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⼋幡ヘルス院⻑ ⽯井顯宏

ごあいさつ

⼈間を初め、この世に存在する総てを⽣み出しているのは宇宙⽣命、宇
宙エネルギーです。私はこの真理を直視し、総てに感謝し、真⼼をもっ
て医療に携わることを⽬標としています。

東⻄両医学を総合させ、地球環境も含めたあらゆる観点から、⼩宇宙と
して⼈間を捉えて、⼼⾝両⾯及び周りの空間（⽪膚の周辺上部、オー
ラ、テルモ体【熱気波動】、エーテル体【磁気波動】、アストラル体
【霊気波動】、メンタル体【⼼識波動】、コーザル体【因識波動】等）
を通して、観察し、治療するよう常に⼼掛けております。

病気を根源から治す「気持ちの良い」全⾝療法を主眼とし、全⾝のバラ
ンスを整え、「気」を重視した宇宙⽣命⼒、⾃然治癒⼒を最⼤限発揮さ
せる治療法です。

尚、⼤頭先⽣、中尾先⽣、野中先⽣、平⼭先⽣、福⽥先⽣、横⽥先⽣、
その他各界代表の諸⼤先⽣⽅からも、1990年代初めの頃から現在に⾄る
まで、多岐に渡って、ご助⾔、ご指導をいただいておりますことは、誠
にありがたく、この場を借りて衷⼼より深く感謝し、厚く御礼申し上げ
ます。

   



「気」⼊り直筆『元気カード』販売

⼋王⼦本院

絹が丘接⾻院 
絹が丘はり灸指圧院 
絹が丘気功整体院

 東京都⼋王⼦市絹ヶ丘3-35-9 

 042-675-8888 

 駐⾞場有り

⾼幡不動分院

⼋幡はり灸指圧院 
⼋幡気功整体院 
 

 東京都⽇野市⾼幡226-6 

 042-593-8000 

 駐⾞場有り

たっぷり「気」を⼊れた直筆の『元気カード』を販売いたします。

 ⼨法は若⼲変更になる場合もあります。

 原則として『元気カード』は「元気」の⽂字を書きますが、ご希望により「まごころ」「⾃然」「栄」「安⼼」の⽂字も
承ります。

種 類 サイズ 価 格

⼩ 型 約 12 x 13.5 cm 5,000円

⼩型 + 吊下台紙 約 12 x 13.5 cm 
（吊下台紙 約 21 x 18 cm）

6,000円

中 型 約 18 x 21 cm 6,000円

⼤型 + 吊下台紙 約 27 x 24 cm  
（吊下台紙 約 37.5 x 33 cm）

8,000円



雑誌掲載

 全国読者⽤、空中針「指差し療法」、健
康⽉刊誌「壮快」に掲載︕

 

「壮 快」2009年1⽉号 マキノ出版

マキノ出版発⾏の健康⽉刊誌「壮
快」1⽉号（2008年11⽉16⽇発売）
の別冊付録「ひざ痛⼀発解消⼤事
典」に、⼋幡ヘルス開発・商標登録
済みの「空中針」が誰でも簡単にで
きるように⼯夫した「指差し療法」
として、掲載されました。

 健康⽉刊誌「安⼼」に掲載︕

 

「安 ⼼」2007年4⽉号 マキノ出版

マキノ出版発⾏の健康⽉刊誌「安
⼼」4⽉号（2007年3⽉2⽇発売）
に、「元気カード健康法」と「元気
カードを使った遠隔気功」を中⼼と
した特集が掲載されました。 

（「元気カード」付録）

 全国からの⼤反響を受け、健康⽉刊誌
「安⼼」に再び掲載︕

 

「安 ⼼」2008年4⽉号 マキノ出版

マキノ出版発⾏の健康⽉刊誌「安
⼼」4⽉号（2008年3⽉2⽇発売）
に、「元気カード」の特別付録付き
で、「元気カードを使った健康・開
運法」と「元気カードを使った遠隔
気功」の特集が掲載されました。 

今回は、寄せられた体験談も掲載さ
れ、18ページに及ぶ特集となってい
ます。



所在地

⼋王⼦本院

診療（施術）時間

絹が丘接⾻院 
絹が丘はり灸指圧院 
絹が丘気功整体院

〒192-0912 

 東京都⼋王⼦市絹ヶ丘3-35-9 

 042-675-8888 

 駐⾞場有り

診療の受付は、原則的に予約制になっております。 

ご予約・お問い合せ等は、お電話にてお願いいたします。

曜 ⽇ 時 間

⽔曜⽇ 午後 4:00 〜 8:00

⼟曜⽇ 午前 8:00 〜 13:00（午後 1:00 ）

休診⽇︓⽊曜・⽇曜・祝祭⽇

※ 緊急時など、適宜に⾼幡不動・⼋王⼦の両院で同時に施術する場合もあります。



診療（施術）内容

交通アクセス

絹が丘接⾻院
整⾻整体、⼲渉波経⽳気功、理学療法 
（⾻折・脱⾅・捻挫・打撲における保険を、現在は原則として取り扱っておりま
せん。）

絹が丘はり灸指圧院
鍼（はり）、灸、指圧マッサージ、⼲渉波経⽳気功、光線療法、機械マッサージ

絹が丘気功整体院
気功、⼲渉波経⽳気功、整体、光線療法、⼼理療法

 

↑クリックで拡⼤表⽰

JR中央線 ⼋王⼦駅南⼝より
京王バス ⽚倉台⾏き ⻄武北野台⾏き みなみ野（公園前経由）⾏き 約12分  
⽩⼭神社下⾞ 徒歩5分

京王線 北野駅北⼝より
京王バス ⽚倉台⾏き ⻄武北野台⾏き みなみ野（公園前経由）⾏き 約6分  
⽩⼭神社下⾞ 徒歩5分

JR横浜線 ⼋王⼦みなみの駅より
京王バス 北野駅南⼝（公園前経由）⾏き ⼋王⼦駅南⼝（公園前経由）⾏き 約6分 
⽩⼭神社下⾞ 徒歩5分

⾃動⾞でおこしの場合
北野駅より野猿街道を南下し「光照寺北」交差点を右折（⻄へ） 
電柱に看板があるのでそれを辿ってください（光照寺北より約2分） 
※バス停の⽩⼭神社や野猿峠からは途中階段があり通⾏不可 
※駐⾞場 約20台完備



所在地

⾼幡不動分院

診療（施術）時間

⼋幡はり灸指圧院 
⼋幡気功整体院

〒191-0031 

 東京都⽇野市⾼幡226-6 

 042-593-8000 

 駐⾞場有り

診療の受付は、原則的に予約制になっております。 

ご予約・お問い合せ等は、お電話にてお願いいたします。

曜 ⽇ 時 間

⽉曜⽇ 午前 9:30 〜 12:00 午後 4:00 〜 8:00

⽕曜⽇ 午前 9:30 〜 12:00 午後 4:00 〜 8:00

⽔曜⽇ 午前 9:30 〜 13:00（午後 1:00）

⾦曜⽇ 午前 9:30 〜 12:00 午後 4:00 〜 8:00

休診⽇︓⽊曜・⽇曜・祝祭⽇

※ 緊急時など、適宜に⾼幡不動・⼋王⼦の両院で同時に施術する場合もあります。



診療（施術）内容

交通アクセス

⼋幡はり灸指圧院
鍼（はり）、灸、指圧マッサージ、⼲渉波経⽳気功、光線療法、機械マッサージ

⼋幡気功整体院
気功、⼲渉波経⽳気功、整体、光線療法、⼼理療法

京王線 ⾼幡不動駅より 徒歩2分 

多摩都市モノレール ⾼幡不動駅より 徒歩1分以内



プロフィール

院⻑ ⽯井顯宏の紹介

 

⼋幡ヘルス院⻑ ⽯井顯宏

1946/7/16 東京都⼋王⼦市⽣まれ
1965 ⼩⾦井⼯業⾼校電気科 卒業
1972 中央⼤学法学部 卒業
 1965〜84年
1987 姿勢保健均整専⾨学校 卒業
1988 帝京⼤学帝京医学技術専⾨学校 卒業 

柔道整復師 免許取得 
明鍼会刺鍼実技講習会 全課程修了 
経絡治療学会関東⽀部学術講習会 全課程修了 
鍼灸経絡治療夏期⼤学通算5年受講 研修科修了 
脈診 体得 
上海中医学院国際針灸培訓中⼼ 修了 
あん摩マッサージ指圧師免許取得

1989 東京医療専⾨学校 卒業 
はり師免許取得 
灸師免許取得

1992 ⼤頭教授との出会い
1993 空中針の発⾒

醍醐寺との関係
 1994〜2002年の約8年間、主として脈診と空中針に磨きをかけるため臨床⼀筋で治療及び研究に没頭。
2003 東京⼊江FT塾 受講修了
2004 鞍⾺⼭に参拝し、⼈間を始め森羅万象総てを⽣み出し変化させている宇宙エネルギーとしての真理を体得。

佐藤気功センターの佐藤眞志さんとの再会
⽐叡⼭との関係

2005 5回⽬の佐藤式気功を受けて、私の60兆個の細胞総てが納得し、宇宙の中⼼まで重⼼が下がり、初めて第1トンネ
ルを抜けて体外離脱に成功。
サムシンググレートの世界
⾃律神経と免疫の研究会 ⼊会 
安保・福⽥理論 研修中
院内での遠隔気功 開始

2006 院外での遠隔気功 開始 
⻑野・京都・⻑崎等に⾃動モードで遠隔気功を送り、ヘルニア・肺炎等に⼤きな治療効果を発揮。
NPO法⼈ ⽇本痩⾝医学協会 ⼊会
NPO法⼈ 癌コントロール協会 ⼊会
「元気カードの考案と、これを使った健康法の開発」 
「元気カードを使⽤する遠隔気功の開発及び臨床開始」

2007 「移動⼿当法」の開発、商標出願及び臨床開始
健康⽉刊誌「安⼼」4⽉号（マキノ出版）に、元気カードの付録付きで、元気カードを使った健康法、及び元気
カードを使⽤する遠隔気功の特集が掲載。
3⽉7⽇（⽔）〜5⽉30⽇（⽔）の毎週⽔曜⽇に全国の「安⼼」読者に向けて遠隔気功を送る。
「顔⾯気功整体（即効美顔 『⽬パッチリ視野広がり、若返る元気顔』）」の開発及び臨床開始

2008 健康⽉刊誌「安⼼」4⽉号（マキノ出版）に、元気カードの特別付録付きで、元気カードを使った健康・開運
法、及び元気カードを使⽤する遠隔気功の特集が再度掲載。
3⽉8⽇（⼟）〜4⽉12⽇（⼟）の毎週⼟曜⽇に、「安⼼」読者に向けて、前年の2倍の30分間遠隔気功を送る。
「瞬間気功整体（即時に疾患等改善）」の開発及び臨床開始。 
健康⽉刊誌「壮快」1⽉号（マキノ出版）に、⼋幡ヘルス開発の「空中針」が、誰でも簡単にできるように⼯夫
した「指差し療法」として、別冊付録「ひざ痛⼀発解消⼤事典」に掲載。
世界的遺伝⼦⼯学の権威 村上 和雄 筑波⼤学名誉教授が主催する「⼼と遺伝⼦研究会」に⼊会（笑いの遺伝⼦
発⾒に感動）

2011 東⽇本⼤震災で亡くなられた⽅々のご冥福を⼼からお祈りし、被災された⽅々に⼼からお⾒舞い申し上げます。 
被災者への復興・⽀援の⼀助として、適期的に被災地に向けて、遠隔気功を開始。
⼼（宇宙意識）の研究と実践を本格的に開始すると共に、臨床第⼀で、脈診・空中針・遠隔気功等にますます磨
きがかかる。

2013 主な治療をわかりやすく3コースに区分
1. 本格〔本治〕コース（原則予約制） 
主に脈針による全⾝治療、及び半⾝治療

2. 簡易〔即効〕コース（原則 随時） 
主に空中針・瞬間気功整体・即効美顔

3. 遠隔気功コース

出⽻三⼭（⽉⼭・⽻⿊⼭・湯殿⼭）巡拝 
特に、注連寺の鉄⾨海上⼈からお⾔葉をいただき、ご住職と世のため、⼈のために尽くそうと誓い、意気投合し
た。帰宅後、遠隔気功等のパワーが更にアップした。
第26回⽇本⾃律神経免疫治療研究会で 
肝硬変･アトピー・癌の３症例を発表

2017 奈良の⼤神神社を参拝後、三輪⼭の奥津磐座（おきついわくら）で宇宙⽣命エネルギーと交信して、⼤いなる⼒
を体得。 
三輪⼭、下⼭中では、⽣命エネルギー（気の⼒）を活⽤して、⼈命救助に貢献でき感動した。



少年時代

幼少から⼩・中学時代、スピリチュアルカウンセラー的仕事をしていた⽗の影響を受け、「気」に対する関⼼が相当⾼かった。ただし、「気」で病気を治すのは⽐較的簡単ではあるが、患
者さんから受ける邪気を払うことの⽅が難しいと聞いていたので、治療家の道へ⼊ることは当時余り考えていなかった。

1965〜84年

⽇本航空電⼦⼯業(株)、⼩⻄六写真⼯業(株)、トリオ(株)、(株)エルコ等、主として電気関係の会社に勤務。この間、法律も学びつつ、⾃律訓練法をマスターしたり、本⼭式ヨガやユング⼼理
学も学び、邪気を払える⾃信がつく。最終的には⾃分の⽣まれも含めて健康医療関係の仕事が天職と⾃覚した。

⼤頭教授との出会い

オーリングテストの開発者であられる⼤村教授の更に先⽣に当たられる早稲⽥⼤学名誉教授で、光（レーザー）の研究の世界的権威であられる⼤頭 仁教授が来院。「気」の科学的研究に関
⼼の⾼い⼤頭先⽣から、当時の気の科学的研究レベル等を授かる。またその後も「気」に関する沢⼭の本を拝借し、⼤いに「気」の勉強をさせていただいた。

空中針の発⾒

空気に当たるだけでも激痛が⾛るほどの強度のムチウチ症で2年以上も苦しんでいた患者さんが来院。痛みを感じさせないように⼯夫した鍼でさえも断られたので、やむを得ず鍼を持ったま
ま数センチほど浮かせた状態で、完全に「気」だけでの治療を⾏ったところ、驚いたことに治ってしまった。この件以来、針治療の神髄は、単なる刺激療法ではなく「気」の治療であると
強く実感した。

醍醐寺との関係

この年、私と副院⻑（妻）で、京都醍醐寺ゆかりの安溪家先祖供養のため、京都の親戚及び醍醐寺三宝院へお参りに伺った。その時、合掌している⼿が異常に熱くなったり、仏像から⼿指
に光か電気のようなものが⾛ったりなどの不思議な体験をし、また同時に“総てに感謝し、世のために尽くすよう”教えを授かった。 

京都から帰ってくると、気のパワーが⼀段とアップし、脈診による針治療の技術が⾶躍的に進歩していた。 

副院⻑に⾄っては、翌⽇胆⽯の⼿術を予定されていた患者さんに⼿かざしをしたところ、「何かお腹の中でグズグズ⾳がした」と⾔われ、翌⽇、その患者さんが検査を受けてみると、問題
の胆⽯が全くなくなっていたということがあった。 

2⼈とも、⾮常に「気」のパワーがアップしていることを実感した。

東京⼊江FT塾 受講修了

FT塾は、オーリングテスト（OT）を臨床上簡便に使い易くするために⼯夫発展させた、⼊江先⽣発明の東洋医学をシステム化した⽅法で、フィンガーテスト（FT）を⽤いた臨床医学講座
である。 

左右両⼿共に⾃由にFTを使えるようにマスターでき、鍼治療にも活⽤したが、脈診を主としているため、現在ではあまり必要としなくなった。 

副院⻑もFTを簡単にマスターし、臨床上おおいに効果を発揮した。 

東京⼊江FT塾について詳しくはこちら

佐藤気功センターの佐藤眞志さんとの再会

1986年の均整の学友であった佐藤眞志さんと再会した。1994年世界の気功家として⽇本テレビで拝⾒して以来の再会。 

佐藤さんは、2000年10⽉、世界初の東京・仙台間約350km離れた遠隔気功の科学的実験に成功され、気功の王様とも呼ばれている。 

佐藤式気功の⼤きな特徴は、1つは宇宙の本質であるサムシンググレートと内側から直結させる点。2つ⽬は下丹⽥の収縮気（交感神経）と中丹⽥の拡⼤気（副交感神経）とのバランスを図
る点。3つ⽬は、「気」の重⼼を⾜裏へまで下げて、性格まで変えられる点にある。 

この時、私と副院⻑は佐藤式気功を2004年11⽉から5回受けることにした。 

佐藤式気功法について詳しくはこちら

⽐叡⼭との関係

⼩雪舞う真夜中の⽐叡⼭延暦寺根本中堂で、名僧酒井雄哉⼤阿闍梨による特別法話を副院⻑と拝聴した。宇宙⽣命と⽔や波動などと「気」との関係について、体得するものがあり、深い慈
愛も感じた。

サムシンググレートの世界

佐藤式気功により、第1トンネル通過後、更に第2トンネルをぬけて、究極のサムシンググレートの世界に到達した。そこは個性が全くない完全平等の「無」の世界であり、かつ無上⾄福の
喜びに満ち溢れた安らぎの世界である。2つのトンネルを抜け、元の佐藤気功センターに戻ったとき、⽣まれて初めての、最⾼で究極の笑顔に満ちあふれた状態に変わっており副院⻑や、佐
藤さんご夫妻も⾮常に感動された。



副院⻑ ⽯井静枝の紹介

 

副院⻑ ⽯井静枝（気功整体師）

元来「気」のパワーが強く、これに整体（均整・オステオパシー）や、FT（フィンガーテスト）も
簡単に習得。 

その後、次第に指をこすらず、ただ単に⼿を振るようにしただけで、ツボ（治療点）を差すように
なる。FTを発明した⼊江先⽣も、晩年には神業の如く⼿かざしでツボを取ったといわれている。

「精神科養⽣のコツ（2005年に⼤頭先⽣からお借りした）」という本の中に、指テスト法に関する
記述がある。OT（オーリングテスト）→FT（⼊江フィンガーテスト）→指タッピング法という順
に発展的に簡便化していくという内容である。読んで感動した。つまり、この本の内容は、副院⻑
の指テスト法の発展とほぼ⼀致していたからである。

これが更に進んで、ヒーリングパワーの⼿かざし法や佐藤式遠隔気功もマスターした。その後、今
では瞬間気功整体も駆使し、遠隔気功に尚⼀層⼯夫を加え、⼤⼩両宇宙を⼀体とした⼋幡気功とし
て、ほとんど完成に達している。



施術について

施術を受ける前に

1. ⼿⾜は清潔にしておこしください
2. 初診の場合、本⼈確認できる証明書（保険証・運転免許証等）をご持参ください
3. 当⽇、2回以上キャンセルした場合、予約扱いは困難になる場合もありますのでご承知おきください

⼋幡ヘルスのモットー

無痛療法

1. 脈診による浅針療法
2. 空中針（⽪膚⾯より針先を空中に浮かせた刺さない針治療）

原則として気功と整体はセットとして⼀緒に⾏います。

意識を科学して、表層意識・深層無意識・原始⼼像や未那識（我執・有所得の根源）・阿頼耶識（素質・能⼒・経験の貯蔵）等も含め、科学する⼼を
⼤切にし、“真⼼”と“科学”とが両輪の如く最も⼤事と考えています。

具体的内容としては、臨床例である体験談をなるべく多く掲載させていただいております。



主な治療法

鍼（はり） 脈診

空中針

灸（きゅう） 原則として無痕灸、主に灸頭鍼 
（鍼の頭に艾︓モグサをつけて⾏う⽅法で、鍼と灸の相乗効果があります。）

例外的に、有痕灸 
（患者様から要望がある場合に限定）

気功ツボ療法 
（⼋幡パワー）

遠隔気功 院外遠隔気功

院内遠隔気功

ハンドヒーリング ⼿かざし法

⼿当法 移動⼿当法（原則）

静⽌⼿当法（例外）

顔⾯気功整体（即効美顔）

瞬間気功整体

整 体 
（オステオパシー）

全⾝⾻格調整

⾻盤調整

頭蓋⾻調整

⼲渉波経⽳気功 気功で経⽳の位置を決めた後に⼲渉波で通電します。

光線療法 光線療法とは、⾚外線（温熱）と可視線（⼈間の⽬に⾒える七⾊の光）の総合による
エネルギーの⼈体に有効な波⻑を利⽤し、⾎液の流れをよくしたり、細胞を活性化す
る療法です。

機械マッサージ  

電気温冷理学療法  

⼼理療法 カウンセリング



主として扱う症例等

1.体質改善  

2.運動器系 腰痛 脊柱管狭窄症 ヘルニア 肩こり 膝痛 ムチウチ 五⼗肩 変形性関節症 顎関節症 頭蓋⾻
の歪み 姿勢の歪み 捻挫 腱鞘炎 スポーツ障害

3.神経系 三叉・肋間・坐⾻神経痛 頭痛 ⻭痛 めまい しびれ 不眠症 脳卒中後遺症 ⿇痺

4.消化器系 胃炎 便秘 下痢 慢性腸炎 胃・⼗⼆指腸潰瘍 胆⽯ ⼝内炎 痔 ⾷欲不振

5.循環器系 ⾼・低⾎圧症 不整脈 動脈硬化症 狭⼼症 動悸 むくみ 冷え症 静脈瘤

6.呼吸器系 ⾵邪 喘息 気管⽀炎 息切れ かすれ声 いびき

7.泌尿器系 膀胱炎 前⽴腺肥⼤ 頻尿 夜尿症 ネフローゼ 慢性腎炎

8.感覚器系 近視 ⽩内障 メニエル ⽿鳴り 難聴 ⿐炎 嗅覚減退

9.婦⼈科系 ⽣理痛 ⽉経不順 更年期障害 のぼせ つわり 逆⼦ 不妊症

10.⼼療科系 ⾃律神経失調症 ⼼⾝症

11.内分泌系と代謝障害 糖尿病 痛⾵ 肥満 貧⾎

12.アレルギーと膠原病 リウマチ アレルギー性⿐炎 花粉症 アトピー じんま疹 エリテマトーデス

13.その他 不定愁訴症候群 ⾃⼰啓発



施術について

鍼（はり）・灸・気功における⼀般的な効果と養⽣

1. 痛みに対して

針治療では、内因性モルヒネとして脳内物質であるエンケファリン・エンドルフィン等が作られています。このことは、すでに証明され、灸にも同様
の作⽤があることが判っています。 

更に気功でも、同様の働きや深い精神安定作⽤、より脳の深部に対する働きや各種の⽣命の根源に関する働きも発⽣しているようです。

2. ⾝体に対する「気」の流れ

⾝体に対する「気」の流れや「⾎（⾎液・リンパ液・髄液等の液体）」の流れが良くなると、疲労物質が貯まる等による筋⾁の硬結や凝りを緩解し、
体温調節され、痛みも解消します。

3. 施術効果

⽇の浅い痛気ほど早く治ります。1回の治療で激しい症状がぴたりと無く
なることもしばしばありますが、慢性症状の場合、気⻑に続けなければ
治りません。 

治療は毎⽇続けた⽅が効果的ですが、症状により、1⽇おき、2⽇おき、
あるいは1週間に1度程度で快癒してゆく場合もあります。当院の指⽰に
お従いください。 

また、当院の治療は、免疫⼒や⾃然治癒⼒を最⼤限に発揮させることを
前提にしています。病気が治った後も⽉に1〜2回ほど通院されますと、
予防医療として、健康管理に最適であると確信しています。 

尚、腹⼋分⽬の⾷事、適度の運動、良質で⼗分な睡眠をとり、⼼⾝のバ
ランスを整えることが、何にもまして特に重要です。



治療について

いろいろな施術法

脈診の特徴

脈診の特徴 空中針の特徴 遠隔気功の特徴 光線療法の特徴

主に六部定位脈診と脈状診により、内臓及び⼩宇宙としての
⼈間全体を把握し、体質改善や各種の病気等の治療と予防を
⾏います。原則として腹診・⾆診も同時に⾏うようにしてい
ます。

六部定位脈診
左右の前腕末梢近くの橈⾻動脈の⼨部・関部・尺部を同
時に、⽰・中・環指の指頭を⽤いて、その各部の違いを
⾒て⽐較する。

脈状診
拍動の深浅、緊張度、太さ、調⼦、速度等を診る。



治療について

いろいろな施術法

空中針の特徴

脈診の特徴 空中針の特徴 遠隔気功の特徴 光線療法の特徴

1. ⾝体の表⾯よりも、⾻や深部の筋⾁・臓器という奥の深いところに、より⼤きな効果が発⽣し
ています。

2. 脈診による全⾝療法よりも、患部やツボという特定箇所に⼤きな効果が発⽣しています。ただ
し、全⾝にも良い効果は波及していきます。

3. 患者様の意識の状態が、空中針を施術されている箇所に何か変化がないかと「そこに意識を集
中させる」、いわゆる聞き⽿を⽴てる感じで意識を集中させている状態のときほど、絶⼤な効
果が出ています。反対に患者様の意識が丸ごと施術者にお任せするような漠然とした状態の時
は、治療効果がやや⼩さいようです。

4. 患部の状態が悪い場合ほど、⼀般的な鍼治療よりも更に顕著な治療効果がでています。
5. ⾝体に刺す鍼治療と異なり、空中針は禁忌の部位が全くなく、全⾝総ての部位に施術できるこ
とも⼤きな⻑所です。また、⾐服の上からでも施術が可能で、80%ほどの効果を発揮している
ようです。



治療について

いろいろな施術法

遠隔気功（⼋幡パワー）の⼀般的特徴

脈診の特徴 空中針の特徴 遠隔気功の特徴 光線療法の特徴

1. 頭や⽬がすっきり・さわやかな軽くなった感じになります。完全に熟睡した後の壮快感に似て
います。

2. 胃腸の働きが良くなり、腹がゴロゴロなり（蠕動）、空腹感が出てきます。
3. 痛み・咳・めまい等病気の諸症状が消失してきます。
4. ⾝体が温かくなり、軽くリラックスした楽な状態になっていきます。
5. ⾝体の重⼼が⾜の裏の⽅に下がって、気⼒が充実し安定してきます。

遠隔気功（遠隔介護にも最適）について、詳しくはお電話にて、 

042-675-8888 までお問い合せください。



治療について

いろいろな施術法

光線療法の特徴

脈診の特徴 空中針の特徴 遠隔気功の特徴 光線療法の特徴

光線療法で利⽤する光線は、⼈類に必要不可⽋な太陽光に最も近い連続光線であり、かつ、⼈体に
有害な紫外線を除去したものです。

光線療法の作⽤

光化学（アトピー・動脈硬化などに有効）・深部温熱・⽣体リズム調整・鎮痛・消炎・解毒・消
痒・免疫・⾁芽発⽣/発ガン抑制・殺菌・睡眠・⾷欲・便通・コレステロール低下・利尿・筋⾁運
動能⼒向上・呼吸機能/神経機能改善など



施術について

空中針について

1. 空中針とは
空中針とは、体表⾯上の少し浮かせた空間上で、針を持ったまま⾝体に刺さず短時間（10〜50秒程）針先を患部やツボ等に向けて⾏う「気」によ
る針治療です。 

従来の⾝体に針を刺す鍼治療と⽐較して、殆どの場合、より⼀層絶⼤な治療効果を発揮しています。

2. ⼀般的な「灸頭針」と「空中針」の違い

灸頭針 ＝ 針 + 灸

空中針 ＝ 針 + 気功

気功のことを⼋幡ヘルスでは「⼋幡パワー（ハンドヒーリング・佐藤式気功など）」と呼びます。

3. 空中針の神秘
空中針が絶⼤な効果を発揮する理由の1つとして、患者さんの内側にある「⽣命エネルギー」の波動と、空中針の針先に集中された「宇宙エネルギ
ー」の双⽅が、融合・共振・共鳴・深化・拡散現象することにより結合し発⽣した「宇宙⽣命エネルギー」が絶⼤な効果を発⽣しているのだと考
えています。 

これら宇宙・⽣命エネルギーは、⼤⾃然の⾒えざる偉⼤な⼒（サムシンググレート）よりみなぎるものです。

4. ⾃在にその⼒を発揮する空中針
直接⾝体に刺す鍼治療では、必然的に表⽪・真⽪・⽪下組織・筋⾁等に制限されることになります。⼀⽅、空中針では、空中針の神秘により、⾃
由⾃在に「気」の⼒を発揮することができます。固体・液体という分⼦・原⼦の密な部分よりも、余裕の空間が広くとれた気体を利⽤する空中針
の⽅が、「気」という宇宙エネルギーが⾃由に活動でき、⽣命のバランスを図り、⾃然治癒⼒を最⼤限に発揮しやすいのは当然のことでしょう。

5. 当てずっぽうではない空中針
東洋医学的⽴場から、患者さんと治療家とは、⼈間としての⼩宇宙であると同時に、これを包含した⼤宇宙とも共存していると考えられます。こ
れは、宇宙を共存した波動として捉える最先端物理学の量⼦論的⽴場からも考察できます。 

⾃然治癒⼒を最⼤限に⾼めるためには、針先と患者さんの体表⾯との間の空間距離に⼀定のルールがあります。特定の患者さんの特定の疾患に特
定の波動に適した距離がほどよく存在するということです。

6. 邪気をもはじき⾶ばす空中針
空間に針先があることで、そこから邪気も⼊りやすいのではとご⼼配になるかもしれません。しかし、強⼒な「気」のパワーが 針先という極⼩な
1点に集中することで、正気と共振・共鳴できない邪気の波動は、破壊され、はじかれ、針先に近づくことさえできないのです。

7. 空間上のツボを突く空中針

8. 空中針の秘めたるパワー
空中針の絶⼤な効⼒の源は、未知なる偉⼤な⼒︓サムシンググレートです。この神秘について、現在も臨床研究中です。

空中針がなぜ効果を発揮できるかをもう⼀度考えてみましょう。 

⼈間は、肺や⽪膚呼吸の他に、もう1つ別の呼吸も⾏っています。それは体表⾯を取り囲むオー
ラが発する空間・テルモ体・エーテル体などの空間にある「気」の出⼊りしやすいところを通じ
た呼吸です。この「気」の出⼊りしやすいところが、いうなれば「ツボ」です。つまり「空間に
もツボに似たものが存在している」という点が、空中針において「空間のある位置に針先を置く
ことで絶⼤な治療効果を発揮できる」ということの証明の1つになるではないかと考えていま
す。



空中針の特徴

空中針を受けると

空中針の効果

1. ⾝体の表⾯よりも、⾻や深部の筋⾁・臓器という奥の深いところに、より⼤きな効果が発⽣し
ています。

2. 脈診による全⾝療法よりも、患部やツボという特定箇所に⼤きな効果が発⽣しています。ただ
し、全⾝にも良い効果は波及していきます。

3. 患者様の意識の状態が、空中針を施術されている箇所に何か変化がないかと「そこに意識を集
中させる」、いわゆる聞き⽿を⽴てる感じで意識を集中させている状態のときほど、絶⼤な効
果が出ています。反対に患者様の意識が丸ごと施術者にお任せするような漠然とした状態の時
は、治療効果がやや⼩さいようです。

4. 患部の状態が悪い場合ほど、⼀般的な鍼治療よりも更に顕著な治療効果がでています。
5. ⾝体に刺す鍼治療と異なり、空中針は禁忌の部位が全くなく、全⾝総ての部位に施術できるこ
とも⼤きな⻑所です。また、⾐服の上からでも施術が可能で、80%ほどの効果を発揮している
ようです。

空中針を受けた患者様が、顕在意識で把握した感覚内容です。加えて潜在意識には、⼀層⼤きな影響を与えているようです。

脳が揺れているような浮き上がる感じ。（解剖学上、脳は髄液の中に浮いています。）
⾎液が勢いよく流れる感じ。
⾻の中を⼒で押されているような感じで、圧⼒を強く感じる。
奥の深いところでジワーとした。ピリピリ、ビリビリした何かが来ている感じ。
ほんわか、ほんわか何かに包まれた。⾮常に柔らかく楽な感じ。
ポワーと温かく、⼼地よい穏やかな感じ。

1. 痛みが無くなります。
2. 筋⾁の凝りや関節の硬直が極端にとれ、⾮常に柔らかくなります。
3. ⼿⾜や患部から、全⾝に温かくなってきます。
4. 腫れも引いてきます。
5. しびれや各種の違和感等もなくなります。
6. 経絡上の流れに似て、⾝体の左右どちらか⼀⽅に施術すれば、施術していないもう⼀⽅にも効果が発⽣しています。
7. ⾝体の歪みが調整され、バランスがとれてきます。
8. 各種の症状がほとんど無くなります。



料⾦表

初検料︓1,000円 

再検料︓1,000円

 最後の来院から6ヶ⽉を超えていらした場合、再検料をいただきます。

簡易コース

鍼（はり） 空中針 1本 2,000円 （2本⽬〜 +1,500円）

部分 2,500円

1本 800円 （2本⽬〜 +700円）

灸（きゅう） 1壮（個） 500円 （2壮⽬〜 +400円）

気功 整体 顔⾯気功整体（即効美顔） 5,800円

瞬 間 1,800円 （2ヶ所⽬〜 +1,500円）

頭頚部 2,500円

⾜ 裏 2,500円

⼲渉波経⽳気功 1,500円 （2⼈分〜 +1,000円）

光線療法 1,000円

機械マッサージ 300円

本格コース

鍼（はり） 全 ⾝ 8,000円 （7〜9,000円）

半 ⾝（仰臥位⼜は、伏臥位） 5,000円 （4〜6,000円）

遠隔気功 院内遠隔気功 8,000円（30分）

5,000円（15分）

院外遠隔気功 4,800円（30分）

3,800円（15分）

気功 整体 全 ⾝ 8,800円

半 ⾝ 5,800円

顔⾯頭頸部（スペシャル即効美顔） 10,800円

⾻ 盤 5,000円

⾸・肩 3,500円

 ディスポ鍼（使い捨て鍼）をご使⽤の場合、別途材料費として、100〜1,000円程ご負担願います。



体験談

22. 「『安⼼』が運んだ元気カードと即効美顔」 栗⽥ 親江さま
21. 「⽗が運んだ元気カードと即効美顔」 洞内 美菜⼦さま
20. 「⼦宝と即効美顔」 福⽥ 恵美⼦さま
19. 「『元気カード』及び、遠隔気功の反響」 （皆さまのお声）
18. 「脈診の素晴らしさ」 柿本 聡⼦さま
17. 「『気』の治療の現場に⽴ち会って」 福⽥ 彩さま
16. 「⺟が運んだ最後の駆け込み寺」 志村 滋美さま
15. 「88歳からの⻘春」 ⻘⽊ ウメさま
14. 「5年⽣存で癌も治癒」 鈴⽊ 優さま
13. 「脈診で⾜の切断を免れる」 あいば かずこさま
12. 「脈診・気功で⾃然治癒⼒発揮」 遠藤 美登⾥さま
11. 「遠隔気功で元気⼀杯」 ⼤野 治義さま
10. 「遠隔気功で⾸の⼿術を免れる」 ⻫藤 久江さま
9. 「脈診・空中針・ハンドヒーリングに感動」 ⼩泉 ふみ⼦さま
8. 「脈診・空中針で福が舞い込む」 柿本 謙⼆さま
7. 「脈診・空中針・ハンドヒーリング総てを体験」 塩野⾕ 静江さま
6. 「ハンドヒーリングパワーと主⼈に感謝」 古平 和⼦さま
5. 「脈診・気功で⾸・腰の⼿術を免れ⼈⽣満喫」 圡⽅ 實さま
4. 「鍼治療の出会いと脈診による体質改善」 ⾬宮 敬⼦さま
3. 「空中針にびっくり」 渡辺 浩司さま
2. 「マラソンのケアと空中針」 佐藤 吉夫さま
1. 「空中針に妻と唖然︕」 数野 勝美さま



空中針に妻と唖然︕

数野勝美さま 
60歳 男性 会社役員

朝、急に⻭磨きを⽚⼿に持ったら、腰がギクッとして⼆階に上がろうとしたが上がれず、靴下もはけず、情けなかった。腰も
曲がってしまい、⽚⽅の⾜も上がらず、⾜がダラーンとしてしまい、⾞に⼤変乗りにくかった。

妻の⾞で1時間かかって、やっと絹が丘接⾻院に辿り着いた。先⽣の脈診による全⾝鍼治療を受け、終わった後、どこかまだ
気にかかる痛いところはありますか︖ と尋ねられた。そこで、後ここ⼀箇所だけですと話すと、それでは空中針をしましょ
うといわれ、初めて聞く⾔葉でびっくりしました。空中針は脊髄・腰椎に⿇酔されているような感じで、何かが脊髄の中に⼊
っていく感じがする。

空中針をしていただいているときは、痛いようなジーンとしているような感じがしたが、終わりましたと⾔われた途端、痛み
が取れました。そして、全⾝軽くなり、違和感なくなり、妻と⼆⼈でびっくりして、唖然としました。

近くの治療院へ⾏かず、先⽣の所へ⾶んできて、正解で良かった、良かったと妻と顔を⾒合わせました。先⽣と妻に感謝いた
します。



マラソンのケアと空中針

佐藤吉夫さま 
73歳 男性 市⺠マラソンランナー

50歳の時、⼤腸⼿術をし、退院後のリハビリで始めた早朝ウォーキングがきっかけで、定年後のライフワークはマラソンと思
うまでになった。1996年の第100回記念ボストンマラソンを始めとして、海外マラソンに11回出場し、国内⼤会は⻘梅マラソ
ンを始め、毎⽉出場し、総て完⾛でき、マラソンの醍醐味を⽯井先⽣のおかげで味わうことができました。

1993年頃、⾜の痛みで⽯井先⽣の治療にであうことができ、常⽇頃の体調管理は先⽣のご指導、治療、ご⽀援をいただき、
特に⼤会前は鍼治療で全⾝のケアをして⾛ることができますので、⾮常に⼼強く、安⼼してレースに参加できます。

今年の7⽉9⽇、北軽井沢10kmレースに参加した際、数⽇前に右⾜のアキレス腱を痛めていたのを、無理して⾛り、何とか完
⾛はできたが、ゴール後のダメージが⼤きく、歩くにも事⽋く有様で、まっすぐに歩くことができない状態になってしまっ
た。翌⽇⽯井先⽣に空中針をお願いし、治療を済ませベッドから下り、⽴ち上がった瞬間驚いた。治療する前、⾜は鉛が⼊っ
ているような重さで、嫌な感じだったのが、すごく軽くなり、違和感は少し残っているようだが歩けるようになったのです。
続けて3回ほど空中針の治療を受け、今では殆ど平常に戻り、⽯井先⽣の技術に脱帽し感動しました。9⽉以降のマラソン⼤会
参加に向け、⽇頃のケアを⼤切にこれからも⾛り続けて参ります。



空中針にびっくり

渡辺浩司さま 
49歳 男性 会社員

⾃宅は近いのですが、激しい痛みの五⼗肩で、⼿が全く動かせず絹が丘接⾻院に⾏くには妻がずっと付き添っていなければな
りませんでした。ところが、肩の上に針先を浮かしたまま針を刺さず、数⼗秒間、空中で持って⾏う「空中針」をしていただ
いた。すると、空中針をしている間は、⾻の中⾝に圧⼒を感じ、また、空中針を離したときに痛みも離れていく感じがした。

空中針が終わると痛みが軽くなり、⼿が動かせる状態になってきた。全く不思議な気の働きで救われました。



鍼治療の出会いと脈診による体質改善

⾬宮敬⼦さま 
61歳 ⼥性 元⼩学校教師

今から4年も前になるのでしょうか。私は⼩学校の教師として、バリバリ働いていました。⼦供のために・・・なんて格好よ
いことをいって、⾃分の年齢も顧みずに・・・。

以前から右肩にじわじわと痛みを感じていましたが、「たいしたことはない、すぐによくなるだろう。時間がない
し・・・。」と、放っておいたのです。そうしたら、ある時、しびれるような激痛が襲い、腕が動かなくなり、顔を洗うのも
寝返りを打つこともできず、⾞の運転にも⽀障を来しました。最も困ったのは、⿊板に字を書くことができなくなったことで
す。我慢できず、その⽇の午後早退し、病院で診ていただくことにしました。

ところが、丁度⽊曜⽇で、どこの病院も午後は休診でした。「どうしよう。放っておいたから天罰かなぁ。」左⼿でハンドル
を扱いながら⾞でうろうろしていましたところ、「絹が丘接⾻院」の看板を⾒つけ、⾶び込みました。

受付で問診票に記⼊もできず、署名すらできなかったことを今でも覚えています。⽯井先⽣の問診を受けながら、整体、指
圧、気功などで応急処置をしていただき、⼟曜⽇の鍼の予約をしてその⽇は帰りました。不思議なことにたった1回で、右腕
の動きが楽になり、痛みも少し和らいでいました。そこに運命的な何かを感じたのでした。

そんな経緯で鍼治療に出会いました。あれ程⾟かった右腕の痛みは、鍼の回を重ねるごとにいつの間にか消えて無くなりまし
た。が、継続することの⼤切さは常⽇頃から⾝にしみて感じていますので、合間に整体、光線、電気治療を加えて、⽉に2回
の割で今も尚続けています。

「どこか気になるところはありますか︖」治療を始める前の先⽣のご質問です。「困る程ではありませんが、強いて⾔えば左
膝がちょっと痛いです。」60歳を過ぎ、定年退職した今でも、そんな状態です。本当に痛み知らずで、第⼆の⼈⽣をゆっくり
歩んでいます。

まだ現役であった頃、「60歳を過ぎてからどう活きるかが肝⼼なのだから、今のこうしたケアがものを⾔うのだか
ら・・・。」と、鍼をうちながら先⽣が話してくださいました。若いときはいくらでも無理が利くが、年を取ってからそのつ
けが回ってくる・・・ということなのでしょう。私もあの右腕が動かなくなった出来事は、体からの信号であったと今思うの
です。そんなときに、⽯井先⽣の鍼治療を受けられたことはまさに運命的な出会いでした。

実は痛みに耐えきれずに⼀度だけ整形外科で注射を打ってもらったことがありました。驚くほどその注射は効き、痛みがさっ
と消失しました。が、翌⽇はまたぶり返したのです。その時、即効性の薬の怖さを痛感しました。私は⽣まれながらにして両
親から健康な体を授けられています。病気をしたことが無く、薬も殆ど飲まずに⽣活しています。ですから、たった⼀本の注
射は、私の体の中で異常に反応したのだと思います。

それと異なり、鍼治療は、⽬の前の痛みから解放するだけではなく、遠い将来を⾒通して総合的に体質の改善を⾏いつつ⽣き
る⼒を育てていく治療⽅法なのです。この部分が最も信頼できるところです。これは⼩さな⼦供を育てる⼩学校教育の原点に
も通じて、私は⼤いに興味を持ちました。

治療を受けながらの先⽣との対話も効果を引き出していました。⼤きな病院ではない時間的なゆとりと和やかな対話。明る
い・エネルギー溢れる対応、そして何といっても清潔感溢れる院内・・・これらが総合的に作⽤して⼤きな効果を上げている
ではないかと考えています。

これからもできるだけ⻑く今の状態を維持できるようにと願いつつ、鍼治療を受けていこうと思っています。



脈診・気功で⾸・腰の⼿術を免れ⼈⽣満喫

圡⽅ 實さま 
58歳 男性 会社役員

年2回の1⽇⼈間ドックで、どこにも異常を認めずの私に、平成8年のまさに暑い夏ががやってきた。階段を上がる際の右⾜へ
の激痛。下りる際の脂汗。単なる運動不⾜による者と判断し、トクホンを貼り、翌⽇からウォーキング開始。4，5⽇で痛みも
和らいだかに⾒えたが、朝⽅の腓返り、運動中の動悸、息切れ、めまい、特にめまいがすごくなり、意識の⽩濁を感じるよう
になり、医者嫌いにもかかわらず、あわてて病院へ。脳のレントゲンを撮り、低度の脳梗塞は認められるが⼼配するほどでは
なく動脈硬化による糖尿病と診断され、⾷事制限・適度の運動・体重の減量をするように指⽰された。

しかしながら事態は悪化へと辿り、寝るとすぐ腓返り・腰痛・右半⾝、⾎が通わぬのか真っ⽩になり、夏だというのに寒い。
しびれを伴い、鉛をつけたように重く感じだした。待たずして再び病院へ。今度はMRIによる全⾝の検査がなされ、頸椎の5
番⽬・腰椎の5番⽬がすり減り神経を圧迫していての症状、⼿術すべしとの医師の所⾒。

ではあったが、⾃営業のため休むことは無理であったし、同じ症状の患者仲間から「あんたは40歳代と若い。後遺症が残るの
は必⾄。⼿術は避けるべき。」と通院による治療を勧められ、私もその⽅向で仕事を続けながらの治療を受けることにした。

そんな折、営業⾞の購⼊先であるダイハツの営業マンＨ⽒が来られ、事情を話すと、「実は私は追突をされ、救急⾞で病院に
運ばれて、⾸の⼿術をするはずだったが、知⼈から⼿術で不具者になった⼈が何⼈もいることを聞かされていたので何とかし
て病院から出してもらい、絹が丘接⾻院に駆け込み、⽯井先⽣の気の⼊った鍼治療で助けていただき、すぐ治ってしまった」
とのことで紹介されたのが、鍼灸師の⽯井先⽣であった。平成9年の弥⽣3⽉である。

それからの⽯井先⽣の「気功」を取り⼊れた脈診による鍼治療によって、⾒違えるほどの治癒、あの右半⾝は何処へ⾏ってし
まったのか。

今も通院しながら、⾝に染みて凡⼈でいられる幸せを、仕事に、趣味の俳句に、明⽇の光を絹ヶ丘に感じる次第である。⽯井
先⽣夫妻のご健康、ご発展を祈念します。



ハンドヒーリングパワーと主⼈に感謝

古平和⼦さま 
72歳 ⼥性 主婦

絹が丘接⾻院との出会いは、先⽣と主⼈が、各⾃治会の役員をして知り合うことが出来ましたことに感謝しております。

私は、⻑い間、腰痛・肩こりで悩み苦しんで、他の病院へ通院しておりましたが、⼀向に良くならず痛くて痛くて困っていま
した。主⼈の薦めで、⽯井先⽣の治療院に⾞で送迎してもらい、治療を受けることにしました。

先⽣からリラックスしてください、体の悪い箇所から治療に⼊りますといわれ、初めての経験でびっくりしました。

気功整体（ハンドヒーリングパワー）で、次々と痛いところへ⼿が、指が押されました。数⼗センチ離れたところから痛い患
部の経⽳に⽬掛けて私の体に触れてきた。私は瞬間に、いたたたた︕ そこです。声が出てしまった。次々と痛い経⽳を⽬掛
けて⼲渉波の吸盤がやってきました。

治療が終わってみると、1回で痛みが取れて、びっくりしました。あれほど他の近くの病院で通院してもなかなか良くならな
かった病が、嘘のようです。

今では⾵邪も殆ど引かなくなったり、汗が出にくい体でしたが良く汗もかけるようになりました。

また、トイレの近いのも良くなり、不眠も良くなり、薬は飲んでいません。こちらにお世話になり、こんな幸せはありませ
ん。先⽣や主⼈にありがとうございます。



脈診・空中針・ハンドヒーリング総てを体験

塩野⾕静江さま 
65歳 ⼥性 主婦

私と鍼との出会いは、⾃転⾞で転んで肋⾻3本にひびが⼊り、痛くて病院を探していて、偶然、絹が丘接⾻院に来たのが鍼と
の出会いでした。鍼はとてもよく効き、治ることができました。また、体もスッキリしてきました。

また⾜の後ろの筋をおかしくして、痛みがなかなか取れなかったのが、先⽣が集中的に膝に鍼をうち、1回で治りました。

⾜の親指にひびが⼊り、鍼を打つと少し痛いのではないかと考え、刺さない鍼の空中針をしていただいたら、いっぺんに痛み
が取れました。

本当に、この接⾻院に出会えて良かったです。⾃分の体験を友⼈に話し、何⼈かの⼈がこの絹が丘接⾻院に来て喜んでいま
す。

尚、気功によるつぼ療法や⼿かざしによるハンドヒーリングも良く効き、健康管理をさせていただいております。



脈診・空中針で福が舞い込む

柿本謙⼆さま 
39歳 男性 

公認会計⼠ アーク綜合会計事務所・(株)アイピービー経営

空中針の特⻑

（1）平成18年6⽉27⽇（空中針施術後の感想）

1. （左顎を中⼼に強い痛みがあったところへの施術） 
ここに空中針を施術していただいた後、患部の痛みが急激に緩和され、脳が揺れているような浮き上がる気分となっ
た。通常の刺す鍼の施術箇所（右顎）と⽐較しても、患部のコリ、痛みがはっきり違いが出て良くなっています。

2. （左肩甲⾻内側に激痛があり、⾮常に苦しかった所への施術） 
ここにも空中針を施術していただくと、同様に患部の痛みが急激に緩和されてきた。また、体が波打つような感じで、
リラックスし、⾎液が勢いよく流れるような感じがしています。

（2）平成18年6⽉29⽇（空中針をしない脈診だけの施術前の感想）

1. （左顎） 
2⽇前に空中針を施術後の顎と⽐べて痛みが少ない状態が継続している。

2. （左肩甲⾻内側） 
1と同様、痛みがかなり緩和されている状態が継続している。

3. （その他） 
かなり の疲労感があったが、空中針の後以来、全⾝の疲労感が薄れ、体も軽くなり、良くなった。頭の中も以前よりす
っきりとしている感じです。

2. 脈診治療を継続していることの特⻑

ハードな仕事に関わりながら、⾃⾝の健康を軽んじていたところで、⽣死に関わる⼤きな病気で⼊院⽣活を余儀なくせざるを
得なくなった。

その後は全⾝の疲れと、病院での診療、治療に疑問を持っている中、⾃分が経営する会社のスタッフの薦めと紹介もあり、脈
診治療を受けてみました。これまでも膝のケガなどで、何度も鍼治療を経験していたので、何の不安もなく受けることができ
ましたが、今までの鍼治療とは異なり、全⾝のバランスが徐々に整っていくのを体感しています。途中、仕事が多忙になって
いることを理由に治療を受けないことがあると、受診する前のように体調が優れず、仕事のリズムも悪くなりました。

今は1週間に1度のペースで定期的に受診するようにしており、体調のコントロール、バランスをとれるようになりました。

この様にハードな仕事の中で⽣活をしている者として、脈診治療を継続することの特⻑は、全⾝のバランス調整ができること
で次のような効果があると思います。

良い仕事が増える
良いお客様が増える
お客様の経営が良くなる
⾃信を持って仕事に当たれる
従業員・仲間へも今まで以上に気配りができる

体調が良くなると、様々な良い影響があります。今後の治療は私⾃⾝の公私のバランスを取る上で、⽋かせない⼤切な時間と
なっています。



脈診・空中針・ハンドヒーリングに感動

⼩泉ふみ⼦さま 
73歳 ⼥性 主婦

今から遡る20年ほど前、院⻑先⽣のお⽗さんからのご縁を頂き、先⽣が⼈の脈を取って診断治療をしているのは存じておりま
した。そんなとき、私は仕事で海外に⾏くことになりました。2⽉早々の出発数⽇前に⼤雪が降り、その除雪で思いっきり腰
を痛め、やっとの思いで辿り着き、治療していただき「⼀応終わりました。どうですか︖」と声を掛けられたので、恐る恐る
静かに⾝体を動かすと、“えっ︕ さっきまでの苦痛痛みは無い︕” 歩いてみた。⾛る。蹴る。アッ︕ 不思議。この “神
業” これはすごい。何しろ嬉しかったです。感謝感謝。また⽯井先⽣に駆け込みありがとうございました。

またこの1ヶ⽉前には、ちょっとした作業で腰を痛め、その時はまだ⼤丈夫と過信したので、腰は切れてしまった。⽯井先⽣
に⾶び込む。アッ痛︕ アイタタタ︕の連発。外科病院に⼊院かと居合わせた⽅々が⼼配そうに⾒守ってくれてる。私も⾃宅
治療は無理かなと思ったりしたが、治療が終わってみると皆さんがホッとし、驚くほど良くなった。鍼治療がどんなに素晴ら
しく、優れものかとまたも感⼼した。

程々1ヶ⽉にもなろうかというとき、横になっている⾝体を起こすとき、ねじり痛めたところの⼼髄に触れるせいかこれが苦
痛。その時、先⽣は「空中針の治療をしてみましょうか」といわれ、先⽣の⼿には針1本。これは⾝体には刺しません。気を
送ります。ハイナットク。わずか1〜2分。どんなでしたか︖といわれて、考えようとすると、そういえばチクチク、いやピリ
ピリ。その後はほんわか、ほんわか、何かに包まれた、すごく柔らかな楽な感じ。“先⽣、これはスゴイ” と思った。「少し
ずつ静かに起きてみてください。」ハイ。またスーっと痛くない。先⽣、本当にこれはスバラシイです。この発想と努⼒に感
服しました。東洋医学医療の真髄。究極の治療法の発想と努⼒に、ただただ頭が下がります。

昨⽇の空中針の結果は戻りもなく、良くなりました。本当にありがとうございました。

私は戦前、戦中、戦後で育ち、いや、親からの⽣まれつきで、⼤きくなれるものを⾷べていなかったとも思える。背を正しく
といえば正しくしていたつもりでいたし、楽に楽にしてきた。ある時、お店の鏡の中に映った姿。猫背で丸く⼩さく、あーこ
れは恥ずかしい。これはどうにかできないものかと思った。通常院⻑先⽣の奥さんを奥さん先⽣と愛称している。この奥さん
先⽣に相談すると、1〜2年、70歳近くに治せば治ると⾔われ、気功と電気治療で、今では何とか⾒られても少しはサマに恥
ずかしくなくなりました。この気功なる仕法は、私の幼少の頃、教科書にあった光明皇后が⼿をかざし、⼿の平から後光がさ
し、⺠のためにと願った、気⾼く、麗しく、美しいお姿そのものが重なりました。

胃が少しおかしいですね。おしっこが近くないですか? ここがこうですよ。ア、ホントに納得。このようなスバラシイ治療
に私は感動しました。この世に光りありて、命救われました。ありがとうございました。



遠隔気功で⾸の⼿術を免れる

⻫藤久江さま 
75歳 ⼥性 農業経営

平成7年12⽉11⽇より娘の紹介でこの絹が丘接⾻院を知り、年に3回くらい具合が悪くなると鍼治療をしていただき、元気で
くらしておりました。今回は1年以上来院することができませんでした。そうしたら、30年以上前に胃のポリープを⼿術し
て、それ以来、右の股関節のところが冷たく、右⾜外側がよくツルようになりました。最近、体のゆがみが⾃分でも判るくら
い悪く、体が思うように動かなく、めまいや肩こり、腰痛で苦しんでいました。

今年になって整形の先⽣から、頸椎の1番・2番・3番の変形がひどいので、⼿術をするように薦められました。

1. 院内遠隔気功

平成18年3⽉28⽇

気功前は整形の先⽣の⾔われたことが頭に残っていたので、体が重く⼤変気分も悪かった。

気功後は気分も良くなり、頭のもやもやが無くなりました。そして⽬がパッチリして⾜が軽く、気になっていた右⾜も良い感
じで、下半⾝がずっとよくなりました。⾝体もさわやかで、気分がよく、尿の切れもよくなって、トイレも遠くなって、夜は
1回だけになりました。整形の先⽣の⾔われたことが吹っ切れて、忘れることができました。

2. 院外遠隔気功

平成18年4⽉11⽇

⻑野県の⾃宅で横になり、リラックスした状態ではじめて遠く離れた東京の⼋王⼦から気を送っていただきました。気功前は
前⽇まで少し無理をして働いたせいか、⾸・肩・腰も痛くて動くのが⼤変⾟かった。

気功後は、⾸・肩も楽になって、持病の右⾜も痛みが取れて、気分がさわやかですっきりと良い感じになりました。

平成18年5⽉9⽇

ここ数⽇無理な農作業をして、⾸・肩が痛くなり、頭が重くなって腰も痛みが出てきて、動きたくない感じでした。

気功後は、特に⾜腰が温かくなって、⾸・肩・腰の痛みも取れて、⾜の調⼦も良くなりました。また頭もすっきりして、良い
気分となって嬉しくなりました。

平成18年7⽉11⽇

前⽇無理な畑仕事をしたために、頭痛があり、⾸・肩・腰も痛くて、気⼒も低下して、体全体もだるくて動くのが⾟かったの
で、半⽇ほど寝ていました。

気功後は、頭痛もなくなり、気分もさわやかで、⾸・肩・腰の痛みが取れて、体が⼤変軽くなりました。元気がすごく出てき
ました。今では⾸の⼿術は考えておりません。本当にありがとうございます。今後も治療をよろしくお願い致します。



遠隔気功で元気⼀杯

⼤野治義さま 
53歳 男性 

鍼灸師 柔整師 ⼤野整⾻院経営

私は鍼灸と整⾻を業としていて、毎⽇の臨床で⾃分なりに「気」については把握しているつもりでしたが、今回体調を壊した
のを契機に⽯井先⽣の遠隔気功を受け、感じたことを述べてみます。

私は九州の⻑崎に住んでおりますが、週に2回時間を決めて「気」を送ってもらっています。

私の場合、最初に感じるのは、腹が空く感じがあり、次いで後頭部あたりが軽くなったり、⾜が温まるような感じがありま
す。その⽇の体調によって感じ⽅の強弱は様々ですが、回を重ねるたびに体調が少しずつ改善されているのは実感できます。
気功を受けた当初の症状は⾵邪をこじらせたための咳嗽と発汗でした。咽頭・喉頭・胸部に異物感があり、声を出すと咽頭に
負担がかかり咳が⽌まらず、汗がびっしょり出るような状態でしたが、それらの症状は、今は殆ど消失しています。⽯井先⽣
の遠隔気功を受けて「気」の存在を再認識しています。



脈診・気功で⾃然治癒⼒発揮

遠藤美登⾥さま 
69歳 ⼥性 ⾷品会社役員

私の⾝体には、抗⽣物質が合いません（薬害）し、できれば⼿術もあまりしたくはありません。そこで⾝体の不調から通って
いた有名な医師の先⽣の紹介で、私は異常に肩こりがひどく、⽯井先⽣の鍼治療を紹介されました。⽯井先⽣の所に来て、脈
診を取っていただきました。

⻑年の代償で、胃腸・腎臓・肝臓・肺が悪いといわれ、鍼治療を始めました。今までの鍼治療とは違い、私も数々の鍼をしま
したが、⼼⾝ともに改善されていくのが⼿に取るように判りました。⾷欲も以前より出て、元気を取り戻しました。

顔⾊が良くなりました
⽬がくすんでいたのが、⿊⽬がパキっと輝いてきた
便秘改善
⾎圧が⾼かったのですが、正常になりました
体脂肪が以前より少なくなった
体重が減少

⽯井先⽣は、鍼と気功で治療してくださいますので、⼼⾝ともに改善され、あまり疲れなくなった。⾵邪も引きにくくなりま
した。痛いところをいうと、それに対する治療をしてくださることがありがたいです。



脈診で⾜の切断を免れる

あいばかずこさま 
61歳 ⼥性 主婦

私は⻑い間、他の病院にかかり、⾜の切断を宣告されていました。また、糖尿病・肝臓病・⾎⼩板の数値は健康な⼈の半分以
下で、腰痛・腸の荒れと体はぼろぼろと⾃分でも思うほどでした。

何カ所か病院を歩きましたが、いっこうに回復せず、どうすることもできず、いらいらの⽇々を送っていました。そんなある
⽇、知⼈の紹介で絹が丘接⾻院での鍼治療を受けてみようと決⼼をしたものの、半信半疑でした。

初回の鍼治療で、先⽣は私の左⾜を診て驚いたようです。診察をしてくださったとき「ああ良かった。間に合いましたよ。⾃
信を持ってください。必ず良くなりますからね。」と笑顔で励ましてくださいました。その⾔葉は、私にとりましては、何と
も⾔えないうれしさと安らぎでした。忘れることはできません。

初回で顔の「くすみ」と「どす⿊さ」がとれ、2回⽬の治療では顔の「むくみ」がとれ、そして3回⽬で上半⾝の「むくみ」も
とれ、元気だった頃の私に戻り、両⾜（特に左⾜）の「むくみ」と⿊くどどめ⾊だったところは、今では、うっすらと肌⾊に
近くなっています。

そして⼀番⼼配していた⾜の切断を免れたことは、私にとりましては、⼤きな⼤きな喜びです。今では⾝体の痛みもなくな
り、今⽇の鍼治療では、どこがもっと楽になれるかと楽しみです。⼼から先⽣に感謝しながら治療に通っております。



5年⽣存で癌も治癒

鈴⽊ 優さま 
39歳 男性 会社員

私が絹が丘接⾻院に通い出したのは、体調的にどん底の状態でした。

私は32歳まで全く健康体でしたが、32歳で胃ガン。術後1年半で脳腫瘍に転移があり、2回の外科⼿術と放射線治療という⻄
洋医学の先端治療が終了し、抗ガン剤治療を開始するときでした。

両親が⻄洋医学以外にも治療の可能性があるものとして、東洋医学を紹介してくれました。東洋医学として出会ったのが絹が
丘接⾻院でした。主治医の先⽣にも相談したところ、東洋医学も否定はしないので、同時進⾏で治療してはとのアドバイスも
あり、通院を始めました。

最初は、整体のつもりで通うつもりでしたが、先⽣の勧めもあり、鍼治療を開始しました。最初は集中的に通い、体質改善が
必要とのアドバイスがあり、通い続けました。治療を継続して⾏く間に、体質改善が進んだようで、現在は約5年⽬となりま
すが、治療を開始した以降は検査も総て問題なく、癌治療の⽬安である5年を無事経過することができました。

今振り返ってみると、私がここまで回復できたのは、最先端の⻄洋医学と体の⾃然治癒⼒を⾼めてくれる東洋医学⼒との相乗
効果のおかげだと思っております。今後とも治癒⼒を維持し、病気を事前に排除するためにも継続して治療を⾏っていきたい
と思っています。



88歳からの⻘春

⻘⽊ウメさま 
93歳 ⼥性

今まで⾃分の近所の治療所へ⾏ってましたが、この絹が丘接⾻院の出会いは88歳の時、孫の和恵の紹介で来ました。

健康⾯では涙⽬があり、⽬が⻩⾊、⽩内障、頭は⽩髪多く、不整脈有り、⾎圧、糖も⾼く、腰は曲がり、膝はＯ脚でした。

はり治療と出会い、先⽣の脈診で治療を受けて、今も続けております。

⾜のむくみはとれ、寝るときの靴下は全く履かずにいられ、眼の⽅は涙も前より出ず、今では家で藤を編んだりしている。

⾜の運びは⼈の⼿助け無く、腰も伸びて、軽く歩いている（腰も伸びた）。

胃の法は何でも若い⼈と同じものを⾷べている（糖も下がっている）。

脳の衰えは感じなく、よく覚えている（難聴も良くなった）。

体もしっかりしていることで、やる気⼗分である。今では、髪も⿊く、⽬が⿊く輝いてきた。



⺟が運んだ最後の駆け込み寺

志村滋美さま 
44歳 ⼥性 ⾷品会社役員

平成10年10⽉より左⾜の不調を感じ、12⽉末には寝たきりとなり、平成11年7⽉、慢性関節リウマチと診断される。3ヶ⽉お
きに体調が悪化していき、ついに全⾝の関節が犯されてしまった。特に、階段を下りるときは、右⾜だけしか使えなくなり、
⼿⾜は氷のように冷たくなった。

それから7年の間、ありとあらゆる治療法（東洋医学・⻄洋医学）をしてみましたが、その中でも忘れられない病院が3件あり
ます。

1. 下北沢にある有名病院では、薬の他に、シオゾールという注射と患部にステロイド注射を数回打つと⽪が薄くなり、ま
た腫れるという繰り返しで、薬害の恐ろしさを感じ通院をやめました。

2. 有名な健康雑誌に、岡⼭県の倉敷の病院に素晴らしい先⽣がいると特集されていたので、その先⽣の本を購⼊し、この
先⽣ならと思い、約1年間、新幹線で通院しましたが、治療法はリウマチ薬と⾼価な健康⾷品だけで、最終的には病気の
改善にはつながりませんでした。

3. 数件の鍼治療にもいきましたが、その中でもテレビの⼈気番組に出演なさっている先⽣の経営している治療院では、
「リウマチは⼀⽣治らない。私の⽗も軽いリウマチだけど治らない」といわれながら、鍼治療をし、私⾃⾝⼼⾝ともに
絶望を感じ、通院することをやめてしまいました。

この様に7年間は、どんな治療法でも、殆どよくならず、悩み苦しんでいたある時、⺟が通院していた医師の紹介で、平成17
年10⽉より絹が丘接⾻院にて週2回鍼治療をすることになりました。

はじめは治療後、⾝体がだるくなったり、痛みがかなり出た。2ヶ⽉くらい通院すると、⾸・肩の痛みがカルクなり、3ヶ⽉、
半年過ぎる頃には、両⾜で階段を下りることができるようになった。左股関節、膝の痛みも軽くなって、⾜の踵だけで歩いて
いた状態が、指も使えるようになってきた。⼿⾜は暖かくなり、⾵邪も引かなくなったり、夜中にトイレに⾏くこともなくな
った。

⽯井先⽣の鍼、気功の治療により、⾃然治癒⼒を⾼めていただき、病気、薬害の恐怖も取り除いていただいた。気持ちも穏や
かになり、前向きな⼼になった。

今までの鍼治療と違うのは、脈診により内臓の診断をし、痛みの部分を⾔うと的確に治療してくださるので、とても感動しま
した。

それから、⾷の⼤事さも教えていただきまして、ありがとうございました。



「気」の治療の現場に⽴ち会って

福⽥ 彩さま 
30歳 ⼥性 

内部統制・情報セキュリティ コンサルタント

私が絹が丘接⾻院の⾨をたたいたのは、もう4年程前のことになります。それから2年半ほどスタッフとしてお世話になりまし
た。当時、私は全く違う分野を研究して⼤学院に通っていましたが、なぜだか引き寄せられるように絹が丘接⾻院の⾨をくぐ
り、これまで体験したことのない東洋医学の世界に触れることになったのです。この経験は私にとってとても運命的な出来事
でした。

絹が丘接⾻院には、他の医療機関で「治らない」と⾒放された患者さんが多く訪れます。噂を聞き、紹介を受け、最後の頼み
として半信半疑でやってくるのです。ところが、他で⾒放されたような難病が、数回通ううちに回復の兆しが現れ、数ヶ⽉の
内には「これは治るものだ」と⾃覚できるほどになります。腰が悪く歩けないほどの激痛でベッドにはい上がった患者さん
が、帰りにはスタスタと歩いて出て⾏く、なんてことは⽇常的でした。ここでは書き尽くせないほど多くの臨床例がありま
す。具体的な内容は患者さん⾃⾝の声を聞いてください。それまで⻄洋医学しか知らなかった私は、訪れる患者さん⽅の回復
ぶりに⽬を⾒張る⽇々でした。

私⾃⾝、20年以上アトピー性⽪膚炎を抱えていて、「これは⼀⽣つきあっていくしかない病気」と思いこんでいました。「ア
トピーも治るよ」とあっさりおっしゃる⽯井先⽣。ならば試してみようと治療をスタートして1週間。まるでシールが剥がれ
るようにペロンとキレイな⽪膚が現れました。その後も症状が出たり消えたりを繰り返しましたが、8ヶ⽉⽬にすっかり完治
したことを⾝体で実感し、それ以来⼆度と症状はでていません。卵を⾷べようが猫を抱こうが全く問題なしです。

アトピー性⽪膚炎を例にとると、⻄洋医学ではこうした原因物質を避けることから始まります。ところが⽯井先⽣は「原因物
質も化学物質も現代に活きるのであれば避けることはできないもの。それに打ち勝つ⼒をつけないとね。」と治療がスタート
します。⾝体を⼩宇宙として捉えるので、患部だけを治療するのではありません。体質から変えていくのです。他の症例にも
共通しますが、これは施術者と患者の共同作業です。患者側に「治そう」という強い気持ちがあるとき、⾝体は素直に反応し
てくれます。「気」の治療というと、不可解だとか、神秘的なものを連想するとか、マイナスのイメージを持つ⽅もいらっし
ゃるようですが、素直に考えれば私たちの⾝体を動かしているのは私たち⾃⾝。開いた傷⼝を治すのは、縫合した針と⽷では
ないのです。

あの当時、今以上に東洋医学、とりわけ「気」の治療に対して社会的な認知度は低く、はじめて訪れる患者さんの中にはなか
なか素直に受け⽌めることができず、患者さん側も施術者側も⼾惑うシーンがありました。⻄洋医学に慣れ親しんだ現代の私
たちにとっては仕⽅のないことかもしれません。しかし、近年、こうした治療法が注⽬され始めています。今後10年20年の
うちには、もっと⽇常的な治療法へと受け⼊れられていくことと思います。

気の治療の現場に⽴ち会うことができた者として、少しでも多くの⽅々が健康な⾝体を取り戻せるよう、⽯井先⽣はじめ、こ
の分野を研究・実践する先⽣⽅に、熱い期待を持っています︕



脈診の素晴らしさ

柿本聡⼦さま 
37歳 ⼥性 会社役員

私が絹が丘接⾻院の⽯井院⻑ご夫妻に出会ったのは忘れもしない平成17年5⽉18⽇です。交通事故の後遺症で左⾸、左肩、左
腕を痛め、都内の病院を数カ所回って治療を受けていましたが1年経過しても回復の兆しが⾒えず、「このままでは薬漬けに
なってしまう」と不安になっていたときに知⼈夫妻の紹介を受け、絹が丘接⾻院の⾨をくぐりました。

⽯井先⽣の脈診と鍼治療は私の想像を遙かに超えた素晴らしいものでした。脈診という⾔葉は絹が丘接⾻院ではじめて知った
⾔葉ですが、治療の最初に脈を診ることで、⽯井先⽣はその時の私の健康状態を診断し、最適な鍼治療をしてくださいます。
最初に驚いたことは、こちらがどこが悪いか伝える前に脈診でズバリ私の悪いところを当てられたことです。

次に驚いたことは、鍼というと“痛い”イメージがありましたが、⽯井先⽣の鍼は“無痛”だということです。場所によって打た
れている感覚がある箇所もありますが、それは蚊に刺される程度。“痛さ”とは無縁の鍼だったのです。痛みを伴わないからこ
そ、治療を受けている間に気持ちよくなって眠ってしまうことは毎回のことで、あまりの気持ちよさに声を掛けていただいて
もすぐには気付かないこともあります。

また、私が聞いたことがあった鍼治療は⾝体の悪いところ⼀部にのみ鍼を打つというものでしたが、⽯井先⽣の鍼治療がすご
いのは全⾝治療だということです。悪いところは集中的に、頭の先からつま先に⾄るまで⾝体の前⾯、背⾯と順番に全⾝を施
術してくださるのです。これにより、悪いところの治療のみならず全⾝の調⼦を整え、健康を維持することができるのです。

鍼治療を受けた後の恍惚感、⾃分が⽣まれ変わったようなふわっとした⾝体の軽快さと⼼地よさ、そして⾝体の中を⾵が抜け
るような感覚は他では味わえないものです。

また鍼治療を受けた後の眠りの素晴らしいこと。呼吸が深くなり、ゆったりとした気持ちになっていつもと同じ時間の睡眠時
間でも睡眠の質は遙かに上質で、その効果は何⽇も続きます。これは、⽯井先⽣が施術の際に気を⼊れながら鍼を打ってくだ
さっているからとのことです。

私にとっての絹が丘接⾻院は悪いところを治してくれるという意味では治療院であり、⾝体のバランスを整えゆったりとした
気持ちにさせてくれる癒しの場という意味ではエステサロンのようでもあり、今ではかけがえのない場所です。そして、⽯井
院⻑ご夫妻は、時には主治医であり、時には⼈⽣の先輩であり、時には両親のようであり、⼼から信頼申し上げている存在で
す。

企業を経営している私にとって、⽇常は⾃然の流れに逆らった⽇々の連続です。そんな⽇々の⽣活をリセットし、明⽇の活⼒
を与えてくださる⽯井院⻑ご夫妻には、会社の更なる発展のためにも私⾃⾝の幸せのためにも是⾮とも今後もお世話になり、
⾒守っていただきたいと存じます。

今では私の主⼈も、実家の⽗も⽯井院⻑ご夫妻にお世話になっておりますが、この奇跡を是⾮多くの皆さんに体験していただ
き、健康上の悩みを抱えていらっしゃる⽅には早くラクになっていただきたいと思います。健康あっての幸せな⼈⽣ですか
ら。



『元気カード』及び、遠隔気功の反響

マキノ出版発⾏の健康⽉刊誌「安⼼」4⽉号（2007年3⽉2⽇発売）に、私（⼋幡ヘルス）の開発した「元気カード健康法」と
「元気カードを使った遠隔気功」を中⼼とした特集が掲載されました。

その後全国から、多数のお電話やお⼿紙が寄せられました。その中から、極⼀部を簡潔に掲載させていただきます。

その他、多くの⽅々から以下のような反響もいただきました。ありがとうございました。

Y・K さま （東京都）
花粉症の⿐⽔がピタッと⽌まり、⾒ていた主⼈もびっくりした。その他の⽬の痒み等、総ての症状も消失し、効果絶⼤であった。

T・K さま （東京都）
咽が痛かった⾵邪も、2度の15分間のカード使⽤で完治した。 
「元気カード」をプレゼントで差し上げた⼈⼯透析している⽅からも、使い出したら、とても調⼦が良くなったと報告を受けた。

M・N さま （東京都）
頭頚部痛が、「元気カード」を15分間乗せたら、消失した。 
⾵邪を引き始めたので、⾸の後ろにカードを置いたら、消えてしまった。 
ぼやけてよく⾒えなかった⽬が、カードを⽬の上に置いたら随分スッキリし、⾮常によく⾒えるようになった。 
悪かった胃が良くなり、胃カメラの検査をする必要がなくなった。

F・Y さま （神奈川県）
膝が痛くて殆ど歩けず2階に上がれなかったのが、2階に上がれるようになり、台所にも⽴てるようになって、あまりの凄さに主⼈も驚き、
凄い凄いと連発している。

H・Y さま （千葉県）
寝たきりだった⺟が、歩き出せるようになった。 
介護で⼿が痛くて動かせなかったのが、⼿⾸にカードを巻き付けて⼀晩寝たら、全く痛みが取れ正常になった。 
⾜⾸が腫れて痛かったのも、同様に⾜⾸に巻いて寝たら、痛みも取れ楽に歩けるようになった。

A・Y さま （東京都）
3ヶ⽉位、毎朝、右膝が痛くて⾜がつけず、「イタイ、イタイ」と悲鳴を上げていたのが、「元気カード」を持ち始めて、2・3⽇たった頃、
ウソのように痛みが消失してしまった。今では、ママさんバレーにも⼒が⼊るようになった。

T・E さま （東京都）
ボーッとして、何もする気のなかった⺟が、「元気」「まごころ」カードを部屋に置いたところ、やる気が出て洗濯物をたたんだりするよ
うになった。

H・K さま （⻑野県）
乳癌も⼩さくなり、改善されてきた。 
引きこもりでプリプリ切れていた娘が、家の中に「元気カード」を⾊々置いたら穏やかになり、就職活動をするようになった。

K・N さま （⼤阪府）
家の中に「元気カード」を置いたら 、10年近く仕事をせず引きこもっていた息⼦が、前向きになり、⾯接に⾏くようになった。

T・K さま （茨城県）
毎⽇昼頃まで寝ていた息⼦が、昨夜、枕の下に「⾃然」カードを⼊れておいたら、効果てきめんで朝9時頃起きてきたので、⾮常にびっくり
した。

M・N さま （⻑崎県）
いつもプリプリ怒ってゴロゴロしていた娘が、プツンとしなく、切れなくなり、親の意⾒を聞くようになった。

M・S さま （東京都）
旅先の台湾で、私と旅⾏仲間も⼀緒に遠隔気功を受けたところ、⾮常に⽣命⼒溢れる、パワーある素晴らしい気を感じ、全く疲れず快適に
旅⾏ができ、帰ってきても調⼦が良く、元気に仕事に励んでいる。

T・H さま （愛知県）
多忙で何かをやりながら遠隔気功を受けたところ、20代後半から15年以上も泌尿器に不安があったのが、夜中にトイレに起きなくなり、症
状が改善された。

S・S さま （東京都）
幾⽇も続いていた左肩の激痛が、1回の遠隔気功でとれてしまった。

M・O さま （神奈川県）
75年も前からの胸・背中の古傷と、50年位前からの頸椎の古傷が、遠隔気功により共に完治し、完全に気が通るようになった。



元気になる。
痛みが消失してくる。
⾵邪を引きにくくなり、かかっても早く症状がなくなる。
⽬がパッチリし、視⼒が向上する。⽩内障も改善する。
冷え症や頻尿が改善する。
⾼⾎圧が下がり、不整脈も改善され、安定してくる。
胃腸など内臓の機能が改善し、細胞が活性化される。
⾝体の歪みが取れ、バランスが改善される。
全⾝の関節や筋⾁が柔らかになり、疲れにくくなる。
パニック障害、引きこもり、うつ等の精神的疾患にも効果が⼤きい。
⼼が安定し、ストレスを受けにくくなる。
⼼に余裕ができ、感謝の気持ちが湧いてくる。
気持ちが前向きになり、やる気が出て、明るく積極的になる。
癌などの難病も改善されてくる。
特に「⾃然」カードは睡眠に良い。
「まごころ」「栄」カードは、特に運気向上の効果が⼤きい。



⼦宝と即効美顔

福⽥恵美⼦さま 
41歳 ⼥性 元病院勤務

腰椎ヘルニアで3回⼿術をし、交通事故の後遺症による頚椎ねんざで苦しんでいる時に、 電話帳で治療院を探していると、何
故かひかれるように導かれた。

脈診による鍼治療を受け、思っても⾒なかった各症状の改善、特にヘルニアによる腰痛はなくなった。

以前から、⼦供は無理ではないかと⾔われていたのが、お陰で⼦宝も授かり、つわりもなく、安定期には⾼尾⼭へのハイキン
グも楽しむことができた。 
臨⽉まで治療を⾏い、無事安産で⺟⼦ともに⾵邪もひかず、元気に暮らしています。

それを⾒た主⼈は、⾃分の病気を⽯井先⽣による脈診の治療で、⾃らも受けようと決⼼し通院すると、以前の持病がウソのよ
うになくなり、あの時主⼈と私共々⼿術をしなくても良かったんじゃないかと思う⽇々この頃。 
今では、家族全員、元気に暮らし、主⼈共々、⽉2回の健康管理を⽋かさないようにしております。

最近、⼋幡パワーによる⼿だけの即効美顔（顔⾯気功整体）にも興味を持ち、5〜6回施術をすると、顔のシミが消え、⽬尻の
シワが⼤変改善された。気になっていた⼝元のホクロが1回で突起がなくなり、⾊が薄く、⼤きさは5分の1ほどになった。今
ではホクロの所が殆どわからないくらいの薄いシミになっている。

⼦供の⽗⺟会に参加すると、ひとまわり下のお⺟さん⽅から若いと⾔われ「どうしたら、いつも若くいられるの︖」と、うら
やましがられる。 
これからも、⼋幡パワーで若返り、輝かしい⼈⽣を送れることを祈ります。



⽗が運んだ元気カードと即効美顔

洞内美菜⼦さま 
38歳 ⼥性 カウンセラー

⼋幡ヘルスには、⽗の通院のための運転⼿として通い始めたのがきっかけでした。⽗は初め、ひどい坐⾻神経痛や冷えを発症
していました。ところが⽗は院⻑先⽣の脈診の鍼治療により、たちまち良くなりましたが、その後⼀⽣⼤病しないように、体
質改善や健康管理の為に通院を続けています。

ところで、私は⼈間関係のストレスから、頭痛・めまい・過呼吸・うつ・倦怠感等体調を崩していたところ、⼋幡ヘルス開発
の「元気カード」のおかげで、体調はすっかり良くなりました。ただ、まだ顔の⾻格や表情等までの改善には⾄っていません
でした。

特に⼝⾓はあがらず、むくんで下ぶくれの顔、深く出たほうれい線、たるんだ⾸、⽬の下のくぼみ、⽬尻の笑いじわ、メイク
で⼀⽣懸命隠した頬の⼤きなシミ…。

そこで、⼋幡ヘルスの⽯井静枝先⽣に顔⾯気功整体（即効美顔）をやっていただくことにしました。

初めて施術していただいたときに、⽬をつぶっているのに、先⽣の指が触れた瞬間、 ⽩い光が⾶び交い、先⽣のエネルギッ
シュな気のパワーにビックリしました。そのうち、顔がポカポカしてきて、⼤変癒され、温泉につかった後のように疲れが取
れ、すっきりさっぱりしました。そして、その効果は施術が終わった瞬間から分かります。

⽼け顔の⼀番の原因だった左側の深いほうれい線が、ほとんど分からなくなっているではありませんかっ︕︕ あごのライン
はシャープになり、憧れの⼩顔になりました。しかも、その効果は数ヶ⽉持続します。回数を重ねるごとに、持続する期間は
延びていきます。

たった1回の施術で何才も若返った私は、初めて会った⼈に10歳の⼦がいると知るとみんな驚くようになりました。⾼校の同
窓会で20年ぶりに会った仲間たちには、「若いね。全然変わらないね〜、エステとか通ってるの︕︖」と⾔われました☆

エステで⾼いお⾦かけて、毎週のように通うよりも、よっぽどお財布にも優しいし（笑）、効果はエステ以上ですっ︕︕ 美
容効果以外にも、「視野が広がった︕」「もの忘れがなくなった︕」等、うれしい付加価値がありました。

何よりも嬉しいのは、会う⼈たちにも私の笑顔がステキで癒される♪と⾔っていただけるようになり、笑顔に⾃信が持てるよ
うになったこと︕︕ 静枝先⽣ありがとうございます︕ これからも、どうぞよろしくお願いします☆



『安⼼』が運んだ元気カードと即効美顔

栗⽥親江さま 
53歳 ⼥性 会社役員

健康雑誌「安⼼」の付録に「元気カード」が載っていました。⾃分で1週間程使⽤したところ（腰に付けた）⾜が軽く、とん
で歩ける様になったのにびっくりしました。それが⼋幡ヘルスを知るきっかけだったのです。

後に、来院し遠隔気功や空中針で⼤きな効果を出されている院⻑先⽣の脈診による鍼治療を受け始め、仕事で忙しい私の健康
管理としております。

即効美顔（顔⾯気功整体）と出会い試してみることにした。それは、気功と⼿技だけでおこなった。

施術している時に、先⽣の⼿が頬に触れていないのに、そこに何かが⼊ってくる感じがする。⽬の回りを施術している時は、
明らかに⽬の中の瞳の細胞が踊る感じがした。そして頭痛のあった、もやもや感が無くなった。悪い箇所の所へ先⽣の⼿が届
く。⽬の下のところをした時は、光がパッパッ︕︕と動いたようだった。⼀度の施術でビックリ︕︕ ⽬がパッと開いて視野
が広がり、瞳がマンガの絵に出てくる⽬、うるうる星が出て輝く様になる。特に、ほうれい線が殆ど消え、あごのラインがシ
ャープになり、2〜3回と続けていくと⽬の下のたるみが無くなり、⼩顔になるのが明らかに分かる。また、⻭の治療を先⽣に
話していないのに、⾃然と先⽣の⼿が治療中の⻭のところへ⾏き気を⼊れてくれるのがわかった。そのため、術後が良く、⻭
医者さんいわく、年のわりには、経過が⾮常によいとほめられた。

今では、仕事でパソコンに向かっていて、⽬が痛くて⾟かったのが無くなり、⽬も疲れにくく、つかれ知らずの元気顔となっ
て、頭も⼀段とさえ、回りの⽅から、きれいになったネ、きれいになったネと⾔われ、⾃然と笑顔が出てくる。幸せもいっぱ
い⾶び込み、充実した⽇々に感謝致しております。



リンク集

 寺⼭ ⼼⼀翁（意気投合、出会いの達⼈）
 ⼼と遺伝⼦研究会
 佐藤気功センター
 東京⼊江FT塾
 つぼのツボ
 病気・医療まかせなサイト
 コンフィグ・ファイン


