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第１話 
 

臨床 40 万人と最先端研究の結論 

あなたの「脳」が危ない‼ 

なぜ、うまくいってる人は「脳」に投資するのか？ 

潜在能力を開花させ毎日若返る「健脳」のヒミツ 
 

 

 

柳田：皆さん、こんにちは。健脳プロジェクト、プロデューサーの大谷翔平です。間違

えました。柳田厚志です。 

 

南：皆さん、こんにちは。アシスタントの笹生優花です。よろしくお願いいたします。

すみません。南恭子と申します。よろしくお願いいたします。 

 

長谷：こんにちは。長谷です。52 歳です。53 の学年になりましたんで、よろしくお願

いします。 

 

柳田：よろしくお願いします。 

 

南：よろしくお願いします。 

 

柳田：長谷先生、いきなり年齢から入りましたけれど。 

 

長谷：年齢、バンバン言いますから。 

 

南：この後、私も聞かれるんですかね。 
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柳田：いや、どう見ても 40 代な感じですけど。 

 

南：若々しいですよね。 

 

柳田：南さん、お幾つでしたっけ。 

 

南：もういきなり聞くんですね。46 歳です。 

 

柳田：あ、まあまあですか。 

 

南：まあまあですね。 

 

柳田：ということで、いきなり年齢から始まりましたけれども、実は今回のプロジェクトは

ですね、こういうプロジェクトなんですね。 

 

南：今回は、健脳・リーバスエイジングプログラム・プレ講座ということでお届けしてまい

ります。 

 

柳田：はい。健脳ですけれども、これ、長谷先生が付けられた名前だと思うんですが、どう

いう意味ですかね。 

 

長谷：そうですね。脳の健康って字のとおりなんですけど、今回のプロジェクトでは、健康

だけじゃなくてね、脳を健康にすることによっていろんな副産物というかね、一つが若返り

というか、いつまでも若く、エロくっていうのがテーマになっています。 

 

柳田：エロさも。 

 

長谷：エロさも。 

 

南：なるほど。それもあるんですね。 

 

長谷：エロい イコール 若いですから。 

 

柳田：いやそうですね。二つ、今ポイントがあったと思うんですけど、健康ってよく言われ

ますけど、健康じゃなくても、健脳だというのが一つと、その結果として、今回、リバース

エイジングと。若返りということなんですけれども。 
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長谷：何を基準にするかですけど、今回、だから脳を健康にすることによって、結果的に体

も健康になるっていう。今までは、体を健康にしていろんなところを健康っていう感じだっ

たんですけど、今度、逆のベクトルで、脳をとりあえず健康にしてみて、自分がどこが悪い

か、参加者の方がどう変わるかっていうのをですね、体感してもらいたいということですね。 

 

柳田：南さん、どうですか。健脳って聞いて。 

 

南：健脳って最初聞いたときに、どういうことだろうと思って、ちょっとお勉強とかそうい

うのが絡んでくるのかなと思ったんですけれども、このサブタイトルにある、リバースエイ

ジングをやっぱり女性としてはとても気になりますね。 

 

柳田：そうですよね。しかもそれが、なんか外側をこうするんじゃなくて内側から、脳もそ

うですし、内側から変えていって、本来の若さを取り戻すということなので、ちょっと上に

もいろいろ書いてますけれど、まさに、副産物がいろいろあるということですよね。南さん、

これ以上見た目が若くなってどうしますか。 

 

南：なんですか。歯が浮いたような。 

 

長谷：うそっぽい言い方ね。 

 

南：わざとらしいコメント。ちなみに柳田さん、お幾つでしたっけ。 

 

柳田：僕は 43 ですね。健脳ですから。 

 

南：これからですよ。 

 

柳田：ということで、これ全 4 回、これからね、この 3 人プラス、更に長谷先生のパートナ

ーと言いますか、長谷先生を支えるインストラクターの先生たちもときどき出ていただい

たりしながら。 

 

長谷：そうですね。メインはこの 3 人でね。あと実技とかね、いろんなものがありますの

で、それはやっぱり専門の人が、あたらせていただいて、全力でサポートするっていう。去

年とか一昨年出た人もいるかと思うんですけど、そういう感じで全力でやっていきたいと

思います。 
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柳田：去年までは、内臓だということで 2 年間やってきましたけれども、それもすごく反響

あったんですけれども。やっぱり更にもっと司令塔の脳を今回取り扱うということで、また、

今まで学んだ人にも新たな学びっていうことですかね。 

 

長谷：そうですね。ウェイティングが内臓よりもちょっと、前回もね、ちょっと触れてはい

たんですけど、やっぱり問い合わせが多かったのと、やっぱり、中枢ですよね。真ん中と、

その通路と、その内臓と、全部良くしないと本当の健康がやっぱり得られないということで、

今回、どっちかっていうと、脳というか、頭蓋骨ですかね。そっちのほうにちょっとフォー

カスして進めていきたいと思いますね。 

 

柳田：まさか脳なんてね。 

 

南：なんか脳なんて。 

 

柳田：自分でいじれるのかみたいなところ、いろいろ疑問、皆さんあると思いますけど、こ

れ、無料で見れる、聞ける、学べるだけでも相当な価値がありますから、ぜひ見ていただき

たいと思います。じゃあ、早速いってみましょうか。 

 

南：潜在能力を開花させ、毎日若返る健脳の秘密ということで、お話伺っていきたいと思い

ます。 

 

柳田：ではまずですね、長谷先生のプロフィールなんですけれども、こちらになります。 

 

南：では長谷先生のプロフィール、ご紹介させていただきます。経営者、プロスポーツ選手、

俳優、歌手、芸術家、モデル、タレントも含め、妊婦さん、生まれる前のお子さんから 100

歳近い方まで、臨床 31 年で約 40 万人の患者を施術する、生粋の治療家です。同時に、1000

人以上の治療家を育てる治療家のメンターでもあります。 

 

柳田：ということで、ものすごい経験と。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：しかももう、ありとあらゆる方と。 

 

南：40 万人って相当ですよね。 
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長谷：はい。 

 

柳田：生まれる前の赤ちゃんから 100 歳くらいまでの方までと。しかも芸能人から、もう

すごい非常に有名な方も。 

 

長谷：そうですね。いろんな人までいますよね。 

 

南：誰ですかって聞きたくなっちゃいます。 

 

柳田：いやいやいや、本当に…、僕もある程度聞いてますけど、すごい方がお忍びで通われ

てるくらいすごい方なんですが、なのに、こんな映像に出ていただいたと。良かったんでし

ょうか。 

 

長谷：大丈夫です。きょうはあれがないんですね。 

 

柳田：あれがないですね。準備が良くないですね。 

 

長谷：あ、来ましたね。（ピンポーン）。 

 

柳田：大丈夫ということで。 

 

南：貴重なお話、伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

長谷：お願いします。 

 

柳田：本も出されていて、非常に行列ができる先生ということで、並ばれてるんですけれど

も。そんな先生がついに行き着いた健脳理論というメソッドを教えていただけるというの

が、今回になってます。今回ですね、まず無料で皆さんには受けていただくんですけれども、

プレセミナーというのもご用意しておりまして、こちらですね。 

 

南：リバースエイジングメソッド&エネルギーを体感。健脳・リバースエイジングプログラ

ムプレセミナー&先行募集の説明会になります。まず、会場でご参加いただけますのが 8 月

14、15、21、22 の 4 日間です。いずれも定員 20 名限定で、場所は銀座になります。こち

らは、長谷先生から直接ご指導いただける回となっております。そして、オンラインでご参

加いただけますのが、8 月の 16、17、18 の 3 日間。定員は 30 名さまとなっておりまして、

こちらは長谷先生ももしかしたらご参加いただけるかもしれませんが、基本的にはインス
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トラクターの先生方によるご指導を予定しております。 

 

柳田：ということで、まずこれ、今年の夏から健脳・リバースエイジングプログラムという、

本講座ですね。直接、長谷先生をはじめとした先生方から学びたいという方向けの講座を行

っていくんですけれども、その説明会も兼ねたプレセミナーで、直接、長谷先生から学んで

いただける会場参加と、Zoom でのオンラインで学んでいただける回というのもご用意して

ます。なんと値段が。 

 

南：そうなんですよね。今回、新規プロジェクトの開講につきまして、通常ですと 1 万円の

ところ、2000 円にてご提供させていただきます。 

 

柳田：これ、安過ぎじゃないですか。先生。 

 

長谷：そうですね。最初…ということでサービス。 

 

柳田：サービスが過ぎるんじゃないかという感じですけれども。ぜひ、南さんも来ていただ

けますか。 

 

南：ちょっと気になることが山盛りで。実際、あんなふうにいろいろやっていただけるって

いうことなんですよね。 

 

長谷：そうですね。多分、前のプレセミナーの様子だと思いますけど。実際、治療…ペアに

なってね、やるような感じになりますね。Zoom のほうは多分、おそらくセルフケアになる

と思いますけど。 

 

柳田：これは、今回は特に脳に特化して。 

 

長谷：そうですね。ていうか、頭蓋骨ですね。 

 

柳田：頭蓋骨。 

 

長谷：頭の触り方から、普通ね、触らないですからね。あんまり。 

 

柳田：そうですね。 

 

長谷：持ち上げ方とかね、本当にだからド素人の人が分かりやすいようにやる感じですよね。 
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柳田：ということなので、この無料のオンラインのプレ講座見ていただいて、興味持った方

はぜひ、直接来ていただきたいなと。続々、今、埋まっておりますけれども、なんと 2000

円で参加できますので、オンラインでも参加できますので、ぜひ参加していただきたいと思

います。 

 

南：お待ちしております。 

 

柳田：大切なお知らせということでお願いします。 

 

南：公式 LINE のお友達になりますと、あなたの若返り指数が分かる、健脳診断ができま

す。 

 

柳田：いいですね。 

 

南：詳しくは、このページにあります健脳公式 LINE の登録方法をご覧ください。 

 

柳田：ぜひね、登録していただいて、健脳診断、若返り指数が。 

 

南：気になります。 

 

柳田：出ますので、自分の年齢と比べてどうかというのを見ていただきたいと思います。 

 

南：あなたの「脳」が危ない。あなたは自分の脳の状態をどれくらい把握していますか。そ

して、このまま放置する危険も。 

 

柳田：脳が危ないと言われても。 

 

南：ピンときませんね。 

 

柳田：どれくらい把握してますか。 

 

南：いや、ゼロですね。 

 

柳田：しかも、毎日ワイン飲んでますもんね。 
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南：そうですね。多分、私の脳はワインに浮いてますね。 

 

柳田：ワインはいいんですか。 

 

長谷：ワインは、全部そうですけど…ほどほど。 

 

南：まずいな。 

 

柳田：ほどほど。 

 

長谷：ほどほど。一升瓶で飲む。一升くらい飲むんでしたっけ。山梨行くとね、一升で売っ

てますよ。 

 

南：私は家に箱ワインが。 

 

長谷：箱ワインが。 

 

南：5 リットルの。 

 

長谷：もっとあるんですね。 

 

柳田：ほどほどじゃないような…気がする。 

 

長谷：ほどほどじゃない。 

 

南：適量は人によって違うので。 

 

長谷：呑んべえの言い訳ですよね。 

 

柳田：そうですよ。このまま放置すると危険もということで、ちょっとですね、いろんなデ

ータを見ていきたいんですが、その前に、なぜ長谷先生が脳に行き着いたのかというところ

なんですけれども、まずこちらですね。 

 

南：筋骨格系のアプローチで結果に結びつかない人が増えた。一時的に良くても、不調にな

る人が出た。 
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柳田：これは、昔はあれですか。治療といっても、筋肉をいじることもやられてたと。 

 

長谷：そうですね。イメージしていただくと、昭和 40 年代とかは基本的に、結構肉体労働

が多いんですよね。なんで、やっぱり筋骨格系とかね、そういう、ボキッとやったほうが効

いた、結果も出たんですよね。しかもなんか、そういう矯正系のやつって、アメリカで 100

年くらい前に生まれたんですけど、パソコンもない、スマホもない、水も空気もきれい。ア

メリカはまだきれいなんでしょうけど、そういう状況だとやっぱり筋骨格系でも結果が出

たっていう。ただ、今はちょっとどうしてもね。パソコンもそうですし、最近なんかね、コ

ロナでもうずっとパソコン見たりとか、スマホを見てる人多いんで、それを人間なんでね、

良くも悪くもバランスが取れるんですよね。ただ、ずっと続けていくとやっぱりどっかに軋

轢というかストレスがかかってきますんで、それが限界に近づいたらちょっとガクッと来

ちゃうので、その前に予防しときましょうよということです。 

 

柳田：それは、じゃあ時代の変化、環境の変化によって、今まで治ってたものも治らなくな

ったりとか。 

 

長谷：そうですね。治らなくなってきましたよね。治療家の方もよく来るんですけど、やっ

ぱり、昔よりもどんどん、年々、年々、やっぱりそういう筋骨格系ですよね。それだとやっ

ぱり結果が出なくなってきてるらしいですね。 

 

柳田：なるほどですね。そして、こちら。 

 

南：メニエール、顎関節症、目の病気、鼻の病気、頭痛など、首から上の問題は鍼灸や一般

的な整体などで治療できない。 

 

柳田：これはどういうことですか。 

 

長谷：そうですね。治療できないっていうことはない、治療はできるんでしょうけど、やっ

ぱりこう結果が出ないというか、なかなかやっぱり苦しんでる人が多いんですよね。私のと

ころ、だから治療してる人も結構来るので、そういった人は、だから首から上ですね。この

上の問題、例えば目とかね、耳の問題、結構やっぱり、鍼だとなんか対応できない。結構な

達人レベルでも、やっぱりなかなか結果が出ないというふうに聞くので。ただ、頭蓋骨やる

と、わりとすぐ変化が出て、やってると徐々に良くなったっていう人も結構いるので、やっ

ぱりそっちからのアプローチは経験的にもいいんじゃないかと。 

 

柳田：特に、またコロナでパソコンばっかり見てとかもありますし、目の疲れとか。 
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長谷：そうですね。 

 

柳田：首、肩とかっていろいろありますけれども、1 個戻ったときに、筋骨格系で駄目にな

って、そこから内臓に行き着いたって話もあったじゃないですか。去年まで教えていただい

たので言うと、体の中の内臓を整えるっていうところ。これも非常に反響あったんですけれ

ども、それでも、この 2 番の問題は、やっぱり頭蓋骨とかをやっていかないと、できない

と。 

 

長谷：もちろん、両方やったほうが結果はいいと思うんですけど、去年やった中で、この辺

の特定の、首から上のやつってあんまり、多分ないんですよ。例えば腰痛とか、胸が痛いと

かそういうのは、内臓もやったほうがいいんですけど。 

 

柳田：なるほど。 

 

長谷：できれば両方やったほうが、よりいいっていう感じですね。 

 

柳田：去年も本当に、非常に、頭蓋骨も教えてほしいっていう要望あったんですけれども、

それは頑なに拒否してて。ようやく今年。 

 

南：なるほど。 

 

長谷：すらっとできないからって言って。 

 

柳田：まだ早いと。ようやく今年、健脳ということでなったわけです。 

 

長谷：さらっとできればいいんですけどね、さらっとできるような問題じゃないんでね。や

っぱこう、ある程度、がっつりやらないと。中途半端になると結構、やっぱり頭蓋骨、危険

なんで。 

 

柳田：そうですよね。 

 

長谷：基本的な仕組みとかね、なんでやるのとか、そういうものをちゃんと理解しないと。 

 

柳田：なるほど。ありがとうございます。そして、こちらですね。 
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南：水も空気も汚れている。電磁波、情報量の増大など、外的環境の影響を多大に受けてい

る。対応も変える必要がある。 

 

長谷：これはもう、誰でも感じてると思いますけどね。 

 

柳田：つまりは、もうこの世界で生きていく以上は、それはしょうがないと。外部の環境、

影響を受けるのは。 

 

長谷：そうですね。それを避けるっていうのはちょっと無理ですよね。やっぱりね。 

 

柳田：そうすると、それに打ち勝つといいますか、それを寄せ付けないといいますか、そう

いうスキルであるとか、日々の生活習慣であるとかが大事になってくると。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：いうことですよね。ということで、行き着いたのがこちらということになりますね。 

 

南：クラニアルをやることによって、脳の環境が良くなる。そして、今回のプロジェクトで

は、セルフケアできるようになるし、栄養もコントロールできるようになる。 

 

柳田：すみません。ちょっと専門用語使っちゃったんですけど。 

 

南：なんですか。クラニアルって。 

 

柳田：僕も分からないんですけど。どうでしょう。クラニアル。 

 

長谷：クラニアルって、もともと頭蓋骨のっていう、形容詞でクラニアルテクニック、頭蓋

骨のテクニックっていう、そこから来てるんですよね。頭蓋骨だけだとスカルっていう名詞

なんですけど、クラニアルっていうのは、省略すると頭蓋骨の施術をやるテクニック。いわ

ゆる、クラニアル、クラニアルって言ってますね。 

 

柳田：かっこいいですね。 

 

南：かっこいいですね。きょうから使いましょう。 

 

柳田：クラニアラー。 
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南：素人がやると危ないんで。 

 

長谷：アムラー（安室ちゃん）みたいですね。 

 

柳田：その頭蓋骨をやることによって、脳の環境が良くなる。そして、自分で不調を治せる

ようになる。そして、脳脊髄液が流れていないと良くないということで、逆に言うと、今回

のプロジェクトでそれができるようになって、脳脊髄液も流せるようになるということで

すよね。 

 

長谷：そうですね。もちろん、内臓とかね、いろんなやつやったほうが効果的は効果的なん

ですけど、結構、セルフでやってもすごい調子が悪いときとか、結構すぐ結果が出ますんで、

ぜひ。イメージ的にはね、脳に近いんで、頭蓋骨って。結構、だから刺激は多いんですよね。

静かに見えても。 

 

柳田：なるほど。更にちょっと下に書いてますけど、栄養もコントロールできるようになる

っていうことで、実は今回、本講座のほうは全て網羅っていうか、脳を中心にですね、クラ

ニアルを中心に内臓も、栄養も。これも長谷先生がすごい方を招聘してますもんね。 

 

長谷：そうですね。去年もゲストで来ていただいた、マイクロアルジェコーポレーションの

竹中社長ですね。薬学博士の。が、栄養の講座というかね、時間を取ってわざわざ。で、い

ろいろ要求してるんで、楽しみにしていると。 

 

柳田：これはね、楽しみですけど。お子さんもいらっしゃって、栄養もいろいろ考えるじゃ

ないですか。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：でも、なんか知らないじゃないですか。あんまり。詳しく。ものすごい知識のある先

生が来てくれるということで。 

 

長谷：そうですね。ちょっと最近だと、DHA とか、最近やっぱ結構流行りだしましたけど、

結構、だから 22～23 のときにそういう名前聞いてたんで。22～23 っていうと、約 30 年前

ですから、その頃から EPA とか DHA とか、そういう情報を持って、ちゃんといいものか、

悪いものかを認識できたって。 
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柳田：なるほど。そんな講座なので、今回こそ南さんにも本講座、参加していただきたいん

ですけれども。 

 

南：はい、ぜひ。 

 

柳田：いつも、ここで威勢はいいんですけどね。ということで、以上、長谷先生が脳に行き

着いたプロセス、見てきましたけれども、じゃあ実際、本当にどれくらい危ないのかってい

うのを見ていきたいと思います。 

 

南：人類がまっしぐらに愚かになっている。ちょっと衝撃の。 

 

長谷：この人の、この研究所の言ってることですね。 

 

柳田：言ってることです。 

 

長谷：ちゃんとした研究センターですからね。 

 

柳田：更に言うと、こちらですね。 

 

南：これ、びっくりしました。1991 年生まれは、1975 年生まれより平均的に IQ が 5 低い。

更に、10 年ごとに IQ が 2.5 から 4.3 低下している。 

 

柳田：それもすごいです。 

 

南：すごいです。私、1975 年生まれなんですよ。で、さっきスタッフに 1991 年生まれが

いて、私より IQ5 低いねって話をしてたんですけど。 

 

柳田：そんなマウント取ってどうする。 

 

長谷：平均って書いてありますから。 

 

南：若さでマウント取れないんで。 

 

柳田：これもまた衝撃ですけれども。 

 

南：衝撃ですね。 
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柳田：これは、やっぱり脳がちゃんと、脳の健康状態が良くないというか。 

 

長谷：そうですね。脳の健康状態自体がもう良くないんで。だから、脳をちゃんと働かせる

環境がいわゆる、まずできてないんですよ。内臓のときも同じような感じなんですね。 

 

柳田：そうですね。これ、やっぱり 30 年にわたって 730 万人を調査してきた結果というこ

とで、実は、ノルウェーだけじゃなくて全世界で見られる傾向だということで。日本はここ

入ってないのかもしれません。入ってるんだと思いますけれども。 

 

南：日本だけ…。 

 

長谷：もしかしたら、もっと低いかもしれない。 

 

柳田：もっと低い。 

 

南：そうですよね。お子さんいるから気になりません？ 

 

柳田：そうですね。やっぱり見てても、圧倒的に本とかも読まなくなってきてますし。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：映像とか YouTube とか、そういうことで済ましてるのがすごく多くなってる気はし

ますけどね。で、これですよまた。 

 

南：なんと、現代人の集中力は金魚以下。金魚の集中力は 9 秒。人間の集中力は 8 秒。これ

が 2000 年には 13 秒ありましたが、2013 年には 8 秒に縮まったということです。 

 

柳田：いや確かに、いろんな刺激があるんで、集中が乱れてるなって感じはしますね。自分

も。 

 

長谷：注意が散漫になってるっていうことですよね、おそらく。YouTube 見てもすぐにチ

ャンネル回しちゃったりとか、結構、若い子、多いですもんね。 

 

柳田：そうですね。歩きながらスマホだとかもそうですけれど。 
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南：なんか情報が多過ぎて、あれもこれも気になっちゃうから、一つのところにじっくりっ

ていうのが、昔と比べて減ってる気がするんですよね。 

 

柳田：そうですね。しかもこれ、2000 年からわずか。ちょっと前で。 

 

長谷：十何年ですもんね。2000 年っていったら、結構最近な感じしますよね。 

 

柳田：最近ですよね。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：こんなに集中力がどんどん低下してるということで。更に下の世代といいますか、子

どもたちも危ないというデータ、すごく出てるんですね。 

 

南：これ、衝撃でしたね。ここ 10 年ほどで自閉症は 8 倍、情緒障害は 6 倍、注意欠陥多動

性障害は 15 倍、学習障害は 16 倍に増えているということです。 

 

柳田：これ、長谷先生、どうですか。 

 

長谷：そうですね。うちなんかでも、生まれたばっかの赤ちゃんとかから見ると、やっぱり

歪みが多いんですよ。で、大体将来をシミュレーションすると、ここがこうだとこうなるっ

ていう、大体分かってきているので、そこを、だから潰すことによって。で、なるっていう

保証はないんですけど、可能性があるのはもう全部潰さないと駄目なんですよね。 

 

柳田：それ、今の説明ちょっと補足すると、長谷先生のところで、赤ちゃんのときから、お

なかの中の状態から見ていて、生まれたばかりの…。 

 

長谷：実際には生まれてすぐ連れてきた子ですね。おなかの中の環境もおそらく。そっち、

内臓になるんですけど、子宮の状態とかも悪いので、生まれてきた赤ちゃんの歪みが、頭の

歪みが結構強いので。だから、要は 3 歳とか 4 歳で結構、情緒障害で来てる人も結構見て

るんで、大体、同じようなところが凹んでるんですよ。だから、そういうのをなるべく減ら

す。で、プラスアルファで、大人がちゃんとしたそういう知識をね、持ってるのがこれから

重要になっていくと思いますよね。 

 

柳田：逆にそれは、手技というかで… 
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長谷：予防できますね。治療もできますね。これすごい数ですもんね。情緒のほうは多分、

昔より基準がね、細かくなったんでそれもあると思うんですけど、自閉症の 8 倍とかね、あ

と、最近のだから、芸能人とか若い子見てても、やっぱりパニック障害の子、結構多いので。 

 

柳田：そうですね。 

 

長谷：そういう子なんか、本当だから、極力小さい月齢のときに頭蓋骨の治療やったほうが、

本当はいいですよね。 

 

柳田：これでも見てれば知ってますけど、こんな頭蓋骨の治療ができるなんて誰も知らない。 

 

南：いや、こう聞いても、頭蓋骨の治療って何するの？って、今まだ、早くその先を教えて

って思ってるんで。 

 

長谷：講座に出れば分かる。 

 

南：その顔。 

 

柳田：いよいよ来てくださいよ。 

そうですか。これはでも、小学生とか中学生でも、まだ。 

 

長谷：あんまり遅くないですね。 

 

柳田：遅くない。 

 

長谷：遅いっていうことないんですよね。80 でも 90 でもやったほうがいいので。 

 

柳田：なるほど。いや、すごいですね。ということで、これはわれわれの見解にもなります

けれども、やっぱり、これだけ能力が低下したりとかしてるのは何なのかというと、こちら

じゃないかと。 

 

長谷：周りの、まず、だからうちらでアプローチするのは頭蓋骨なので、頭蓋骨がある程度、

このつなぎ目があるんですけど、それが正常に動いていないと、中にある脳の環境が良くな

いっていう結論になりますので。そこをだから、まず治そうと。 

 

柳田：まさに。センターピンって感じですもんね。本当に。人間としての。 
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長谷：そうですね。ここがやっぱり駄目だと、他ね、やって、ある程度、結果が出ますけど、

根本的にやるんだったらやっぱこっちでしょうね。 

 

柳田：ありがとうございます。で、脳を見てきたんですけれども、やっぱりこれ、去年まで

の傾向あったんですが、脳だけじゃなくて「内臓」も危ないよということで。ここからもち

ょっとデータが続くんですけれども、まずこちら。 

 

南：がんの罹患数が毎年増加していまして、2020 年は 1975 年の 5 倍に、ということです

ね。 

 

柳田：これ、なんか長谷先生、感じるものありますか。 

 

長谷：そうですね。平均寿命がやっぱり相当伸びてるんでがんの患者、増えるんですけど、

それにしてもやっぱり 5 倍っていうのはちょっと多いですよね。平均寿命、5 倍伸びてませ

んからね。 

 

柳田：そうですね。 

 

長谷：5 倍伸びてたら、5×8＝40、400 歳ですから。割合的に、だから何かしらやっぱり、

多分、原因があるんですよね。その原因っていうのは 1 個ではないんですけど、そのうちの

一つの中に、いわゆる細胞とかに司令を与える、脳の衰えというかね、機能低下が原因の一

つになってるんじゃないかとは思います。 

 

柳田：その結果として内臓の、どこかの内臓、臓器が病気になると。 

 

長谷：そうですね。悪い状態になって、それからずっとほっとくと、そこにストレスがかか

るので、血流が悪くなったり症状が出て、また更にほっとくと、ほっといたり酒を浴びるほ

ど飲むとがんになりやすいんじゃないかと思いますよね。 

 

南：絶対ならない。 

 

柳田：健脳ですよ。ちゃんと健脳する…。 

 

長谷：美味しいお酒は大丈夫ですから。ほどほどに。ドラム缶 1 本飲むんでしたっけ。 
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南：ドラム缶に浸りたいなとは毎日思ってます。 

 

長谷：幸せそうですねそれは。 

 

柳田：やっぱ、こういうのを聞くと、じゃあ健康に生きなきゃなってなると、まずなんかや

ろうとするのは、例えば運動したりとか、食べるものを変えたりとかっていうのあると思う

んですけど、もちろん素晴らしいと思うんですが、やっぱり長谷先生に会って、そうだなと

思ったのが、いくらそういうものを取り入れても、消化する臓器とか内臓がちゃんと動いて

ないと駄目だというところ。更にいうと、今回で言うと、その大元である脳を整えましょう

ということなので、これ本当にすごいプログラムですよ。 

 

長谷：そうですね。普通、健康になろうって言って、運動とかね、食事とかは分かりますけ

ど、頭蓋骨って考え持つ人、あんまいなですからね。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：頭蓋骨と内臓。しかも、食事よりも更に細かい栄養のすごいところまでやりますから。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：ということなんですが、まだちょっとね、データ見ていくと、こちら。 

 

南：医療需要の 3 分の 1 が生活習慣病関連ということで、34.5%が生活習慣病。 

 

柳田：こういう患者さんっていうか、多いですか。 

 

長谷：多いですね。不慮の事故とね、交通事故とかその辺はちょっと別として、この 34、

大体 3 分の 1 ですからね。結構な割合ですよね。本当はだから老化って、老衰で亡くなる

のが一番理想なんで、生活習慣病と老化とね、こっちを逆にすると本当はいいと思いますけ

どね。 

 

柳田：そしてこちらですね。 

 

南：脳や内臓に影響を与える要因があります。気候変動、情報量、電磁波の増加。食品添加

物・農薬、そして大気汚染、水質汚染です。 
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柳田：これも、日本の変化に伴う環境の変化なんですけれども、ちょっとこれもデータをご

用意していますので見ていきたいと思いますけれども、まず気候変動。これもね。 

 

南：もう肌で感じますよね。 

 

柳田：感じますよね。特にこの 10 年くらい、すごいなっていう感じしますよね。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：確実に暑くなり、異常気象が多いみたいな。 

 

南：そうですよね。 

 

柳田：感じ。 

 

長谷：台風も多いですしね。しかも、質の悪い台風が多いですよね。ハリケーンなんか、ハ

リケーンじゃない、竜巻ですか。昔、なかったですよね。 

 

南：なかったですね。 

 

長谷：アメリカでよく見たけど、っていうのが。 

 

柳田：日本で。 

 

長谷：日本でね、結構出てますもんね。今ね。 

 

柳田：本当、あとゲリラ豪雨とか。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：よく私もトライアスロンやりますけど、結構な大会、中止になるんですよ。雨とか、

だからすごい気象で。 

 

長谷：多少の雨だとやるんですよね。 

 

柳田：そうですね。本当になんか、ひどい気象が多くなってますよね。あれって、やっぱり
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内臓とかにも来るわけですか。 

 

長谷：そうですね。一番、多分、影響受けるのは気候とか気圧の関係だと、やっぱり脳なん

ですよね。頭蓋骨の動きがやっぱり悪くなるんで。そこから多分、派生して、ちょっとうつ

っぽくなったりとか、そういう人が増えますよね。 

 

南：なんかよく、気圧の変化によって頭痛がするっていう方、聞くんですけど。 

 

長谷：そうですね。 

 

南：そういうのも関係あるんですかね。 

 

長谷：関係ありますね。やっぱり、ちょっと低気圧来ると、やっぱり体が膨張気味になるの

で。横に広がるので、それをだから、頭蓋骨も横に広がりますので、それをちょっと、正常

に動かしていくと、わりとだから、頭痛は楽になるっていう人多いですよね。その場合。 

 

柳田：これも、降水量のデータなんですけれども。 

 

南：強い雨が増加している一方で、降水日は減少。そうなんですね。 

 

柳田：確かに強い雨は多いですよね。 

 

長谷：一気に来ますもんね最近。 

 

柳田：本当に。そして、次のこちらももう顕著だとは思うんですが、情報量の増加。すごい

増えてますね。 

 

南：すごいですね。 

 

柳田：特に、この 10 年くらいがまたすごいです。 

 

長谷：これ、でも若い子大変ですよね。 

 

柳田：これ、やっぱりでも、ほとんど情報量、目で処理するじゃないですか。 

 

長谷：そうですね。 
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柳田：そうすると当然、脳に来ると。 

 

長谷：目は大体、露出された脳って言われてるくらい敏感なんで。それを処理するのは脳で

すからね。少しでもいい状態にしておくと、後々いいでしょうね。 

 

柳田：だんだん、これ聞いてる皆さんもね、やばいかもっていうのは出てきたと思うんです

けれども、やっぱり本当に今良くてもちゃんと予防しておく。自分でケアできるようになっ

ておくっていうのは、非常に大事だと思ってます。あと二つくらいちょっとデータ見せたい

んですが、こちら農薬事情ですね。 

 

南：これ、びっくりしました。日本の農薬事情。世界でもトップクラスの農薬大国。すごい

ですね日本。 

 

柳田：これいわゆる、つまり食べるものに栄養がなくなってきてるよ…みたいなことですか。 

 

長谷：そうですね。農薬なんで、やっぱ虫が嫌いとかそういう文化もあると思うんですけど、

農業がそんなに発達してないですよね。日本って確か。自給率悪いですもんね。それでこん

なに多いって、相当な悪い状態ってことですよね。アメリカとかでこれくらいの量だと、数

が多いからしょうがないなって感じしますけど。 

 

柳田：いわゆる、なんか僕も聞くのが、やっぱり、いいもの食べたとしても、やっぱりそこ

に栄養素が昔ほどない。つまり、サプリで補完しないといけないとかっていうのも聞くんで

すけれども。 

 

長谷：もちろん野菜とかね、そういうものだけじゃ取れない栄養素は必ずあるので、そこを

だから補うのは、サプリって、本当は補助って意味なんで。だからそれをメインにしちゃう

とちょっと問題かと思いますけどね。 

 

柳田：本当にもう、環境が変化もしてるし、日本、結構やばいぞというところですね。そし

て大気汚染。 

 

南：アジア全体の汚染物質量が、20 年で 2 倍以上に。2 倍ってすごいですね。 

 

長谷：2 倍、すごいですね。 
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柳田：中国の経済成長もありますし、東南アジアもありますしね。そういった意味で言うと

本当に、日本っていうのはどんどん環境が変わってきて。 

 

長谷：そうですね。しかも、電力も火力発電がメインですからね。もうおそらく、今。どん

どん、どんどん、二酸化炭素の量が増えていってるんでしょうね。 

 

柳田：その状態で、やっぱりわれわれは体をアップデートしていかないといけないというこ

となので、大変ですね。 

 

南：大変ですね。 

 

柳田：だから、最後やっぱりお酒飲みたくなる。 

 

南：なんですか。きょうは私の酒を…。 

 

柳田：いやいや、僕も飲みたいって。さぁその結果としてですよ。これ長谷先生はよくご存

じだと思うんですけれども。 

 

南：全人口の 2 人に 1 人が何らかのアレルギー疾患。喘息、目の痛み、アレルギー性鼻炎、

アトピー性皮膚炎、そして食物アレルギー。 

 

柳田：ということなんですけど、やっぱりこういう患者さんも増えてると。 

 

長谷：そうですね。増えてますよね。昔はね、やっぱりアトピーは多かったんですけど、最

近では検査のね、質も上がったんで、食物アレルギーとかそういうものも多いし、あと、突

発の蕁麻疹とかね、急に出たとか、あと、喘息ってわけじゃないんですけど咳がずっと止ま

らないとか、そういう、なんか奇妙な症状になってきてますよね。アトピーだったらアトピ

ーでもう分かりますんでね、あれですけど。 

 

南：今、子ども、やっぱりアレルギーの子、多いですよね。 

 

長谷：多いですね。 

 

柳田：ちょっとここで、長谷先生のところで、アトピーのビフォー・アフターがすごくない

ですか。治ったっていう。 
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長谷：そうですね。もともとアトピーっていうか、子どもは多かったんですけども、アトピ

ーの治療するきっかけになったのが、もともと、だからお母さんがアトピーで連れてきたわ

けじゃないんですよ、最初。向き癖とか、頭の歪みですか。それで連れてきたんですよね。

そこをやってると、アトピーが治っていったんですよ。それは関連性があるんじゃないかっ

ていって、ずっと臨床でデータ取りながらやって、結果、関連性あったんですけど。やっぱ

り、頭蓋骨の変形によってアトピーの出る率っていうのは相当高くはなりますよね。 

 

柳田：それがこちらです。本当、ビフォー・アフターすごいですよね。きれいになってます

もんね。相当、感謝されるんじゃないですか。 

 

長谷：そうですね。しかも、可愛い子みんなモニターにして無料でやってたんで。 

 

南：出た。エロい。 

 

長谷：可愛い子。 

 

柳田：さすが健脳。 

 

長谷：で、ホームページに載るじゃないですか。整体院でアトピーの写真あんな載せてると

こないんですよ。大抵せいぜい 1、2 枚なんですよ当時は。ここには絶対かなわないぞって

いうような写真、ズラーッと並べて。 

 

柳田：すごい。 

 

南：やっぱりね、目に見えるところだから。 

 

長谷：そうですね。当時ホームページだと動画とかあんまないんで。そういう見た目が一番

重要だったんで。 

 

柳田：ちょっと私も説明し忘れましたけれども、先生のところに来られる方も、すごい方も

来られてますけれども、その結果がすごくてですね、いろんな方が治ってますし、行列にな

ってますし。あんま言えないじゃないですか。ここでは。言えないんですけど、すごいです

よ。そんな先生が今回やってくれると。 

 

長谷：がっつりやりましょう。 
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柳田：しかもデータ重視といいますかですね、筋骨格系やるだけじゃなくて、内臓やって、

脳やって、更に今、いわゆる最高学府と、学校名は言わないですけれども、とも共同研究も

されているということで、かなりアカデミックなところもあるんですよ。 

 

長谷：業界、ちょっと話はずれますけど、そこが多分足りないんでちょっと認められてない

部分があるんで、そこをだから、ちゃんと論文とかにして認めさせれば、後々、多分、楽に

なると思いますよね。こういう、結果的に健康な人が増えて、日本が元気になってね、みん

な元気になると一番いいですよね。 

 

柳田：でも、臨床は抜群ですから、経験も。すごい、ものすごい臨床経験と、科学的な研究

成果とっていうところは融合してるので、またこれもすごいですよね。南さん。 

 

南：ちょっともう、早く先行きましょうよ。 

 

柳田：ということで、いろいろ見てきましたけれども、こちらが結論ですね。 

 

南：現代人の脳と体、内臓は細胞レベルで弱っている。細胞レベルで健康を取り戻すには。 

 

柳田：こちら。 

 

南：司令塔の脳から健康にする「健脳」が必要です。 

 

柳田：ということは、もう皆さんもお分かりいただけたんじゃないかなということですね。

そしてですね、今回、健脳になろうというだけじゃなくて、やるからにはですね、こうなろ

うよというのを提案したいですね。 

 

南：来ましたね。健脳になってリバースエイジング。健脳になれば細胞レベルで若返る。脳

が変われば細胞レベルで体内が変わる。体内が変われば見た目も変わる。そして、見た目が

変われば自己肯定感があがる。モテる。仕事もプライベートも人生の質があがる。 

 

柳田：これだけでもすごいですよね。 

 

南：すごいですね。 

 

柳田：長谷先生、モテるっていうのがありましたけれど。 
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長谷：モテるありましたね。エロくなるでいいんじゃないですか。 

 

南：こだわりますね。 

 

柳田：エロくなると。でも本当に、健康、健脳になることでの副作用といいますか、効果が

すごいですよね。 

 

長谷：そうですね。何歳から始めても変わりますからね。 

 

柳田：ということで、本当に若い方からご年配の方もぜひプレセミナー来ていただきたいな

と思っておりますけれども。それがリバースエイジングということですね。 

 

南：リバースエイジングによって、あなたが本来持っている潜在能力や才能が、何歳からで

もどんどん開花します。 

 

柳田：まさに能力開花につながるということで。 

 

南：人生変わりますね。 

 

柳田：変わりますね。しかも、ここまで聞いていただいたら、結構これ、本当にそうなるだ

ろうなみたいな。脳をやっぱりちゃんと健康にしていけば、そうなっていくんだろうなって

いうのは皆さん、分かっていただけるんじゃないかなと思います。ではですね、次のフェー

ズでは、より具体的に、じゃあ健脳のカギを握るのは何だというのを見ていきたいと思いま

す。 

 

南：健脳のカギは、「水の循環」と「呼吸」。 

 

柳田：ということで、ちょっと、え？っていう感じですけれど。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：どうです？ 「水の循環」と「呼吸」ですよ。『鬼滅の刃』じゃないですよ。 

 

南：ねえ、どういうことでしょう。 

 

柳田：この後ちょっとね、見ていきたいと思いますけど。 
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南：私たちの体は 70%が水でできています。ポイントは、水の流れを良くすること。私たち

の体に流れている水、つまり、血液、リンパ液。 

 

柳田：そして、こちらですね。 

 

南：脳脊髄液。 

 

柳田：ということで、まずちょっとここから聞いていきたいんですが。水でできてるのはよ

く聞きますけれども、そのうち三つの水があって、血液、リンパ液は聞いたことありますね。

もう一つが脳脊髄液ということなんですけれど。 

 

南：よくね、なんか、リンパ流しましょうとかは聞きますけど、脳脊髄液は、生まれて、日

常会話の中で出てきたことは一度もないですね。 

 

柳田：出てきたことないですね。これ、長谷先生、どういうことですか。 

 

長谷：いわゆる、一般的に髄液と言われてるやつなんですけど、脳の周りにあって、保護す

るだけっていうふうに医学的に言われてるんですけど、われわれ民間療法の世界では、脳脊

髄液がですね、背骨通って下のほうまで行くんですよね。で、その、だから循環ですよね。

それを良くすることイコール頭蓋骨の状態がいいイコールいわゆる脳の状態がいい。だか

ら健康になるっていうようなプロセスというか、コンセプトというかね、そういう考え方で

やっています。 

 

柳田：脳脊髄液。これ、実際あるわけなんですよね。 

 

長谷：そうですね。脳の中で作られて、よく知られてないのは、背骨の中を通って下のほう

に行ってるんですよね。で、そこから硬膜層って、袖みたいなところから出て、体の細胞の

ほうに行ってるんですよね。もともと血液から作られるんで、最終的には静脈に乗って、血

液になって、そこからまた脳に行って、また、ろ過ってわけじゃないですけど、血液を元に

して脳脊髄液が作られてるんですよね。 

 

柳田：つまり、この司令塔から出る脳脊髄液の流れが良くないと、体全体、良くないよと。 

 

長谷：そうですね。イメージしてもらうと、頭にずっと滞留していれば、それはやっぱ脳を

圧迫するので、頭痛の原因にもなりますし、そこから出ている神経ですよね。目とか鼻の神
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経が圧迫されれば、その末端の目とかそういうところに支障が出るっていう。 

 

柳田：なるほどですね。ということで、こちらですね。 

 

南：特に大切になるのが、第三の水、脳脊髄液の流れ。脳脊髄液を流すには、一次呼吸を正

常に行う必要がある。これを改善するのが「健脳」ということですが。 

 

柳田：ここで呼吸が出てきましたけれども。 

 

南：一次呼吸って。 

 

柳田：僕は三次呼吸が得意なんですけど。これ、どういうことですか。 

 

長谷：一次呼吸って、分かりやすく言うと、赤ちゃんが生まれる前にしてる呼吸を、われわ

れは一次呼吸って言ってるんですよ。だから、赤ちゃんが生まれてきて酸素を吸うじゃない

ですか。肺呼吸になるんでそれが二次呼吸で。ではなくて、呼吸って栄養交換っていうか、

ガス交換とかね、そういうのも呼吸なので、おなかの中にいるときに、お母さんから栄養も

らって、頭蓋骨は動いてるんですよね。で、そこから始まって、呼吸っていうものは始まっ

てるんで、それをわれわれは一次呼吸と呼んでいます。 

 

柳田：これを正常に行う必要があるっていうのは、今、生まれていますけど、それでもでき

るということで。 

 

長谷：そうですね。一次呼吸はおなかの中にいるときは一次呼吸だけで、生まれてきたら一

次呼吸と二次呼吸、両方並行してやっていくわけで。去年までやっていた内臓っていうのは、

どっちかっていうと横隔膜の働きを良くするんで、肺の状態を良くして呼吸を深くする。こ

れが二次呼吸ですね。 

 

柳田：二次呼吸の方で。 

 

長谷：で、今回は二次呼吸のやつも含めながら、できれば一次呼吸ももうちょっと正常にし

ていこうということですね。 

 

柳田：なるほど。どうですか。 

 

南：ちょっとね、なんか、おなかの中にいるときのっていうと、もう手遅れなのかなと思っ



 

 

Copylight © 健脳リバースエイジングプログラム all rights reserved. 

 

ちゃったんですけど、まだ間に合うんですね。 

 

長谷：大丈夫です。何歳でも。 

 

柳田：酔っ払ったときの呼吸が三次呼吸です。 

 

長谷：そうです。 

 

南：それは得意です。 

 

柳田：なるほど。これは楽しみですね。まずはね、ちょっとこの第 1 話では、これが大事な

んだっていうのを知っていただきたいんですけれども、脳脊髄液、水ですね。循環させて、

呼吸だということですね。まとめいきますけれども。 

 

南：水の循環と呼吸で、なぜ脳が大切なのか。脳は体の中での最高中枢機関。全ての司令塔

であり、出発点です。なので、脳のケアをしないことで一次呼吸が正常になされなくなる。

体内を流れる水の循環が悪くなる。筋膜や骨膜も硬くなり、全身の骨格が歪む。結果として、

内臓の位置が変わり正常に機能しなくなる。その結果、全身の細胞が老化する。その脳の状

態を最適化するのが「健脳」。健脳にすることで体全体を最適化することができ、リバース

エイジングが可能になります。 

 

柳田：なるほど。分かりやすいですね。この流れは。つまり、もう本当に最初の出発点、ま

さにセンターピンを整えていかないと、全部に悪影響ありますよっていうところですよね。 

 

長谷：そうですね。だから、それはいい状態になるっていうことは、イコール、いわゆる背

骨がまっすぐってことなんで。それ、内臓も状態も良くなってるっていうことですし、それ

に栄養素ですよね。栄養素もちゃんと取って吸収できるようになります。で、それで更に今

回はね、どんなものを取ったほうがいいかっていう方まで話を進めていくって感じですよ

ね。これだけやれば結構変わると思いますよ。 

 

柳田：本当にエロくなるんじゃないかなと。すごいですね。ということで、ここまでしっか

りとお伝えしてきましたけれども、非常に分かりやすかったと思うんですが、ずっと健脳、

健脳、健脳、健脳って言ってきましたけれども、じゃあ健脳の定義はどういうことなのか、

これを長谷先生に聞いていきたいと思います。 

 

南：脳が最適化されている状態、健脳とはどういうことでしょうか。 
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柳田：まず一つ目がこちら。全部出ちゃった。どうぞ。 

 

南：頭蓋骨が正常に動く。背骨がまっすぐ。骨盤が柔らかい。そして、内臓が正常な位置で

正常に機能している。 

 

柳田：これ、今ちょっとね、その前にお話いただいたことにつながりますけど、こういうこ

となんですね。 

 

長谷：そうですね。骨盤の話はまだしてなかったんですけど、当然、骨盤って背骨の土台な

ので、そこが柔らかいっていうか、正常に動いて、全部がだから正常にある程度動いていれ

ば、ちゃんとした脳の状態がいいっていう証拠なんですよね。どこかが悪いと、やっぱり脳

の状態悪くなりますので、これをですね、なるべく全部良くしていって、健脳な状態作って、

その状態で歳を取るのと、悪い状態で歳を取るのと、やっぱり相当差が多分付いてきますよ

ね。 

 

南：いやちょっと私、だいぶまずいですねこれ。 

 

柳田：頭蓋骨が正常に動かない。背骨がまっすぐじゃない。 

 

南：背骨は歪んでるの、自分で感じるんですよね。 

 

長谷：骨盤が硬い。 

 

柳田：骨盤が硬い。 

 

南：も、硬いと思う。 

 

長谷：内臓下垂してる。 

 

南：内臓も心配。これ、まずいです。 

 

柳田：いや、それは僕もそうだと思いますよ。そんな自分であんまり分からないですから。

やっぱこれは多分皆さんもそうだと思いますけど、見てる方も。まずは、でもこれやっぱち

ゃんと認識していただいて、ここからやれば大丈夫ですよね。 
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長谷：そうですね。何歳から、何回も言ってます。何歳から始めてもいいですし。ぜひね、

マスターっていうかよく理解してね、家族とかね、周りの人間とかね、そういうちゃんとし

たアドバイスができるくらいまでなってほしいですね。 

 

柳田：なので皆さん、今すぐ、ちゃんと LINE にも登録して診断をしてみていただきたいと

思いますけれども、もう 1 回、ちょっとくどいんですがまとめ、いきましょう。 

 

南：脳が最適化されている状態、健脳になることで…、一次呼吸と二次呼吸がスムーズにな

る。体内の血液、リンパ液、脳脊髄液が正常に流れる。脳を筆頭に全身の最適化が起こる。 

 

柳田：結果として。 

 

南：全身の細胞が若返る。いいことづくめですね。 

 

柳田：いいことづくめ。つまり、リバースエイジングということなんですけれども、じゃあ、

リバースエイジング、どんなことあるのと。ちょっとあげてみました。 

 

南：健脳になると、こんないいことがあります。 

 

柳田：ドン。 

 

南：若返る、モテる、元気が出る、自己肯定感が高まる。 

 

柳田：これは南さんが作ったんですか。 

 

南：そうやってまた人のせいにする。健康寿命が伸びる。見た目はマイナス 10 歳以上。死

ぬまで健康。 

 

柳田：ここはやっぱ長谷先生ですよね。 

 

長谷：そうですね。死ぬまで健康。うちの佐藤龍平なんか多分、死ぬまで動いてると思いま

すけど。 

 

柳田：ちょっとこの後、出てきていただきますけれど。 

 

南：記憶力も上がる。仕事・勉強・資格・ボケ防止。 
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柳田：次もそうですけどね。 

 

南：集中力が長続きする。仕事や自由な時間。 

 

柳田：これ、さっきのエビデンスでもありましたけれども、やっぱりそうやって集中して、

脳の状態良くなって記憶も上がるっていうのはよく分かりますよね。 

 

南：モチベーション維持。継続・成長・昇給・ビジネスの成功。ストレス軽減。健康・豊か

さ。クリエイティビティの発揮。創造・職業の自由・転職。肌のハリツヤ。モテる・好印象・

自己重要感。 

 

柳田：この辺でちょっと先生に聞いてみましょうか。 

 

南：ハリツヤ、いいですよね。 

 

長谷：そうですね。結構だから、うち、不妊症の人も結構多かったんですけれども、治療し

てるとね、結構、女性がきれいになるんで。具体的に言うと、夜、旦那が勃つようになって

子どもができたっていうパターンもあります。旦那が来てる場合も、2 回できるようになっ

たって言って。 

 

南：なんという下世話な話が。 

 

長谷：より具体的に言うと。結果的には、不妊だったのに子どもができたとかっていう。結

構だから、そういう、歳取って諦めた人もできたりっていうパターンが多いので、健脳にな

ることによってね、エロさが増して。 

 

南：どうしてもそこに持っていきたいんですね。 

 

柳田：でも、確かに不妊症の方もたくさん来られてたって聞くんですけれども、来られてる

っていうふうに。やっぱりそれは、どちらかの状態が本当良くないから。 

 

長谷：そうですね。主に女性なんですけどね。 

 

柳田：整えてあげればっていうことで。 
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長谷：整えてあげれば。内臓のときもやりましたけど、頭やることによって、より成功率が

高まると。 

 

柳田：結構、なんか先天的なものでとかで悩んでいる人もいるのかなと思ったんですけど、

実は結構、状態が良くないんだよっていうことで。 

 

長谷：そうですね。多分、話聞いてるともう 99%くらいは、病院行っても異常ないしってい

う人が多かったので。でも、何かしら原因があるんですよね。 

 

南：でも、そういうのってやっぱり、水の流れを変えることによって改善しそうですしね。 

 

柳田：ということで、本当にいいことづくめなんですけど。まだもうちょっとありますけど。 

 

南：まだありますね。子どもの発達、育成。睡眠の質が高まる。そして、潜在能力の開花。 

 

柳田：でもこれ、すごいあげてますけれども、でもあながち、今回のセッション 1 を聞いて

いただいたら、なるほどなって思えることばっかりだと思うんですよね。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：本当に、センターピンである脳をちゃんといい状態にするっていうことは、これだけ

いい効果あるよということですね。ということで、ちょっと最後こんなこと書いてますけど。 

 

南：学校教育や MBA や金融への投資も良いが、自己投資の中でも、「脳」への投資が最強。 

 

柳田：これ、結構大人になってからの投資だと最強じゃないかなと思ったりするんですけれ

ども、長谷先生、どうですか。 

 

長谷：そうですね。やっぱりまず自分の体に投資するのが一番いいですよね。他に投資する

のもいいですけど、勉強とかね、スポーツとかね、やるのもいいですけど、その前にやっぱ

り、体が資本ですから。 

 

柳田：そうなんですよね。勉強するにも記憶とか、覚えるにもやっぱり脳がいい状態ってい

うのが一番です。 

 

南：モチベーションもね。 
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長谷：そうです。あと投資もね、判断力が重要ですからね。集中して、見て。 

 

柳田：エロくなり過ぎると良くないかもしれないけど。いや本当に、まさに脳への投資。こ

れ見てる方はね、ぜひ、していただきたいなと思っています。ということで、ちょっとね、

今回、盛りだくさん、第 1 話でしたけれども、第 2 話がまたもっとすごいんです。 

 

南：第 2 話で学べること。ほとんどの人が知らない、脳の詳しい仕組み。健脳の最重要ポイ

ント、脳脊髄液を正常に流すポイント。そして、自宅で簡単にできる健脳トレーニングも紹

介します。 

 

柳田：いいですね。いいんですか。ここまで盛りだくさんで。 

 

長谷：（ピンポン）。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

南：楽しみです。 

 

柳田：楽しみですね。ということで、最後ね、ちょっとまたご紹介したいんですが、プレセ

ミナーですね。 

 

南：リバースエイジングメソッド&エネルギーを体感。健脳・リバースエイジングプログラ

ム、プレセミナー&先行募集説明会のご案内です。会場参加でご参加いただけますのが 8 月

の 14、15、21、22 の 4 日間。そして、オンラインでのご参加が 8 月の 16、17、18 の 3 日

間となります。いずれも、通常 1 万円のところを 2000 円でご案内いたします。 

 

柳田：ということで、盛りだくさんになってます。これに出ていただいて、直接体験してい

ただいたり、先生たちに聞いて教えてもらえたりする。プラス、先行募集説明会ということ

で、本講座のほうですね。夏から始まる本講座の先行募集も兼ねてますので、興味のある方、

ぜひ参加していただきたいというふうに思います。こちらですね、本講座もオンラインの

Zoom も、多分、おそらく会場のときもなんですが、長谷先生だけではなくて、ずらりとす

ごい、錚々たる先生方が来てくれます。で、それぞれ、各医院をお持ちでご活躍で忙しいん

ですが、長谷先生が「来い」って言ったら全員来るっていうところで、来ていただけるとい

うことで、これもまた非常に貴重なんですが、ちょっと先生方からも一言ずつあいさつ、メ

ッセージいただきたいと思います。 
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佐藤：こんにちは。佐藤龍平です。よろしくお願いします。長谷先生に「来い」と言われた

ので、きょう、医院をスタッフに任せて飛んでまいりました。来てよかったと必ず思っても

らえる内容が盛りだくさんですので、ぜひ足を運んで来てください。楽しみにしております。

よろしくお願いします。 

 

西村：はじめまして。西村雅道と申します。今回のですね、健脳プロジェクト。皆さんので

すね、人生の財産になるようなプログラムとなってます。まずはですね、1 話から 4 話の、

何ですか。プレセミナーというか、を聞いていただいて、ご興味のある方はですね、ぜひ 8

月に行われるリアルのプレセミナー、ないしは Zoom のセミナーに参加していただいて、そ

の可能性を実際に体感していただいたり、感じていただければなと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

柳田：どんな質問でも答えていただけるんですか。 

 

西村：はい。どんな質問でも答えます。リバースエイジング。僕はリバース思春期って感じ

でやらせていただきたいと思いますけれども。ここはカットしていただいても大丈夫です。

どうもありがとうございました。 

 

南：どうもこんにちは。南と申します。先ほど司会をされた方の南ではなく、もう健脳でば

りばり若返ってる南です。今回ですね、健脳ということで、皆さんおそらくイメージとして

ね、脳が健康になるってどういうことかいろいろ聞いて、なんとなく理解してきたとは思う

んですけども、ぜひプレセミナーに来ていただくと、体自体がですね、脳を健康にすること

でどのようにですね、変わっていくかっていうものも体感できますので、まずはプレセミナ

ーに来ていただいて、体感していただいて、そしてしっかりと健脳を目指して本講座で学ん

でいただきたいと思っておりますので、まずはプレセミナーでお待ちしておりますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

柳田：ということで、各先生方にもごあいさついただきましたけれども。先生やっぱりすご

いですね、一声で 3 人の先生が休んで来るっていう。 

 

長谷：しかもエロいのが。 

 

柳田：誰も言ってませんでしたけど、3 人ともエロいということで。 

 

長谷：3 人ともエロいです。女子もみんなエロいんで、大丈夫です。 
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柳田：女性の先生たちもということで。これ本講座とかね、来ていただければ分かるんです

が、ものすごい数でサポートしてくれますので。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：本当に手厚いサポートになってますので、まずはこの動画見てね、いいなと思ったら

8 月のプレセミナー、来ていただきたいと思います。さあ、ということで、セッション 1 終

わりましたけども、こちらですね。 

 

南：今回ご覧いただきました皆さまには、ぜひコメントをお寄せいただきたいと思います。

コメントをお寄せいただいた方にはご覧の特典があります。こちらのコメント特典を手に

することで、リバースエイジングが更に進みますので、ぜひぜひ皆さまコメントお寄せくだ

さい。お待ちしております。 

 

柳田：なんかやっぱり、きょう見てみて、本当に初めて気づいたこととか、本当になんか、

何でも結構ですので、一言いただけると先生も喜びますよね。 

 

長谷：そうですね。ぜひお待ちしておりますので。コメントをね。 

 

柳田：クレームは書かないでください。 

 

南：プラスのコメントだけ。 

 

柳田：プラスのコメントだけお願いします。健脳になりましょうみんなで。ということで、

またね、セッション 2、これもまたすごいので、絶対に見ていただきたいと思います。セッ

ション 2 でお会いしましょう。じゃあ、きょうも長谷先生、南さん、ありがとうございまし

た。 

 

南：ありがとうございました。 

 

長谷：ありがとうございました。 
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

セッションをご覧いただいたら、一言でも結構ですのでコメントをお教えください。 

 

 

コメントのお願い 
 

 

 

健康について日頃、気になっていることや、 

長谷先生やお弟子さんたちに質問したいことなどを 

コメントしてください。 

 

コメントを頂いた方には、その行動に感謝して特典を用意しております。 

 

コメントいただいた方には、 

『長谷澄夫先生特別インタビュー』 

 

をプレゼントいたします。 

 

こちらは、 

臨床で 40万もの人を治療してきた 

長谷先生がいかにして 

日本最高の治療家になったのか。 

 

その軌跡を語っていただきました。 

 

ぜひ、コメントをしてお受け取りください。 

 

★コメント、コメント特典のご請求はこちらから★ 

→ https://kenno.love/session/bash/#comments 

https://kenno.love/session/bash/#comments

