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第２話 
 

能力開発・才能発揮・10歳若返り！ 

「健脳」の鍵を握る魔法の聖水ー 

「脳脊髄液」を流せ！ 

自宅でカンタン健脳トレーニングも公開！ 

 

 

柳田：皆さん、こんにちは。松山英樹です。間違えました。柳田厚志です。 

 

南：皆さん、こんにちは。小池百合子です。すみません。アシスタントの南恭子です。

よろしくお願いいたします。 

 

長谷：皆さん、こんにちは。52歳の長谷です。 

 

柳田：ということで、健脳のプログラムね、プレ講座の 2回目ですけれども、相変わら

ずいいコンビになってますね。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：いいトリオといいますか。でもあれですよ。治療家の方々から神と。 

 

南：こんな雑な扱いで。 

 

柳田：言われてる先生なんですが。1回目も楽しかったですけれども。 

 

南：そういうところが、やっぱりモテるポイントですよ。 
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柳田：そうですね。随分、エロい、エロいって話が出てましたけど。 

 

長谷：エロいとワインばっかり連発してましたけど。 

 

柳田：どうでしたか。セッション 1受けてみて、南さん。 

 

南：いやもう本当に、今回のセッション 2、本当に楽しみにしてたんですが、今回、実

際に家庭でもできることをちょっと教えていただけたりっていうこともあるので、あと

はもうやっぱりセッション 1聞いたときに、ちょっと今のままじゃ自分まずいんじゃな

いのかなという危機感をものすごく覚えました。 

 

柳田：健脳ではないと。 

 

南：確実に健脳ではないですね。不健康脳ですね。 

 

柳田：不健康脳。長谷先生から、どうですか。ご覧になって。南さんは。 

 

長谷：そうですね。でも、もうちょっと鍛えるとかっていうか、ケアすればもっと健康

になるんじゃないですかね。そんな不健康じゃないと思うんですけどね。 

 

南：本当ですか。 

 

長谷：お酒が美味しいっていうのは、わりとベースになるので。 

 

柳田：そうなんですね。食事が美味しいとか。 

 

長谷：食事が美味しいとか。 

 

柳田：お酒が美味しいとか。 

 

長谷：お酒が美味しいとか。友達と会って楽しいとか。どうしても不健康な人ってね、

人と会いたくないとか、スマホばっか見たりとか、やっぱ結構そうなると不健康ですよ

ね。 

 

柳田：なるほど。 

 

長谷：お酒も愚痴でなんか飲むとか。 
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柳田：なるほどですね。ということで、セッション 2、いってみたいと思うんですけれ

ども、今回のテーマはこちらです。 

 

南：能力開発・才能発揮・10歳若返り。健脳の鍵を握る魔法の聖水、「脳脊髄液」を流

せ。自宅でカンタン健脳トレーニングも公開です。 

 

柳田：ということで、長谷先生、魔法の聖水。 

 

長谷：またエロい言葉の感じのニュアンスが出てきましたね。 

 

柳田：これ、南さんが付けた。 

 

長谷：魔法の聖水。 

 

南：私じゃない。 

 

長谷：さすがに。南さんはワインになっちゃいます。魔法の聖水。 

 

南：私の脳脊髄液はワインなので。 

 

柳田：でも、脳脊髄液でセッション 1、1 回目でも出てきましたけれども、これを流す

というのが大事だというのはお伝えしたんですが、じゃあどういうふうに流していくの

かというのを、より詳しく見ていきたいので、今回はまさに必見になっておりますし、

自宅で簡単にできるトレーニングも教えていただけるということで、良かったでしょう

か。 

 

長谷：（ピンポーン）。 

 

柳田：ありがとうございます。で、今回もですね、前回も出ていただいた先生方、きょ

うも休みにして来ていただいてますので。呼び出しがかかってると。途中でまた出てき

ていただいて、教えていただきます。まずですね、こちらのほうをまたご紹介していき

たいと思います。 

 

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。まず、会場でご参加いただけます

のが 8月の 14、15、21、22の 4日間。定員は 20名さまです。場所は銀座となります。 

そして、オンラインでご参加いただけますのが、8月 16、17、18の 3日間。定員は 30

名さま限定。こちらはオンラインでのご参加になります。会場のほうでは、長谷先生に
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実際にご指導いただけるということで、オンラインのほうは、またインストラクターの

先生方に教えていただいて、もしかしたら長谷先生もご参加いただけるかもということ

ですよね。 

 

柳田：ちょっとパソコンが苦手って。 

 

南：なるほど、そっちですか。いずれも、今回は通常 1 万円のところ、2000 円にてご

案内させていただきます。 

 

柳田：破格ですし。 

 

南：ですね。 

 

柳田：どんどん埋まっておりますけれども、できれば会場来ていただきたいですよね。 

 

長谷：そうですね。実際来ていただいて、体感するのがね、一番いいと思いますんで。 

 

柳田：おっしゃるとおりですね。 

 

長谷：お会いしたいですしね。いろんな人とね。 

 

柳田：非常に先生、忙しいんですが、このお盆明けからのですね、5回、来ていただけ

るということで。ぜひ皆さん、2000 円で長谷先生直接教えてもらえるっていうの、あ

り得ないですから。普通ですね、過去、3日で 300万とかですよね。 

 

長谷：そうですね。今もやってますけどね。 

 

柳田：治療家の方向けのやつは 3日間で 300万とかですから。 

 

南：すごいですね。 

 

柳田：車が買えちゃうっていう。それでも受講される方がたくさんいらっしゃるという

中で。 

 

南：2000円。 

 

柳田：ワイン買ってる場合じゃないですよ。来てくださいよ。 
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南：はい。 

 

柳田：Zoomに関しては、前回も出ていただいた先生方中心に行っていただいて、これ

も、自宅できるセルフケアについてもたっぷり教えてくれるということなので、どうし

ても、やっぱり海外とか地方にお住まいの方は、来れないっていう方はですね、オンラ

インで受講いただきたいと思います。まず、ちょっと復習と、第 2話のポイントについ

ておさらいしたいと思いますが、その前に、LINEですよ LINE、南さん。 

 

南：公式 LINEのお友達になると、あなたの若返り指数が分かります。健脳診断ができ

ますので、詳しくは、このページにある健脳公式 LINEの登録方法をご覧ください。 

 

柳田：ぜひね、やっていただきたいと思います。そして、前回の振り返りと今回のポイ

ントなんですが、こちらですね。 

 

南：実は、ほとんどの病気や不調は「脳」から始まっていた。脳の状態を良くするには、

「水」と「呼吸」が非常に重要。現代人は「健康」より「健脳」を意識せよ。「健脳」に

なれば、根本から若返り、人生の質が劇的に向上する。 

 

柳田：これ、前回のですね、第 1話でまさにこの内容をお伝えしてきましたけれど、非

常にコメントでもですね、なるほどという、初めて知りましたというのも含めて、多か

ったですけれども、長谷先生、大好評でしたけれども。第 1話は。 

 

長谷：そうですね。健脳。健康はよく聞きますけどね、健脳ってあんまり聞いたことな

いですけども。健康になる、前提条件が健康でもありますし、そのバックのほうに、健

脳になれば健康になるっていうのもありますし、リンクしているので。ただ一番やっぱ

り、今は脳からやるのが一番効果的じゃないですかね。 

 

柳田：なるほど。時代の流れを考えても。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：今の環境を考えてもということですよね。さあそして、気になる第 2話で学べる

ポイントですね。 

 

南：ほとんどの人が知らない、「脳」の詳しい仕組みを臨床の視点から徹底解説。 

 

柳田：これ、分からないですからね僕らは。 
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南：そうですね。 

 

柳田：なんとなくは聞いたことありますけれども。これはやっぱり本当にプロの先生方

の視点から解説していただけると。そして… 

 

南：「健脳」の最重要ポイント、脳脊髄液を正常に流すポイント！これ気になりますね。 

 

柳田：なりますね。ビックリマーク入ってますからね。こちらも先生からも解説いただ

きたいと思います。そして… 

 

南：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：こちらもですね、佐藤先生出てきていただいて、教えていただけるということで

すね。ではいってみたいと思います。まずこちらですね。 

 

南：脳が最適化されいてる状態、健脳とは。 

 

柳田：これ、おさらいにもなるんですが、やっぱり長谷先生たちが定義されてる健脳と

は、というところになりますけれども、もう一度こちらですね。 

 

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

に機能している。 

 

柳田：長谷先生、これ改めてもう一度ご説明いただけますか。 

 

長谷：そうですね。これ、状態って言いますけど、全部が一体となって機能してるよう

なイメージ持ってもらうといいと思いますよね。頭蓋骨が当然正常に動いていれば、そ

の条件として背骨がちゃんとまっすぐで、脳脊髄液って背骨の中通りますんで、まっす

ぐで下のほうにちゃんと流れている状態で、多分ちょっと出てくると思うんです。骨盤

の中の仙骨っていう、この三角形の骨があるんですけど、そこに脳の膜の硬膜っていう

膜が付いてるんですよね。そこの、だからこの連動性が重要になってきますので。で、

当然その背骨がまっすぐだと自律神経が正常になってるってことなんで、内臓がちゃん

と正常に機能してるということですよね。 

 

柳田：なるほど。全部が連動してるっていうのが大事という。 

 

長谷：そうですね。去年まではね、内臓からアプローチしていい状態を作るって感じだ

ったんですけど、今回だからプラス脳も加わって、より完璧に近いような体にしようと。 
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柳田：そうですね。完璧ですねこれ。 

 

南：だって、背骨とか骨盤とかはよく聞くんですけど、頭蓋骨まで動かすんですか。 

 

柳田：そうなんです。しかもこれ、セルフケア。ちゃんと学んでやっていけば、自分で

もある程度できるようになってくる。 

 

長谷：そうですね。ある程度自分でもできるようになってきますね。 

 

柳田：これまさに、アフターコロナの必須科目ですよ。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：日本中。なのでね、きょうは本当にある程度、核心のところまで教えてもらいま

すので、楽しみにしていただきたいと思います。そして… 

 

南：リバースエイジングのポイントも徹底解説。知られざる「脳」の仕組みとは。 

 

柳田：ということなんですが、まずこちらですね。 

 

南：脳は、脳脊髄液の中に浮いています。 

 

柳田：これ、長谷先生。 

 

長谷：脳脊髄液って脳の中で作られて、外側に出て、脳を保護して、背骨の中通って下

のほうに流れてるんですけど、イメージ的には、だから脳が脳脊髄液の中に浮いてる状

態ですよね。 

 

柳田：これ、南さんはワインが…。 

 

南：そういうことですね、はい。頭蓋骨が膨らんだり縮んだりすることによって、脳脊

髄液が流れ、栄養分が体に運ばれる。これを一次呼吸と呼ぶ。頭蓋骨って膨らんだり縮

んだりするんですか。 

 

柳田：長谷先生、どうでしょう。 

 

長谷：そうですね。今の段階では膨らんだり縮んだりがイメージしやすいと思います。

後でちょっと詳しく解説しますけど、横に広がったり、縦長になったりっていう形なん
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ですね。一次呼吸のメカニズムって。 

 

柳田：それによって、脳脊髄液が流れ、栄養分が体に運ばれると。 

 

長谷：栄養分というか、脳に近いので、いろんな情報が多分入ってると思うんですよね。

脳脊髄液に、司令みたいなやつが。イメージすると。 

 

柳田：そして、これは前回もちょっと出てきましたけども。 

 

南：一次呼吸は胎児のときから行っており、人は一次呼吸で始まり、一次呼吸で死ぬ。 

 

柳田：一次呼吸で始まり、は分かるんですけど、これは死ぬというのは。 

 

長谷：そうですね。一次呼吸、肺が止まって、肺呼吸とか心臓が終わって、ちょっと若

干、脳のほうは呼吸しているので、いわゆる脳死っていう状態もあるんですけど、基本

的には、普通の人は、こっちは機能が止まっても、若干、脳の一次呼吸のほうは残って

いて、で、そのままゆるくなっていくっていう感じです。 

 

柳田：じゃあ、一次呼吸が止まると完全に死という。 

 

長谷：そんな感じですよね。一次呼吸、先に止まるっていうのは普通だとないんですけ

どね。 

 

柳田：一次呼吸で始まり、一次呼吸で死ぬっていうのは、なんかすごいですね。まさに、

人間の人生みたいなもんですけど、その一番コアな部分っていうか、始まりと終わりの

部分を今回扱っていくという。 

 

柳田：そうですね。そこだけじゃなくて、ずっともう続いてるんで一次呼吸って。二次

呼吸が始まっても、一次呼吸自体はあります。 

 

柳田：ではここでですね、もう少し具体的に脳の仕組みを見ていきたいんですけれども。

横から見るとこんなふうになっているということなんですが、ちょっと解説していただ

いてもよろしいですか。 

 

長谷：これ、脳の中なんですけれど、脳脊髄液ってもっと中の、脳室って空洞になって

いるようなところがあって、そこで一応作られるんですけど。それぞれ名前があって、

発生的には真ん中のほうから始まって、分かれてってブランチみたいな、分かれてって

小脳とかね、そういう細かい名前がついたんですけど。一番重要なのはですね、これ、
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それぞれの名前を覚えるのもあれなんですけど、結構小さいものほど重要なんですよ。

いわゆる下垂体とか。脳脊髄液も割合からすると血液とかリンパ液とかありますよね。

それに割合からするとすごい小さいというか少ないんですよね、脳脊髄液って。脳の関

連してるのって結構小さいところ、橋とか脳幹とかありますけど、あの辺も大脳とかそ

ういうのに比べると小さいんですよね。割合的に小さいんですけど、脳脊髄液も少ない

んですけど、機能としてはわれわれは重要だと思ってるので。それを今回ですね、流し

て脳の中の状態、全体的な状態を良くするっていう方向になってますね。 

 

南：こんな、脳について考えたのは高校生のとき以来ですかね。 

 

長谷：ちょうど、延髄って書いたのがアントニオ猪木の…。 

 

南：それもさっき覚えました。延髄斬り。 

 

長谷：延髄斬りのってことですね。 

 

柳田：真っ先に覚えた。 

 

長谷：別にこういうのは覚える必要はないので、こんな感じでなってるよっていうので。

で、脳脊髄液は真ん中のほうで作られて、ちょっと、通路があって、そこから外側とか

にいろいろでてきますよっていうのだけ、今の状態では把握しておいてもらえればいい

かなと思います。 

 

柳田：ありがとうございます。それではここでですね、更に詳しく、模型を使って解説

をいただけるということで、第 1話でも登場いただいた西村先生ですね。神村先生です

ね。 

 

長谷：エロい神村。 

 

柳田：エロい神村先生。なんで神っていうかっていうと、本人に聞いていただきたいん

ですけども。ご登場いただいて解説していただきたいと思います。 

 

南：では、神村先生。 

 

西村：どうも。 

 

南：実際に今回は模型を使って脳の仕組みをご説明いただけるということで、お願いし

ます。 
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西村：いわゆる…。 

 

南：待ってください。お名前、訂正いいんですか。 

 

西村：僕ですか。なんでも大丈夫です。今まで、呼吸っていう話ででてきたと思います

ので、じゃあ一次呼吸ってどんなもんかっていうのをですね、実際に模型でお話しさせ

ていただきますけども、そもそも、頭は動くのっていう疑問があったと思うんですよね。

それはですね、まず皆さん、頭の骨って、これ頭蓋骨っていうんですけど、一つの骨で

できてるとまず思っちゃってるんですよね。頭蓋骨っていう 1個の骨と。ただ、まず実

際違って、頭の骨っていろんな骨がパズルみたいに組み合わさってできてるんですね。

なので、基本的に一つのボールのようなんですけども、いろいろなものが組み合わさっ

てできてると。なので、実際には動いてると思っていただいて大丈夫です。特に、生ま

れた赤ちゃんとかって、ちょっとこの辺りが凹んでたりとか、この後ろが凹んでたりと

か、そもそも頭が動かないと、お母さんの産道、通ってこれないので、その名残ってい

うので頭っていうのは動きがあるというふうに思っていただいていいかなと思います。 

 

で、その動きを一次呼吸っていうような形で捉えてるんですけど、分かりやすくいうと

ですね。ちょっとこれ、顎の骨だけ取らせていただいて、正面ですね。先ほど先生が言

ってましたけど、膨らんだり縮んだり、膨らんだり縮んだりっていう形なんですが、簡

単にやるとですね、前からいきますかね。こういう感じですね。こう、こう、こう、こ

う。これが横に広がるような感じですね。で、これが戻る感じですね。膨らんで、閉じ

て。膨らんで、閉じて。横から見ると、こういう感じですね。こういうリズミカルな動

きをしている。これを一次呼吸というふうに呼んでます。 

そもそも、頭の骨って大きく二つの部分がありますね。顔面の部分と脳を入れている部

分。で、ちょっと分かりやすくするために、まずですね、これで顔面のこの部分ですね。

だけちょっと取ると、こういう感じになるわけですね。顔面の部分だけとる。で、今、

これが脳が入ってる部分になります。で、これをパカッと外すと、僕の Tシャツが出て

くると。これが脳なんですけどね。 

 

南：もうちょっとどうにかなんないんですか。 

 

西村：すみません。ちょっと即興だったんでね、あれなんですけど。でもこれ、Tシャ

ツにはわけがありますから、最後までちょっと聞いといてもらって…。 

 

南：分かりました。 

 

西村：これが今、脳だと思ってもらって、ちょっと溶けちゃってますけどね、すみませ

ん。要するに、この脳を入れている部分っていうのがふたの部分と、脳を取ったときの
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底の部分になってます。これが底の部分ですね。 

 

で、さっきですね、僕が頭の膨らみをやったときに、ここを、下を押していたの、分か

りますか。下をぐっと押して。ぐっ。広がるときにもこう、ぐっとこう。ここは何かっ

ていうとですね、この脳のさっき収まっていた下の部分ですね。ここを取るとですね、

僕は今、ここをこういうふうに、下の部分を押していたんですね。それに伴って、この

脳みその床の骨がこういう動きをしていたんですね。これが、実はこの一次呼吸ってい

うものの頭の動きを作る上で、非常に大切になってくる部分なんですけども。難しい言

葉で言うとですね、蝶形後頭底結合と、いわゆる蝶形骨という骨と、後頭骨というもの

がくっついてる部分。ここの結合、くっついてるところの動きが一次呼吸というですね、

脳の動きには非常にキーポイントになっていまして、その動きによって頭がですね、膨

らんだり閉じたり、膨らんだり閉じたり、膨らんだり閉じたり、膨らんだり閉じたりし

ていると。で、膨らむときにお水が、この脳の中にぶわーっと出てきて、閉じたときに、

この下の穴からですね、下のほうに流れていくというようなのが、いわゆる一次呼吸と

いうものになっております。 

 

南：なんか初めて聞いたことで、そうなのか、そうなのかと。 

 

西村：そうなんです。動くものなんですね。だから、この膨らんで閉じて、膨らんで閉

じてっていう動きがきれいに行えれれば行えてるほど、脳の中のお水っていうものがし

っかりと下のほうに流れていきますし、そのお水が流れてるっていうことは、脳にとっ

て素晴らしい環境ができてるっていう形になりますので、脳にもしっかり栄養が行きま

すし、脳の中のごみですね、ていうのも流れるような形になっています。 

 

南：今この瞬間もそうなってるわけですか。 

 

西村：動いてます。 

 

南：ちなみに、1分間に何回くらいとかってあるんですか。 

 

西村：いろいろですね、いろいろな文献によって結構誤差はあったりするんですけども、

大体 1分間に 6から 12回くらいは動いてるというふうにされていますよね。 

 

南：それはじゃあ、呼吸とかとは関係なく、普通の、息を吸って吐いての呼吸のペース

とは関係なく。 

 

西村：またちょっと違うリズムですね。 
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南：なるほど。 

 

西村：そうなんです。だから、こういうふうに動いてる。やっぱり、これは理想形にな

りますので、実際に皆さんの頭とかを触ってると、ちょっとこっち側だけ膨らみにくい

なとか、こっち側だけ膨らみにくいなとか、ここが膨らみにくいなとかっていうような

ことが起きてきたりしてるわけです。 

 

南：それは触ると分かるんですか。 

 

西村：感じる。 

 

南：実際動くのって、サイズっていうか、単位でいうとどのくらい。 

 

西村：いやもう本当、もう数ミリ以下。1ミリ、2ミリ、それ以下っていう世界ですね。

逆にそれ以上動いてたらですね。 

 

南：そうですよね。 

 

西村：みんな怖いですからね。あいつ頭動いてるな、なんて。 

 

南：きょうはよく動いてるみたいな。 

 

西村：なっちゃうとあれだと思いますけど。やっぱり頭って動くものだし、あとは逆に、

頭が動くっていうイメージができなかったら、膨らむものっていうのは意外に分かると

思うんですよね。帽子がなんかきょうはきついなとか、帽子かぶる人って気づいたりす

ると思うんですけど、基本的には体っていろいろ、頭ならば頭の中に空所があるわけで

すけど、空所があるってところは、基本的には圧力が必ず変わるところになりますので、

そういうところって必ず動きはあろうというような感じになってますね。 

 

南：で、Tシャツは。 

 

西村：これ、最後何に使うか、さすが、突っ込んでもらえなかったらどうしようかなと

思いました。 

 

南：終わりかなって… 

 

西村：ちょっと先ほどですね、硬膜っていう話があったと思うんですけど。脳とかです

ね、さっきも出てきた、脳っていうのは膜で包まれてるんですよ。 
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ちょっと Tシャツから変えていきますけど、これが脳だとした場合、脳っていうのは袋

に包まれているんですね。この袋が硬膜と呼ばれる形になっています。で、これがです

ね、頭の中に入ってるわけですけども。この硬膜っていうのはそのままですね、こうい

う感じで、脳ってそのまま、脳みそっていうのはそのまま脊髄って呼ばれる太いものに

なって下に入っていくんですけども、それと一緒にこの膜も下に出てくるわけですね。

こんなイメージですね。 

 

南：じゃあ、実際はこの周りに脊髄が。 

 

西村：そうです。背骨がこういうふうに連なっていて、最終的に、例えば骨盤のほうに

行ってるわけです。だから、先生がさっきバランスって言ってましたけども、例えばで

すね、頭がおかしくて頭が固くなっちゃったりすると、この膜っていうものが引っ張ら

れちゃったりするわけですね。 

 

南：なるほど。 

 

西村：そうすると、例えばこの下に背骨とか骨盤ってものがついた場合に、その、こち

らの異常がこの膜伝いに、ついてるほうに影響を与えてしまったり、逆にですね、この

ついてる下のもの、頭より下のもの、背骨とか骨盤っていうものが硬かったり、おかし

かったりすることによって、この膜が引っ張られてしまって、頭も引っ張られてしまっ

て、頭が固くなったりとかっていうようなことも起きてきてますので、やはり、脳の状

態っていうものをより良くするには、頭も動いていたほうがいいですけども、そこから

下の部分もしっかりと動いていく必要があるというような形。で、みんな連動して、大

事なんだなっていうふうに思ってもらえればいいんではないかなと思います。 

 

南：本当に全身つながってるんですね。 

 

西村：全身つながってるんですね。全ては連動性っていう形になりますけれども。 

 

南：よくね、首から背中とか腰とかつながってるっていうのはイメージ分かるんですけ

ど、まさか、脳からつながっていたとは想像だにしませんでした。 

 

西村：分かります。それがまた新常識っていう形ですね。だから逆に、首から下で脳に

影響を与えることもできますし、頭から、逆に下ですね、の影響っていうものを与える

こともできるという形になってますね。 

 

南：ありがとうございます。よく分かりました。 
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西村：いえいえいえ、すみません。こんな汚い Tシャツ見せちゃって。 

 

南：西村先生でした。ありがとうございます。 

 

柳田：ということで、長谷先生とごはん食べにいってきて。 

 

南：丸投げで。 

 

柳田：どうでしたか。 

 

南：こんなふうに、頭蓋骨の模型を実際に分解したりとかって初めてだったので、それ

もちょっと面白かったですけど、本当に、脳から全身につながってるんだなっていうの

が実感しましたね。 

 

柳田：分かりやすい説明で、中身を見せていただきましたけれども。これはオリジナル

の模型なんですか。 

 

長谷：そうですねうちのオリジナルですね。ちょっと柔らかいんですよね。普通、固い

んですけど。 

 

柳田：固いですよね。この柔らかさは伝わらないので、ぜひプレセミナーに来ていただ

きたい。 

 

長谷：プレセミナーに来れば触れますので。 

 

南：私も固いんだと思って最初触ったら、ペコってなっちゃって、びっくりしちゃって。 

 

柳田：本当に。で、先ほどの西村先生、なぜ神村かというと。 

 

南：お名前の訂正すらせずに去ってしまったので 

 

柳田：先ほど、説明のように、神のように。前回もですね、講師としてどんな質問にも

答えてくれたということで、あるときから、神のようだとなっていったわけなんですが。

博士なんですよね。 

 

長谷：医学博士ですね。 

 

柳田：医学博士ですよ。 
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長谷：エロいですけど。 

 

柳田：確かに、南さんを見る目が。どうでしたか。 

 

南：エロかった。 

 

柳田：ちょっと編集大変なんで、そろそろやめてもらっていいですか。 

 

南：悪ふざけもほどほどに。 

 

柳田：改めて、先ほどの見た上でちょっとこちらを見ていただくと、改めて、より分か

るんじゃないかなというふうに思いますけれども。 

 

南：正常な一次呼吸を取り戻し、脳脊髄液を正常に流すにはということで、脳脊髄液は

脳の中で生産され、背骨を通り、骨盤の仙骨辺りまで流れます。ただ、多くの人が骨格

の歪み、内臓疲労などによって流れが滞っている。これが体の不調、痛み、疲れ、老化、

そして病気などの大きな原因となっています。それも、頭蓋骨から骨盤までの相関関係

が大切。「健脳」になれば大丈夫。 

 

柳田：先ほどのちょっと模型をね、イメージしていただきながら、これを見ていただく

とより分かるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。もうちゃんとやるしか

ないですね。 

 

南：ですね。 

 

長谷：ぜひ、南さんに。 

 

柳田：南さんも受講するということで、しっかりとした一次呼吸でね、やっていきたい

ですね。ということで。 

 

南：脳が最適化されている状態、つまり健脳になることで一次呼吸と二次呼吸がスムー

ズになります。 

 

柳田：そして。 

 

南：体内の血液、リンパ液、脳脊髄液が正常に流れます。 

 

柳田：そして。 
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南：脳を筆頭に、全身の最適化が起こります。そして、全身の細胞が若返ります。 

 

柳田：まさにリバースエイジングでこうなると。 

 

南：能力開花・記憶、集中力アップ・健康・見た目マイナス 10 歳、やりたいことが思

う存分できる理想の人生です。 

 

長谷：っていうことでね。 

 

柳田：もういいよみたいな感じになってますけれども、本当にこの流れを沿って教えて

いただいたので、非常に良く分かってきました。もう既に南さんも私もだいぶ若返って

きましたね。 

 

南：そうですね。見た目、3歳くらいもう若返りましたね。 

 

柳田：もう 39くらいになっちゃいました。 

 

南：いいな。私、まだ 30代にいけてない。 

 

柳田：43くらい。長谷先生も…。 

 

長谷：50ですね。 

 

柳田：50代…、30代に間違われることはないですか。 

 

長谷：たまにありますよ。 

 

柳田：若々しいですもんね。 

 

南：後ろ姿とかね、やっぱり結構、年齢で後ろ姿も差出るじゃないですか。でも後ろ姿

もすごい若々しいですよね。 

 

柳田：いつの間に見たんですか。 

 

南：ちょっとエロかった？ 

 

柳田：ということで、もうね、長谷先生も何もしゃべらなくなってきた。 
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長谷：エロくなるはないですね。 

 

柳田：編集で入れときます。 

 

長谷：やっぱり、今までのまとめると、どれか一つ欠けても健脳にはならないっていう

ことで、健脳の条件として、骨盤も背骨も内臓もっていう感じなんですけど。ただ、脳、

頭をやれば、わりとだから、最短距離でいけるんじゃないかなと。 

 

柳田：だからまさに、川上をきれいにすると、全部海まで流れていくみたいな。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：感じがしますけれども。 

 

長谷：で、その流れっていうか、水の質自体を良くするのがいわゆる栄養ですよね。 

 

柳田：栄養ですね。 

 

長谷：今回、だからダブルでアプローチできるっていう感じ。 

 

柳田：ではここでですね、ちょっと、健脳、健脳、リバースエイジングと言ってますけ

れども、事例といいますか、これぐらい変わるんだよというのを見ていただきたいと思

います。 

 

南：健脳によるリバースエイジングの事例です。 

 

柳田：まず、さおりさん。この方はどんな感じなんですか。 

 

長谷：これ、モデルで、このとき 26 で、私の治療に初めてきたの、多分 28 か 9 くら

いだったと思うんですけど、今 39 なんですけど、そんなに変わってないっていうか、

多分、目に見えない輝きとか、そういうものは今のほうが多分あると思います。当然、

モデルなんできれいなんですけど。で、26 にしてはそんなに、ちょっと老けてるかな

って感じですけどね。若干。 

 

南：確かに、ちょっとお姉さんに見えますね。 

 

柳田：この方は次回、直接来ていただけると。 
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長谷：そうですね。呼んでありますので。 

 

柳田：また呼び出しをしたらすぐ来たというか。 

 

長谷：去年も来ていただいて、お話をして。 

 

柳田：この方はもともとモデルさんですけど、どういうことで来られたんですか、治療

には。 

 

長谷：この方はですね、去年一緒に来たチハルさんっていうお友達の方が、実はお一人

ちょっといるんだけど、下にいるんだけど来ていいかって言って、いいよって言って、

で、来たらいろいろ問題があって、そういう問題をちょっと取っていったっていう。 

 

柳田：ご本人もなんか症状があったということで。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：そうですか。 

 

南：その辺は次回、ご本人にいろいろ伺えるんですか。 

 

長谷：南さんが聞いてもらえれば。同類項なんで。 

 

南：本当ですか。 

 

柳田：マウンティングしあっていただければと思いますけれども。でも、本当に内面か

らまさにこう、脳、内臓って言いますか、体の内面から輝きが出て。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：より美しく、若々しくなってるということで。 

 

長谷：次回来たときあれですけど、多分、顔の幅自体がもうちょっと細くなってるよう

な感じが。顔が多分、ちょっと小さくなってると思います。 

 

柳田：じゃあ一番最初は、長谷先生見たときはなんか、そこまであれだったんですか。 

 

長谷：そうですね。なんか、パッと見、客観的に見るときれいなんだけど、なんか全然、
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輝きがないというか、そういう感じでしたね。 

 

柳田：脳脊髄液があんまり流れてないんじゃないかな。 

 

長谷：あんまり流れてない。 

 

南：滞ってる。 

 

柳田：滞ってる。 

 

長谷：滞ってる。 

 

柳田：そうなんですね。 

 

南：そういうのって、見た感じでわかるものなんですか。 

 

長谷：治療家ですからね。 

 

南：私、滞ってますか。私。 

 

長谷：滞ってます。もう 1回言いましょうか。滞ってます。 

 

南：ダメ押し。 

 

長谷：滞ってます。 

 

南：分かりました。 

 

長谷：OK。 

 

柳田：南さん、外側だけをやっても駄目だと。 

 

南：駄目だと。 

 

柳田：いうことですよ。またね、次回、さおりさん楽しみですけれども、続いてこちら

の方ですね。椎野純子さん。 

 

長谷：椎野純子さん。50歳です。 
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柳田：これは分かりやすい変化すね、椎野さん。 

 

長谷：椎野さんは多分、真ん中のでも去年ですもんね。 

 

南：そうですね。ちょうど 1年前が真ん中の下のお写真ですよね。 

 

長谷：一番左が 2年前ですね。2年前はやっぱ、だいぶブサイクでしたからね。 

 

南：そんな。 

 

柳田：ブサイクとは言えないですけど、やっぱり若さが違いますよね。 

 

長谷：そうですね。だから輝きというか、表情も全然違いますしね。 

 

柳田：非常に分かりやすいですし、椎野さんが 50歳でしたっけ。 

 

長谷：50歳です。今年 50ですね。 

 

南：明らかに、2年前のお写真より若いですよね。 

 

柳田：いや、そうですね。 

 

長谷：50には見えないんじゃないですかね。おそらく今は。 

 

柳田：去年も私もお会いしましたけれども、本当に若々しくて元気でしたけれども。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：今年、更にパワーアップしてると。 

 

長谷：もう子ども、お子さん高 3ですからね。 

 

柳田：リバースエイジャー。よく分からないけど。 

 

長谷：確か高 2か高 3のお子さんがいらっしゃいます。男の子ですけどね。 

 

柳田：そうですか。椎野さんもなんか、本講座とかには。 
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長谷：大体、いらっしゃると思います。 

 

柳田：本当に優しいですよね。いつも来てくれて。 

 

長谷：そうですね。呼び出しを掛けてありますので大丈夫です。 

 

柳田：これは本当に、リバースエイジングとして分かりやすいですね。6カ月後、南さ

んも出てるかもしれない。ビフォー・アフター。 

 

長谷：そうですね。 

 

南：ビフォー・アフター。滞る、滞った前と、流れた後。 

 

柳田：前と。 

 

長谷：楽しみですね。だから楽しみなんですよ。やっぱ自分が変わるのがね、楽しみな

んですね。 

 

柳田：そうですね。 

 

長谷：だから、50くらい過ぎちゃうと変わらないのが楽しみなんですよ。そんなに、だ

から 60 とか 70 になって、そんなに多分、がくっといかないような土台をもう作って

きてるんで。 

 

柳田：まさにでも、皆さんも楽しみだと思うんですけれども、今は関係ないですよね。

今、どういう状態であったとしても。 

 

長谷：そうですね。何歳から始めても。椎野さんなんかだから 2、3 年前ですからね。

うち来たのが。 

 

柳田：本当に、ぜひ、これ見てる皆さんも 1年後、2年後の自分を想像していただきた

いですね。 

 

長谷：そうですね。椎野さんもなんかエロさが増してきたんで。実際ね、本講座とかね、

プレに来て会っていただくと。で、エロいですねって言ってもらうといいと思います。 

 

柳田：勘違いしてなんかすごい服装で来たらどうしよう。 
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南：ご本人、それ望んでますかね。 

 

柳田：そして、こちら、石山さんですね。 

 

長谷：石山さん。石山さんは私と同い年なんで、52歳ですね。 

 

柳田：これは、ビフォー・アフターなのはいつですか。 

 

長谷：そんなに差がないですけど。この写真だとね。ただ、でもやっぱり、一番最初に

会ったときはやっぱブサイクでしたよ。 

 

南：その言い方。 

 

柳田：許されるんでしょうか。 

 

長谷：だったって言えば。ブサイクのとき言えないんで。 

 

柳田：昔はブサイクだったねって。石山さんも、私もお会いしたことありますけれども、

本当に元気で素晴らしいですよね。まさに、内面から若々しいっていう感じ。 

 

長谷：多分これからもっと。去年よりも今年、一昨年よりも、年々、年々良くなってき

てるので。だからもうこれ見てね、2、3 年後に出てくるとまた更に分かるんじゃない

ですかね。 

 

柳田：なんか本当に、お化粧とかも薄くなってくるんですかね。そこまでしなくても。 

 

長谷：そんなにしなくても。 

 

柳田：ですよ。南さん。 

 

南：はい。すごい今、確認しましたよね。 

 

柳田：いやいやいや。ではですね、続いてこちら。 

 

南：必見、自宅でできる健脳トレーニングとは。 

 

柳田：ということで、ここからはまた、呼び出された。 
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長谷：呼び出された、栃木から呼び出された。 

 

南：栃木からですか。 

 

長谷：宇都宮から呼び出された。 

 

柳田：佐藤先生、宇都宮でなんかものすごい繁盛治療院やられてて。ですよね。 

 

長谷：そうね。患者さんが百何人、140人くらい来るような。でも、電気代が高いんで

すけどね。 

 

柳田：しかもなんか、いろいろ通販もされてるという。 

 

長谷：そうですね、通販。オリーブオイルは佐藤龍平に頼めば。あとなんか、自分のと

ころにカフェとか、奥さんも結構健康に詳しい人で、有機野菜とか。 

 

柳田：もう全てを手広くやられてる佐藤先生が。 

 

長谷：呼び出されて。 

 

柳田：来いと言ったら来てしまう。 

 

南：宇都宮から。 

 

柳田：ということで、この後ですね、出てきていただいて健脳トレーニング、自宅でで

きる健脳トレーニングを教えていただきたいと思います。 

 

南：では、ここからは自宅でできる健脳トレーニングということで、佐藤先生、よろし

くお願いします。 

 

佐藤：よろしくお願いします。佐藤龍平です。よろしくお願いします。 

 

南：自宅でできるっていうことで、待ってました。 

 

佐藤：簡単と言われてしまったので。簡単と言ってやってくださいね。ちょっと動画か

何か見て出てくるようなやつじゃないやつをですね。ただ、結果を出したかったので、

結果を出したかったので、今ちょっと裏返ったからやり直しましたけど、結果を出した

かったので、ちょっとね、練りに練って持ってきましたよ。だから、「ああ、簡単」っ
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て言ってやってくださいね。実に難しいですから。 

 

南：分かりました。 

 

佐藤：よろしくお願いします。 

 

南：では早速、お願いします。 

 

佐藤：よろしくお願いします。じゃあ早速いきますけども、腸脳相関って皆さん、ご存

じかなと思うんですけども。 

 

南：いや、ご存じないです。 

 

佐藤：腸脳相関、知らないんですか。 

 

南：ご存じないです。 

 

佐藤：腸と脳の相関関係ですけど、脳はあらゆるところと相関関係があるんですけども、

特に腸とものすごい密接な関係があるんですね。なもんでですね、まず、多分、クラニ

アル、頭蓋骨をセルフケアやってくのに、なかなか多分イメージつかないと思うんです

よ。なものでですよ、簡単って書いてあるので、簡単に結果を出してくためにですよ、

まず、腸のほうをいじってですよ、で、脳をしっかりイメージした状態から入れるよう

に、一番最初のステップを、腸のアプローチにしました。 

 

南：分かりました。 

 

佐藤：南さん、立っていただいてですね、腸ですね。ここをさする、もしくはしっかり

触ってイメージできればいいんですけど、さすったほうが多分、皆さん、動かすことで

イメージすると思うんですよ。こうじゃないですよ。 

 

南：すみません。ちょっと私、最近コロナ太りで腸の前に腹肉が気になっちゃって。 

 

佐藤：うちの嫁さんに怒られますよ。それで太ったていうと。 

 

南：まずいです。 

 

佐藤：それは置いてですね、いきますよ。ここをまず触ってですね、腸は皆さん分かる

と思うんですよ。ここですからね。特に下っ腹とか、皆さん、出てるとかって気になる
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方が多いかもしれません。この辺りさするんですけども、こうやってさすってみて。で、

しっかりまず腸をイメージしてください。腸をイメージ。しっかり腸をイメージして、

物足んないっていう人はこの脇腹をですね、ここに骨盤、ウエストありますよね。ウエ

ストをもみもみしてください。もみもみ、もみもみ。こんなことで、ちょっと腸に刺激

を与えてほしいんですね。 

 

ただ、何回も言いますけど、しっかり腸をイメージする、まず。腸をイメージする。腸

をイメージする。で、腸のイメージができてくるじゃないですか。腸をしっかり触った

りもみもみしてるとイメージしてきますよね。そしたら、ここからずっとこう、上に上

がっていって、脳をイメージしてください。これ、ここの刺激、こっちにも伝わります

から、腸脳相関で。必ず腸をまずイメージしっかりして、腸をイメージした状態から今

度、グーッとイメージを上に持っていって、つながってるんだなっていうイメージして

ください。これ、本当やってほしいんですよ。全く結果が違ってきますから。これやり

ながら、夕飯のことを考えたりですね、彼氏、彼女のことを考えたりじゃなくてですね、

しっかり腸のことをイメージしてやると。で、イメージできたらグーッと上に上がって

いって、脳のことをイメージする。ここを意識すればいいですね。そんなことをね、30

秒から 1 分くらいちょっとやってほしいんですよ最初。まずこれが第一ステップです

ね。 

 

で、二つ目のステップですね。その次に、しっかりこの頭を触ってくんですけど、この

耳のところの上に当ててですね、耳の上に当ててですね、ここをしっかり挟んで、上に

ちょっと上げていく感じ。グーッと。もう全部、条件は心地いいっていう条件。全部、

条件は心地いいっていう条件ですね。グーッと。最初、触らせれば良かったですね。こ

こちょっと、耳の、頭、ここ手当てて。この耳たぶの、耳たぶ触っていいですか。 

 

南：どうぞ。 

 

佐藤：すみません。ここの上に当ててですね、で、手を合わせて、こっちも同じように。

そうですね。ここの。そうですね。で、合わせて、手を合わせて、で、ここで下向いて

もらうと、ここに隙間ができてるじゃないですか。自分の頭の大きさを感じられますよ

ね。これを一番最初にやっておくと、ちょっと分かりやすいかもしれません。ビフォー・

アフターで。全ての人じゃないですけどね。単純に。はい、で、戻りますよ。ありがと

うございます。 

腸をやりました。今度、頭のここ持って、で、心地良く挟んだ状態で上にグーっと上げ

てく。心地良く。気持ちいいですよね。簡単って言うんですよ。南さん。簡単。 

 

南：簡単。 

 



 

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

佐藤：簡単じゃん。 

 

南：簡単ですね。 

 

佐藤：そうそう。これも 30 秒くらい上げると。そしたらですよ、これ上げたまんま、

ここ、今上げてますよね。こうやって。上げてますよね。ここ、矢状縫合という縫合の

つなぎ目なんですけど、つなぎ目なんですね。矢状縫合っていうんです。この縫合のと

ころにですね、すごい皆さん、ストレスを受けるんですよ。電磁波とかもちろん、諸々

いろんなことですね。スマホとかもそうですけど。こうやって気圧の変化もそうですけ

ど。これ、ガチッと固まるので、ここをちょっとね、心地良くこうやって開いてあげる

つもりで。今、ここを持って上げてますよね。ここを持って上げながら。 

 

南：上げながら。 

 

佐藤：自分のここの頭を開くんですね。こうグーッと。グーッと。心地良くですよ。心

地良く。条件は心地いい。 

 

南：結構力は入れる感じですか。 

 

佐藤：心地良ければ。 

 

南：なるほど。 

 

佐藤：心地いいなって。で、慣れてくれば慣れてくるほど、頭が動けば動くほど、もの

すごく弱い力で心地良くなっていきますから。鈍い人ほど多分、強くやらないと心地い

いってならないかもしれないです。でも最初はいいです。そういう方が多いと思うので、

最初、腸のちょっと、最初のステップを入れたんですけど、そんなことも含めて入れた

んですけど、この第 2ステップでは心地良く伸ばす。で、第 3ステップで、ここの頭の

上をですね、捉えて開いてあげる。心地良く。これ、三つ目。いや四つ目ですね。腸を

やった、開く、三つ目ですね。で、四つ目。四つ目はね、ここにね、ここにですね、出

っ張りの骨があるんですよ。 

 

南：耳の後ろのほうですね。 

 

佐藤：そうですね。ちょっと南さん、すみません。ここに出っ張りがあるんです。乳様

突起っていう突起なんですけど、この出っ張りがあるんですよ。耳の後ろに出てる骨、

分かりますよね。 
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南：はい。 

 

佐藤：ちょっと出てますよね。ポコっと。ていうか、ありますね。ここをね、ちょっと

広げるんですけど。 

 

南：広げる。 

 

佐藤：広げる。広げるんですけど、広げようと思わないでいただいてですね、こう持つ

じゃないですか。 

 

南：後ろで手を組む感じですね。 

 

佐藤：そうそう。組む。で、ここの骨が当たるように当ててほしいんですよ。 

 

南：小指の付け根の下のほう。 

 

佐藤：そうです。豆状骨って言うんですけど、小指のこの出っ張りの骨が、その出っ張

りのところに、そうですね。小指がここに。これで。で、ここにその出っ張りがあるん

ですね。で、この小指のその出っ張りの骨のところが、ここが、ここにあると。で、耳

の後ろの出っ張りのほうにはこれですね。そうですね。そうして、そこに当てた状態で、

頭は後ろに持ってく。でも、手は前に持ってく。そうすると、ここでこういう力が加わ

りますよね。頭は後ろに持っていこうとするけど手は向こうに持ってくので、心地良く、

ここが。 

 

南：これは座ってやってもいいんですか。 

 

佐藤：もちろん。座ってやっても構わないです。ジワーッと。条件は心地良いです。ジ

ワーッと。ですね。座ってやったほうがいい人が多いかもしれません。 

 

南：ちょっと腰に来るかも。 

 

佐藤：ちょっとフラフラってする方もいらっしゃるかもしれない。強くやっちゃう方は。

だから、心地いいっていう条件で座ってやられたほうがいいかもしれません。ここ、大

切な頚静脈孔とかっていう、ちょっと専門用語のものがあるんですけど、結構通ってる

んです。そこを通ってる血管とか、神経とかいっぱいあるんですけども、そういったも

のはまた本講座で詳しくお話ししますけど、そういったものがちょっと動いていくんで

すね。そうするとね、ちょっと変わってくるんですよ。 
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南：ちょっとね、今、実際なんか。 

 

佐藤：あ。 

 

南：若返った？ 

 

佐藤：なんでもないです。なんですか。 

 

南：いや、今、なんかちょっと頭軽くなった感じするんですけど、気のせいですか。 

 

佐藤：いやいや、そのとおりですよ。ありがとうございます。 

 

南：簡単だし。 

 

佐藤：簡単だし、そうです。変わっていくんですよここ本当。で、特にちょっとここ、

筋肉が付いてるので、首の。ここ、ちょっと動いてくると、この辺結構、軽くなったり

動きやすくなったりするんで。いいですか。おさらい。腸やった。ここ挟んで上に上げ

た。ここを開いた。そして後ろでちょっとグー。顔は後ろ、手は前に押す感じで、心地

良く、ストレッチみたいな感じですね。心地良く、ジワーッと。30 秒くらいやりまし

た。そしてですね、次。さっき蝶形後頭底結合っていう、蝶形骨のことを西村先生、お話

ししてましたけど、その蝶形骨を触りたいんですけど、いいですか。この目尻。目尻、皆さ

ん、鏡見ながらやると、目尻ですね。目尻。目尻のままちょっと横に行くと、ここに骨が当

たると思うんですよ。骨。で、この骨の次にボコッと凹むじゃないですか。これ、凹みます

よね。 

 

南：凹みます。 

 

佐藤：こめかみにいきますよね。この凹んだところに、ちょっと指を当ててですね、そうそ

うそう。これ心地良くです。心地良く。ずっと押さないでください。痛いの駄目なんで。で、

これをね、ちょっと押すと、右と左、ちょっとなんか違う感じしません？ 

 

南：違いますね。 

 

佐藤：今、何ですか。 

 

南：違いますね。 

 

佐藤：違いますよね。ちょっとそういうところで、突っかかっちゃうんで。すみません。違

いますよね。 
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南：すみません。はい。 

 

佐藤：そう。違いますよね。これで、鏡ちょっと見てもらうと、これちょっと目尻じゃない

じゃないですか。これ、いい例です。この目尻、ここにあるんです。 

 

南：あれ。間違ったところ押してました？ 

 

佐藤：シワ、ごまかしてますよね。シワ、ここにありますから。で、そうそう。そこ合って

ます。そうそう、ここですね。目尻のライン。これ、目尻です。鏡、ご自身で鏡見ながらこ

の目尻のライン来て、骨がある。骨を通り超えるとポコっと凹む。そこに当てて、軽く押す

感じ。軽く押す感じです。心地良くですね。いいですか。で、これ、左右違ったら、なんて

いうんですかね。そろえるつもりでちょっとやるんですよ。 

 

南：そろえる？ 

 

佐藤：僕はこっち出てると思ったら、こっち側ちょっと軽く押す感じ。こっち、あんまり押

さないです。なんとなく、力の均衡を、作る感じです。これも 30秒くらいで心地良く。こ

の蝶形骨のところにも重要な、さっき言った、脳の仕組みで出てきた下垂体とか、視床下部、

本当にこんな小さいものが乗っかってるんです。 

 

それがちゃんと、これがいい状態になるだけで、こっちに司令塔として働くわけですよ。実

に重要で。ホルモンバランスとかには絶対必要なところなんですけども。腸やった。ここ挟

んで上げた。で、上げながらここを開いた。で、ここの乳様突起というですね、ところをち

ょっとグーッと、ストレッチみたいな形で広げた。で、今、蝶形骨をちょっと刺激した。じ

ゃあ、ちょっと座っていただいてですね、今度、最後っていうか、ここですね。ここ。ここ

のところにですね…。 

 

南：親指ですね。 

 

佐藤：そうです。こんな形。こうなってますか。こう当てるわけですね。ちょっと。で、自

重ですね。自重。ちょっと、これ当てるだけですね。、そうですね。ちょっと当てるだけで

す。痛かったらやめてくださいね。心地良く乗せる感じですね。ジワーッと。30秒くらい、

ここに当てて。当ててるだけです。これで終了ですよ。そうすると多分、おそらく、本当に

初級編も初級編なんですけど、おそらく、なんかね、違和感出る人いるんですよ。この辺。 

 

南：直後にですか。 
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佐藤：おそらく。出ない人もいいんですけど、出ない人でもやったほうがいいと思ったので、

二つちょっと入れときました。フォローみたいな形で。で、おそらくね、カチカチの人とか

は、もしかしたら今の状態だと、ちょっと、フラフラとかボーッとする人がいるので、そし

たら肩甲骨をよく回す。肩甲骨ですね。肩甲骨。伸ばすとね、肩が回るんですけど、肘を曲

げると肩甲骨が回るので、肩甲骨をよく回す。肩甲骨をよく回す。30秒くらい。 

 

南：これはこれで気持ちいいですね。 

 

佐藤：気持ちいいですよね。そして、この首のストレッチですけど、首のストレッチは、グ

ーッと下向ける。で、南さんのように、この状態で、ちょっとですね、下げて、ちょっと右

倒すと、左側の首が伸びるじゃないですか。で、ちょっと左に倒すと右伸びるじゃないです

か。これ心地良く、こんなんでいいです。首はぐるぐる回さないでください。 

 

南：回しちゃ駄目なんですか。 

 

佐藤：駄目って言うとブーブー言われそうだけど、回さないでください。 

 

南：はい。 

 

佐藤：首は下でちょっと伸ばしてあげて、で、前でグーッと、上を、前に伸ばして。これ、

前も一緒で、ちょっと顎をこっち側にやるとこっち側が伸びるし、こっち側やるとこっち側

伸びるし、そんなんでいいです。そんなことすると多分、幾つかやった頭蓋骨を動かす手技

で、違和感出た人も多分、解決することができると思うので、それをやってみてください。

で、ちゃんと毎日やり続けると、結果出ると思います。 

 

南：これ、例えばその日の体調によってなんか、例えばさっきのこれ。私なんか、頭の重さ

乗せただけでちょっと痛かったんですけど、日によって痛かったり、痛くなかったりとかっ

ていうのはあるんですか。 

 

佐藤：あるでしょうね。それは、そうです。もうじーっと多分、カチッとハマってる人はち

ょっと痛いかもしれません。 

 

南：なるほど。 

 

佐藤：で、やった後に南さん、手をもう一回当ててもらって、耳の後ろに手当てて、ここで

すね。そう。ここにも、こっちもちょっと手当てて、上で重ねると。ほらなんか、さっき隙

間が空いてたのに、重なってません？ 

 

南：えっ、本当だ。 
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佐藤：ほら、下向いてください。ほら。 

 

南：えっ、本当に？ 

 

佐藤：本当ですよ。 

 

南：何かのトリックじゃなくて？ 

 

佐藤：トリックじゃない。何も手品してないじゃないですか。小顔になってるわけですよ。 

 

南：え、うそでしょう。 

 

佐藤：うそじゃないですよ。 

 

南：えっ、なんで？ なんで、なんで、なんで。 

 

佐藤：小顔になる。これ、だから皆さんやって多分、結果出てる人、今いらっしゃると思う

んですけど。そしたら、ラディアンソースっていうところをクリック、検索して、すぐネッ

ト購入、いろんなものを買ってくださいね。 

 

南：なんか騙されてる。 

 

佐藤：騙されてないですよ。こうやって、人生変わっていくんですよ。 

 

南：本当、これだけでいいなら、5分もあればできますね。 

 

佐藤：できます。毎日続けてほしいんですよ。 

 

南：いや、本当に冗談抜きで、もっと難しいのかと思ったら簡単ですね。 

 

佐藤：簡単ですよね。良かった。ブーブー言われると思ったんで、簡単だと思って言ってや

ってください。簡単ですから。また、だからオンラインだったり、リアルで来られるプレセ

ミナーとか本講座に来られるときに、また詳しくですね、僕だけじゃなくていいので、さっ

きの西村とか、南先生とかってつかまえてですね、ぜひちょっと、インストラクター、他に

いますから、サポートもいますから、つかまえて聞いてください。 

 

ぜひ、ちょっとやり続けてほしいです。これが本当に皆さんに、皆さんっていうか、なんだ

ろう。広まったら、本当に、んないいことはないと思いますし、今の生活に絶対プラスにな
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ることしかないと思うんですよ。で、こういった知識も入ると、より多分、生活っていうか

人生が明るくなると思うんです。 

 

南：ちなみにこれ、1日何セットやったらいいとか、そういうのあるんですか。 

 

佐藤：多分、4回も 5回もやるとしんどいと思うんですよ。自分で。 

 

南：そうなんですか。 

 

佐藤：そんな疲れるじゃないですか、こうやってやると。だから本当、寝る前とかでもいい

ですし、1日始まる前とかでもいいですし。それでいいと思いますね。でも、回数決めない

と皆さんやらないんですよね。寝る前にやる。寝る前にやって、いい睡眠に、いい睡眠の環

境として整えていく。朝起きて、これから 1日始まるぞっていうときにやってみる。 

 

南：でもこれね、いつでもどこでも簡単にできますもんね。 

 

佐藤：そうです。簡単にできますからね。これだけちょっと気を付けて。こうじゃないです

からね。やっていただければという形です。 

 

南：分かりました。ありがとうございます。自宅でできる簡単。 

 

佐藤：簡単。 

 

南：トレーニング。 

 

佐藤：健脳トレーニングでした。 

 

南：教えていただきました。ありがとうございました。 

 

佐藤：ぜひプレ、本講座、お待ちしています。ありがとうございました。 

 

柳田：ということで、佐藤先生の素晴らしい、自宅でできるトレーニング、われわれもワイ

ン飲みながら見てましたけど。 

 

南：先生を。 

 

柳田：南さんもう、39歳突入じゃないですか。 

 

南：そうなんですよ。もう若返って 30代突入しました。小顔になって。 
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柳田：小顔になって。あれ、でもすごいです。僕もやってましたけど、小さくなりますね。

これすごいですね。長谷先生。 

 

長谷：そうですね。ちょっとやっただけでもあれなんで、だからプレとかね、本講座にね、

期待はますます。 

 

柳田：ぜひこれ、皆さんもやったと思うんですけれども、本当にでも簡単に、なんか非常に

難しそうに最初言ってましたけど、簡単にやっていただいて。でも、あれで初歩の初歩の初

歩ですか。 

 

長谷：そうですね。あれで初歩の初歩の初歩ですね。 

 

柳田：すごいでもなんか、頭蓋骨、頭蓋骨を動かすっていうの、なんとなく分かった気がし

ますね。 

 

長谷：そうですね。今回やったのは、ピックアップして大きいところを大体狙ってやったと

思うんですけど、そこだけでも結構、結果が出るので。 

 

南：本当にすごいなんか、頭軽くなって、何だろう。凝ってたっていう言い方とはまた違う

んでしょうけど、やる前と後とで全然違いますね。 

 

柳田：そうですね。本当にスッキリしましたねお互い。 

 

南：そう。スッキリしました。 

 

柳田：まだまだ何本でも取れそうな。 

 

南：頑張ってね。 

 

柳田：僕だけ。 

 

長谷：毎回、ラディアンソースが出てくると思いますけど。 

 

柳田：ラディアンソースはカットしときましょうかね。最後、売りに走ってましたけど。で

も、本当に健脳になった状態でいいものを取り込めば、よりいいということですよね。いや

これすごいですね。これ、プレ講座、本講座でもっともっと教えていただけるということで

すよね。 
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長谷：そうですね。もっと体感があると思いますけどね。 

 

南：だって本当にこの触りの部分で実感するじゃないですか。 

 

柳田：いや、しますね。 

 

南：本当、初歩の初歩の初歩でこれだけ実感するっていうことは、本講座はすごいですね。 

 

柳田：いよいよ、来てくださいよ本当に。 

 

南：呼んでくださいよ。 

 

柳田：来てくださいよ。いいですよね。 

 

長谷：いいんじゃないですか。 

 

南：いいですか。 

 

柳田：全然。 

 

長谷：（ピンポーン）。 

 

南：ピンポン出ました。 

 

柳田：結構、視聴者でもたまにっていうか、ファンいるじゃないですか。南さんにお会いし

たいので本講座入りました的な人もいるんで。ちょっとね、その方、ぜひ直接会ってていた

だきたいなと思いますけれど。ということで、第 2話も盛りだくさんでした。西村先生に佐

藤先生に出てきていただいて、本当に。第 3話もまた多分、誰か呼び出し食らって出てくる

んじゃないかなと思いますけれども。 

 

南：だってほらまずさおりさん、いらっしゃるでしょう。 

 

柳田：そうね。さおりさんも来ていただけるということで、第 3話の予告です。こちらです

ね。 

 

南：永久保存版です。これが中身も見た目もマイナス 10歳になる方程式。（脳×内臓×栄養）

＋美容＋エネルギー＝マイナス 10歳の豊かなわたし。マイナス 10歳。 

 

柳田：いや、これがまさに永久保存版ということで。健脳の定義とか方程式とか、いろいろ
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教えてもらいましたけれども、これから更に踏み込んで、マイナス 10歳になる方程式とい

うことで、これ、長谷先生、ちょっと説明していただいてもいいですか、簡単に。 

 

長谷：そうですね。マイナス 10歳って言ってますけどね、努力の、本当に努力すればマイ

ナス 10歳以上。 

 

柳田：以上ですよね。 

 

長谷：になると思いますよね。だから、脳とね、栄養と、内臓、この辺の状態が良くなると、

プラスって書いてありますけど、美容とエネルギーはちょっと置いといて。この三つのエフ

ェクトが、要素がですね、いかに体に影響してるかっていうのをですね、実際、その能書き

だけじゃなくてね、プレとかね、Zoomでもいいですし、できればね、本講座に来てしっか

り学んで、セルフコントロールができるように、くらいまではなってほしいですね。 

 

柳田：これはいわゆる、でも臨床 30年での方程式ですよね。 

 

長谷：そうですね。どれが欠けても駄目だっていう。さっきのね、背骨と脳とかね、その辺

の話もそうですけど。やっぱり全部連動して作用するんだっていうのをちょっと理解して

おくといいと思いますよね。 

 

柳田：ちょっとね、僕らも答えだけ聞いてるじゃないですか。こうですよ、こうですよ、こ

うです…。ちょっとさっきもやってみて、すごいってなって、でもこれ、導き出すのにもの

すごいかかってるわけですよね。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：さらりと教えてもらってますけど。 

 

長谷：あとね、自分ができるっていうの、結構、やっぱり歴代でも何人もいると思うんです

けど、それやっぱり表現して、ちゃんと周りの人間ができるようにするっていうのは、やっ

ぱり相当、そこからまた多分、次元が違います。 

 

柳田：そうですよね。で、きょう出ていただいた先生方も、そうやって長谷先生から学んで、

更に次の世代に伝えていってると。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：ていうことなので。 
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長谷：当然、周りの家族とかね、そういうのもいい状態にしてと。 

 

柳田：でもこれ、すごく覚えたくなりましたね。内臓もやっぱりすごい良かったですけれど

も、特に顔って分かりやすいというか、すぐできるし。 

 

長谷：そうですね。あとは、だから親が子どもにやってあげたりとかね、すると、子どもに

投げられたりとかもなくなるっていう。 

 

柳田：喧嘩もなくなる。 

 

長谷：喧嘩もなくなる。 

 

南：その辺も聞きたいです。 

 

長谷：夫婦喧嘩もなくなる。 

 

南：それも聞きたいです。 

 

長谷：さっき、ご主人来てました？ 

 

南：いえ、あれは違います。 

 

長谷：違います？ 

 

柳田：ということで、次回はこの方程式を更に詳しくお伝えしていただいて、多分、次回も

またなんか、ミニ講座じゃないですけれども、誰か先生がやってくれると思いますので、も

う絶対、必見で見ていただきたいと思います。 

 

南：では、第 3 話で学べることをご紹介します。マイナス 10 歳にするための 40 万人の臨

床と、最先端研究が導いた方程式が分かる。間違いだらけの食、栄養生活に終止符。リバー

スエイジングを加速させるポイント。現代人のための究極の栄養対策が分かる。 

 

柳田：これもすごいですね。 

 

南：司令塔の脳を攻略した後の要。内臓を整える重要性。リバースエイジングを体験した方

のリアルな体験談もご紹介します。 

 

柳田：ということで、すごい盛りだくさんですけど。 
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南：ですね。 

 

柳田：収まるのかなっていう感じですけど。でも、非常に重要な回になりますので、ぜひご

覧いただきたいなと。もうきょうご覧いただいた方はですね、ぜひ来ていただきたいですね。 

 

南：ではこちらをご案内いたします。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&先行募集の説明会のご案内です。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。こちら、定員 20名

さまで、場所は銀座になります。こちら、会場には長谷先生に実際にお越しいただけるとい

うことで、お待ちしております。 

 

続きまして、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 名さま限定。こちらはオンラインでのご参加となります。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、インストラクターの先生方に主にご指導いた

だけるということになっております。 

今回、ご参加いただく料金ですが、通常 1万円のところを 2000円にてご案内させていただ

きます。 

 

柳田：いや、すごいですね。さっきの佐藤先生のだけでも取れそうな感じですけど、本当に。

もう安すぎなのでぜひ来ていただきたいのと、新規プロジェクト開講記念ということで、こ

の夏からですね、冬にかけて、健脳・リバースエイジングプログラムの本講座のほう始まっ

てきますので、この先行募集も兼ねてますので、いち早く参加できるということになります。

会場参加は長谷先生から直接受けられるということ。Zoomはまた佐藤先生とか西村先生と

かからも受けられるということで。会場参加の方にも、先生方も呼び出してるんでしょうか。 

 

長谷：ええ、呼び出してます。 

 

南：言い方、もう…。 

 

長谷：結構呼び出してますね。 

 

南：駆けつけてくださるということで。 

 

長谷：卒業生も呼び出して。 

 

柳田：卒業生。これはね、南さんもぜひね、来ないと駄目なんじゃないでしょうか。本当、

手厚いプレセミナーになってますので、ぜひ来ていただきたいと思います。そして最後です

ね。もうきょうはね、盛りだくさんで与えまくりましたから、コメントくらいいただきたい

ですね。 
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南：そうですね。ぜひ、コメント、感想、お寄せください。コメントいただきました皆さま

には、こちらの特典をご用意しております。どしどしコメントお寄せください。お待ちして

おります。 

 

柳田：ということで、セッション 2まで終わりましたけれども、お二人、感想どうですか。

まず南さん。 

 

南：もうね、第 3話が今から楽しみですし、本当に、あんなに短い間ですけど、ちょっと実

際やってみて、自分の体が変わるっていうとちょっと大げさなんですけど、軽くなったって

いうのを体感したので、この先を楽しみに、また待ちたいと思います。 

 

柳田：もともとね、小さい小顔でしたけど、更に小顔になって。 

 

南：もう 30代でしょう。 

 

柳田：ええ。今、41くらいまでまた戻ったかもしれません。 

 

南：もっと、ちょっとやっていきます。 

 

柳田：さっき、ぽそっと西村先生が、いやすごい変わったって言ってましたよ。 

 

南：本当ですか。本当ですか。目そらされた？ 

 

柳田：長谷先生、どうでしょうか。 

 

長谷：いわゆる、だから可能性がすごいなんか、前回もね、内臓とかそういうのも結構やっ

ぱり可能性あったんですけど、やっぱり頭蓋骨っていうか、脳っていうとね、かなり無限に

可能性ありますので。 

 

能力開発とかね、いろんな目的あると思いますけど、当然、ビジネスに成功するとかね、も

ちろんエイジングもそうですし、きれいになるのもそうですし、なんか目的がある人もそう

ですけど、やっぱりその土台になりますんでですね。自分の可能性のロックしてるところは、

やっぱり結構、頭蓋骨っていうのが結構多いので、そこを外すと、なんかやっぱり、ここか

ら先の人生がだいぶ変わってくると思いますので、ぜひ参加していただきたいですね。とり

あえずプレに来ていただいて。来れない人はね、本講座のほうにぜひいらしてください。 

 

柳田：ありがとうございます。まさにおっしゃっていただいたとおりで、われわれもこうい

う仕事してると、本当に成功したいとか、幸せになりたいとか、お金稼ぎたいとか、いろん
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なご要望もいただくんですが、正にそのベースが、知識でもちろん吸収っていうのあるんで

すけれども、まさにこの脳を自分で自ら整えていけるっていうの、まさに盲点なんですけど、

そのとおりだなと思いますし、ここが動き始めれば、全てにいい影響があるということなの

で。 

 

長谷：結構ね、ダイレクトですからね。 

 

柳田：そうですね。 

 

長谷：脳って近いんで、体感は結構あると思います。 

 

柳田：ありますね。体感が、本当に。ということで、ぜひ次回、必ず見ていただきたいと思

います。次回まで禁酒されるということで。 

 

南：え？ そんなことはきょうの話の中で一つも出てきてないです。おかげさまで、今夜も

美味しくお酒がいただけそうです。 

 

長谷：浴びるほど飲んでください。 

 

柳田：ということで、また第 3回でお会いしましょう。南さん、長谷先生、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 
 

 

健脳トレーニングの感想、セッションの学び、 

長谷先生や先生方に質問したいことなどコメントをお願いします。 

 

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、 

 

健脳にも影響大！ 

佐藤先生 presents 動画『腸脳相関を健脳に生かすには？』 

 

をプレゼントいたします。 

 

 

健脳は手技だけをしていればなれるものではありません。 

 

健脳になるには、正しい知識と哲学、そして頭蓋骨だけでなく、 

内臓や栄養のケアも必須です。 

 

そこでセッション２の特典では 

健脳に影響を与える「腸」にまつわるお話を佐藤先生にしていただきました！ 

 

健脳になるためには、コチラも必見です！ 

 

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/nehn/#comments 

 

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

