートを貼ることができれば︑施術

そう言って齊藤先生は︑施術に使ったシート

痛みを知っているのは本人だけですから︑コミ

際︑大事なポイントが２つあります︒一つは︑

はほぼ成功といっていいでしょう︒ただしその

を見せてくれた︒先生が考案し︑開発した﹁ス

ュニケーション︑すなわち自分の体の情報をう

このシートは２種類ある︒正方形の粘着性シ

能となるわけです︒もう一つはわれわれの問題

り︑われわれも精度の高い処置を施すことが可

まく伝えてもらうことです︒そうすることによ

ートに細かい粒が１００粒付いたものと︑直径

なっている︒

ーパー改善シート﹂だ︒すでに特許申請済みに

特徴です﹂

に即座に痛みが取れるのが︑この療法の最大の

膝を何度も動かしながら︑﹁あれぇ︑痛くない︒

70

82

として︑勘のよさというのでしょうか︑押圧し
たときの感覚です︒患者さんのちょっとした痛
みを 見逃すと︑﹃スッキリ ﹄という 感じの 除痛
ができません﹂
この二つのポイントさえ押さえておけば︑膝
であろうと腰であろうとどの部位でも︑このス
ーパーＳＳＲで痛みが取れるという︒なぜなら︑
痛み発生領域

痛みの原因が確実にその圧痛範囲にあるからだ︒
﹁金属の棒で押圧すると︑痛いところと痛くな

いところがあります︒そこをペンでなぞると︑
地図状の境界線が存在することがわかる︒これ

は打撲をしたときと同じです︒なぜかというと︑
打撲したときはぶつけた形状によって範囲や境
界線がみな違うように︑痛みはこの圧痛︵押し

た痛み︶が軽減するのと比例してなくなります︒
つまり︑圧痛の消失＝痛みの消失︵無再発︶が
成立するわけです﹂

これを 先生は︑﹁打撲の 原理﹂と 名付けた︒

83
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先生自身が打撲したときにひらめき︑圧痛範囲

とその境界線の存在を発見したという︒

大学との共同研究で実証された
改善シートの有効性
ところで︑スーパーＳＳＲがこれだけ即効的
な効果を現すのは︑なぜだろうか︒秘密は︑ど
うやらスーパー改善シートにありそうだ︒

このような発見と経験の繰り返しを経て︑痛

みを瞬時に取るスーパーＳＳＲが確立された︒

ここに︑齊藤先生が国立電気通信大学と共同

で行ったスーパー改善シートに対する効果を調
べた研究結果がある︒

【臨床例①】

まずはじめは︑スーパーメディカルセンター

に来院した 代〜 代の患者をスーパー改善シ

ものがついている︒先生の話によると︑この粒

う痛みの指標の関係を調査したものである︒Ｖ

ートで治療し︑そのあとでＶＡＳとＭＤＳとい

シートには︑８ミリ前後の間隔で丸い粒状の

の間隔がポイントだという︒この間隔のとき︑

ＡＳは︑まったく痛みのない状態を０︑最大の

な側面から痛みを捉えた指標である︒

測定した数字︒また︑ＭＤＳは感覚的︑情動的

金属粒子が放つイオンが均等に痛みを回復させ

を貼ってもスッキリとしない患者さんが少なか

治療部位は痛みを対象とした頸部痛 例︑肩
痛︵ 肩 甲 骨 含む ︶

らずいた︒どうしたらその痛みが取れるのだろ
うと悩みながら粒を貼っていたところ︑明らか

指︶６例︑腰痛

例︑ 上 肢 痛︵ 上 腕 部 〜 手

22

例︑臀部痛︵股関節含む︶９

に患者さんの反応が変わったポイントがあった︒

16

スーパー改善シートを開発した当初︑シート

痛みを１００と表し︑主観的な痛みの度合いを

70

ることがわかったというのである︒

10

23

84

例︑下肢痛︵大腿部〜足部︶ 例︑合計１０
８例︒

１回目の治療前後のＶＡＳの平均値を調べ

32

たところ︑治療前が ・３だったのに対し︑
治療後は

・４に減少︒３回目の治療前後の

73

療前の総合感覚は１５９︑総合情動 ︑総合

烈な︑ ４ 耐え 難い︑ ５ 苦しみもだえる ︶
︒治

５ 死ぬほど 辛い ︶
︒ 評 価︵ ２イライラ︑ ３ 強

っとする︑３怖い︑不安︑４恐れおののく︑

けるような︑５引っ 張る 痛み ︶︒情動︵２ぞ

しびれる︑２チクチク︑３刺すような︑４や

通り１〜５段階で示している︒感覚︵１熱い︑

Ｄによる感覚︑情動︑評価のレベルは︑次の

さらに︑ＭＤＳについても調査した︒ＭＳ

は１・９という結果になっていた︒

平均値になると︑治療前の６・０が治療後に

20

29

評価 だった︒これに対して︑３回目の治療

85

30

後には総合感覚 ︑総合情動６︑総合評価０
13
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膝痛解消！「神の手」を持つ13人

て痛みを評価した︒ＶＡＳでは︑まったく痛み

観的に痛みを測定するＶＡＳという方法を用い

普通︑痛みというと︑どの程度痛むのかとい

のない状態が０︑最大の痛みが１００で表され

という結果となった︒

ったその度合いでしか捉えられていなかったが︑

その結果は︑こうだ︒Ａ群の施術前痛みの指

る︒

って患者を不安にさせていたことが明らかにな

数は平均 ・８±８であったが３日連続スーパ

感覚的︑情動的な痛みが存在し︑長期間にわた

った︒こうしたことから︑スーパー改善シート
は︑患者の自覚痛の消失だけではなく︑それに

均 ・３±１で有意差︵統計的に意味があると

ー改善シートを使用した施術後の痛み指数は平

【臨床例②】

スーパーメディカルセンターに来院した 名

分け︑両方とも低周波 分︑マッサージ

考えられる差異︶が認められた︒明らかに痛み

が軽減していることがわかる︒

一方︑Ｂ群の施術前痛み指数は平均 ・５±

・６±１と有意差は認められな

かった︒スーパー改善シートを使用したほうに

連続施術後は

１でスーパー改善シートを使用しなかった３日

63

可能としていることがわかったのだ︒

伴う精神的な苦痛を和らげる︑内面的ケアをも

65

名ずつ２つのグループＡ群とＢ群に

の膝痛患者︵慢性疾患 例︑急性疾患 例︶を

14

をした︒そして﹁臨床例①﹂の場合と同様︑主

Ｂ群にはスーパー改善シートを使用しない設定

周辺痛︑腰椎椎間板ヘルニア︑坐骨神経痛でも

同様の実験はこれまで︑足関節捻挫︑肩関節

したあと︑Ａ群にスーパー改善シートを使用し︑

10

無差別に

45

80

比べ︑痛み指数が明らかに違うことがわかる︒

28

分を

52

10

40

86

行われており︑痛みに対してスーパー改善シー

が︑電気の伝達量が減り ％︑ ％︑ ％に低

50

ズムはまだわかっていない︒現在その解析を︑

だが︑なぜ痛みが軽減されるのかというメカニ

これらの結果は日本慢性疼痛学会で発表済み

る︒これが︑神経の機能が低下した状態です﹂

も故障する︒そして故障箇所が圧痛として現れ

ちてきて︑そのまま普段どおり体を使っていて

みの浅いところ︵押しても痛みがそんなにない

ところ︶は神経の機能低下がそれほど進んでい

ないが︑深いところの圧痛︵同圧痛にて痛みが

強く出ている部分が一番痛みを発している︶は

深部まで神経の機能低下が進んでいるところだ︒

考えるとわかりやすい︒神経が１００％各パー

られます︒たとえると︑神経は電気の伝達路と

﹁痛みは︑神経の機能が低下して起きると考え

次のように推測している︒

てくれた︒神経の中枢は電気の調整と送電︑ク

これをクルマにたとえて︑先生はこう説明し

神経を回復︑血行を良くしていると思われる︒

トが発するマイナスイオンが圧痛を消失させ︑

が︑スーパーＳＳＲである︒スーパー改善シー

こういう低下した神経の機能を回復させるの

ツ︵人体の各臓器︶に電気を送ることができれ

ルマでいうとバッテリーと考えて︑ここからエ

メカニズムは研究課題となっているが︑先生は

これだけの速効的な効果が得られるのだろうか︒

それにしてもなぜ︑このシートを貼るだけで

神経の機能低下を回復させる
スーパー神経最適化療法

﹁打撲の原理﹂でいうと︑圧痛範囲のなかで痛

下してくると︑それに応じて各パーツの力は落

60

国立大学と共同で行っているそうだ︒

トが効果的であることを実証した︒

70

ば︑筋肉も骨も靭帯も健康な状態です︒ところ

87
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線回路︵神経回路︶を修復して電気が通る状態

ツが正常に機能しなくなる︒そこで︑傷んだ配

たりすることで電気が流れにくくなり︑各パー

線が事故︵打撲︶などで︑傷ついたり︑劣化し

れている︒この配線回路が神経回路だ︒この配

ラジオ︵口︶など︑さまざまなパーツに配線さ

あと︑二番目︑三番目に痛いところの症状が出

このように︑一番痛いところの痛みが取れた

く︑ほかの弱いところに症状が出てくるからだ︒

れる場合もある︒これは︑処置した場所ではな

れや重さ︑張りといった︑別の症状になって現

ともある︒場合によっては痛みではなく︑しび

えることもあるが︑翌日また痛みが出てくるこ

膝の痛みは︑一度の施術で痛みがすっかり消

にするのがスーパーＳＳＲであり︑スーパー改

てくることがあるので︑施術を何回かくり返す︒

ンジン︵心臓︶︑ワイパー︵腕︶︑ライト︵目︶︑

善シートだという︒

それによって痛みの部分はどんどん小さくなり︑

あとかたもなく消えてしまう︒

いずれにしても︑スーパー改善シートが及ぼ
す圧痛消失メカニズムの解明が最大の課題であ

﹁膝の痛みの場合︑３回続けてこの施術を受け

者さんの施術結果だ︒

ンターで膝の痛みの施術を受けた５００人の患

これを裏付けるのが︑スーパーメディカルセ

先生︶

ると︑７割以上は 痛みがなくなります ﹂︵齊藤

り︑解明することで本当の意味での 世紀型医

膝の痛みに話を戻そう︒

さて︑ここでもう一度︑今回のテーマである

５００人の膝痛施術が
示す驚異の改善実績

療が誕生すると︑齊藤先生は考えている︒

21

88

【臨床例③】
患者さんは男性が２１０人︑女性が２９０人

で︑平均年齢は 歳︒このうち１回の施術で痛
みが 取れた 人は １３４人︵ ・８％︶︑２回で

44

ど︑自信がなくてはできないことだろう︒

このようにスーパーＳＳＲを受けると︑原因

自律神経を整える
スーパー電流最適化療法
︵ＤＳＲ︶

・４％︶
︑３回

に関わらず膝の痛みが簡単に取れることがわか

・２％︶
︒なんと

痛みが 取れた 人は １７２人︵
人︵

は数々の発見があり︑またその仮説を裏付ける

に成り立った療法といえども︑ここまでくるに

５０００例以上手がけてきたという︒仮説の上

このスーパーＳＳＲを︑先生はこれまで１万

ロールしている神経だ︒興奮系の神経︵交感神

化など︑生きるために必要な生命活動をコント

自律神経とは︑呼吸や血圧や体温︑脈拍︑消

スが崩れることによって起こるものだという︒

自然に体が壊れてくる現象は自律神経のバラン

そうした実績からか︑先生の言葉のはしばし

まり︑働くと︑休むの絶妙な切り替を行うこと

り︑この絶妙なバランスで成り立っている︒つ

経︶とリラックス系の神経︵副交感神経︶があ

には施術に対する自負と自信がうかがえた︒そ

で︑健康体を維持することができると考えられ

ない︒

ような数多くの不思議な体験をしてきたに違い

象がある︒実はこれが一番多いのだが︑これら

った︒大事なことはケガや交通事故に遭ったわ

74

が︑３回までの施術で痛みが取れている︒最長

の 人は

・ ４ ％の 人

26

34

けでもないのに自然に体が病んでくるという現

13

は 回で︑痛みが消失するまでの平均施術回数

66

は︑２・８回だ︒これは驚異的に短い︒

10

もそも︑患者さんにラジオ生出演を依頼するな

89
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るのである︒

最善指数は

〜 で健康体を維持するという︒

生の駆使する生体電流測定器であり︑これら自

ちなみに未病とは︑病名がつく一歩手前︑検

が崩れている人はグラフにはっきりと現れます︒

﹁生体電位を測定すると︑自律神経のバランス

神経のバランスを正常化すると考えられるとこ

タ︶を微弱調整し︑視床下部︵司令塔︶が自律

自律神経が調整されると︑全身の骨格筋が柔

ろに着目したのが︑まさにこのスーパーＤＳＲ

明確になるのです︒その異常なポイントに生体

軟性を取り戻し︑ズレた骨格が正常な位置に戻

それを見ると︑どこの機能が低下しているのか

電位変換用具を取り付けます︒すると生体電位

りやすい状態をつくる︒短期間の手技だけでは︑

また︑スーパーメディカルセンターではスー

が整って︑間接的に自律神経を整えていると考

生体電位＝自律神経ではないが︑生体電位調

パー体質最適化療法︑すなわちスーパーＴＳＲ

そこまで筋肉をほぐすのは不可能である︒

整＝自律神経調整が可能なのである︒自律神経

えられます﹂︵齊藤先生︶

というわけだ︒

その 脳の 中 枢である 脳 下 垂 体︵コンピュー

とで起こる脳機能のアンバランスといっていい︒

配ごとなど︑整理のつかないことが多くなるこ

査結果に異常がないのに体の調子が良くないこ

兆個の細胞から成り立っている

律神経を 整える 療法が﹁スーパー ＤＳＲ﹂
︑す

人間の体は

と︒さらに詳しくいうと︑過度のストレスや心

いわば未病の治療というわけだ︒

60

なわちスーパー電流最適化療法なのだ︒

そして︑このバランスを測定するのが齊藤先

40

がひと目でわかるので︑施術ポイントもまた︑

いる︒この電位の流れが生体電流である︒

が︑その一つひとつから微弱な電位が発生して

60

90

と呼んでいる療法がある︒

通常痛みが取れれば︑それで施術は終わりの

はずだが︑それは日常生活でのこと︒例えばス

ポーツ選手や︑肉体を酷使するハードな仕事を

こなす人はそうはいかない︒無理を強いられ︑

また痛くなることや︑そのまま障害として残っ

てしまうことなども少なくない︒その結果︑現

役を引退せざるをえないこともしばしばある︒

スポーツ選手に引退の原因を聞くと︑やはり障

害が残り︑現役として続けていくことができな

くなったという理由が圧倒的に多かった︒

ところが︑こんな障害さえも治してしまうと

歳の男子選手のケースをご紹介

いうのである︒実際︑スキーでオリンピックを
目指していた

しよう︒

病院の検査結果では︑膝前十字靭帯断裂である︒

彼はジャンプ後︑膝に致命的な重傷を負った︒

26

彼の﹁夢はここで終わった﹂はずである︒確か
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膝痛解消！「神の手」を持つ13人

に膝関節の前後のズレが明らかだった︒本人も
歩くと膝が前にすべるのがわかるという︒

うか？ 先生は︑そのスキー選手とのツーショ

去されたのである︒こんなことが可能なのだろ

施術６回で︑ズレがなくなり︑痛みも完全に消

で︑スーパーメディカルセンターが取得したの

５月取得︶
︒ＩＳＯとは 国際標準化機構のこと

本で初めてのＩＳＯ認定治療院だ︵２００６年

ところで︑スーパーメディカルセンターは日

患者の満足度を高める
日本初のＩＳＯ認定治療院

ット写真を前に︑こう話し始めた︒

は品質管理システムの国際規格ＩＳＯ９００１︒

ところが︑このような状態でも︑齊藤先生の

﹁私も新たに︑この施術理論の確信を得ました︒

簡単に説明するとこうなる︒

お客さまに満足していただくための高品質の

つまり︑前十字靭帯の断裂だけではなく︑膝の
まわり全部に圧痛があり︑それを消失させるこ

サービス︵施術︑スタッフ教育︑お会計の明瞭

査体勢が整っているかどうかを基準に︑経営者

とで治すことができた︒まさに神経を回復させ

じつは︑これこそがスーパーＴＳＲなのだ︒

が自ら経営管理をするための規格がＩＳＯ９０

化等︶を提供するためのシステム管理や内部監

部分的に治りずらいところを強化できる療法だ︒

０１だ︒認定された事業所は︑年４回行われる

ているのではないでしょうか﹂

これは練習をしながらでも強力な施術で治すこ

監査をクリアしなければならない︒

このように自らを律するようなＩＳＯの認定

とが出来るというのだ︒膝の痛みも︑ここまで
できれば万全だ︒

を︑なぜ取得しようと思ったのだろうか︒その

92

スーパーメディカルセンター

住所●〒410-0057
静岡県沼津市高沢町3-15
エンゼルパークビル1F
TEL●055-922-5855
H P●http://www.super-medical.com
診療時間●受付
平 日 9:00 〜 12:00 14:30 〜 18:30
土曜日 9:00 〜 12:00
日祭日 9:00 〜 12:00
休診日●水曜日

※スーパー改善シートの販売に関する情報、および体験希望などは、スーパーメディカルセンターに直接
問い合わせができるようになっている。

問いに︑齊藤先生はこう答えた︒
﹁とにかくスタッフに信頼され︑患者さんに満
足していただける治療院にしたかった﹂

こうした前向きの姿勢が︑新しい発見や独自
の療法を生み︑多くの患者さんの信頼を得るこ
とにつながっているのだろう︒
この稿の最後に︑齊藤先生の治療家魂がかい
ま見える言葉を記しておこう︒
﹁どうやったら最善の施術に行き着くか︒常に

それを求めてやってきた︒また患者さんの︑ど

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

ACCESS DATA
◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀

んな小さな言葉も聴き逃さず︑すべて施術のヒ
ントにしてきた︒これまで数々の障害を乗り越
えられたのは︑迷ったときには必ず原点に戻る︒
原点とは宇宙の法則であり︑自然の法則です︒
人間の体は地球上に存在するすべてのものと同

じ原理で創造され︑つくられてきたからです﹂
スーパー神経最適化療法は︑そういう積み重
ねから生まれた療法だ︒
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