
JMC症状別自己対処法 

１．頭が重い（首が張る） 

２．偏頭痛（症状で診察） 

１．椅子に座り、首をまっ

すぐ伸ばした状態にする。 
 

２．気持ちいい方の腕を

上げ頭にのせ、頭を押す

ように圧をかける。 

３．息を吸って、背筋を伸

ばし、のせている手を頭で

上げるような感じにする。 
 

４．そのままの状態で、５つ

数えて、一気に息を吐いて

脱力する。（NMT） 

５．気持ちが良い程度に３

回位やってみて、最後に反

対の手でも1回やってみてく

ださい。 
 

６．慣れるまで、強く押しす

ぎないように。気持ちいい

が大切です。 

１．乳様突起の後方を触

診し、痛みを確認。 
 

２．顔を動かし、その痛

みが消える方向を探しま

しょう。 

３．右の方が痛い場合は、 

基本的に右手で触れる。 
 

４．顔は、痛みのない方を

向き、左手はその状態を保

持するように支える。 

そのまま、CSかNMTで治療

する。 

５．胸鎖関節部の鎖骨を

触診しても大丈夫です。 
 

６．どちらも、痛みの消え

る方向（位置）を探し、そ

の姿位でCSかNMTで治

療する。 

CS：カウンターストレインとは？ 

楽な位置で90秒保持する治療 

NMT：楽な位置で、元の姿位に

戻すように力を入れ5秒で脱力 
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３．咳（症状で診察） 

４．めまい（C1症状で診察） 

１．咳の神経のT1を触診

し、圧痛を診ます。 
 

２．左右の痛みが強い方

を確認する。 

３．痛みのある方から顔

をそむけるようにする。 
 

４．顎を手で保持し、息を

吸って5秒我慢。息を吐

いて脱力する。 

５．胸鎖関節で確認をする

こともある。 
 

６．顎や頭で保持し、CSや

NMTを使って治療してみ

て下さい。 

１．めまいは、C1の原因

と上部胸椎で起こる。 
 

２．頭と首の付け根を触

診し圧痛部位を探す。 

３．圧痛の痛みから逃げる

ように、右なら左に顔を向

けて左手で顎を保持。 
 

４．そのままCSか、NMTで

治療する。  

５．時々、頬杖をして首に

緩みを与えてください。 
 

６．この方法は、頭痛や不

眠症にも効果があります。 
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５．めまい（上部胸椎） 

６．背中の痛み（診察） 

１．上部胸椎のズレは、

横寝でもすぐ起こります。 
 

２．触診すると、ズレて

いる所は、ちょっと押し

ただけでも痛い。 

３．右を向いてみると、ズ

レている部位の違和感が

薄れてくる感じがする。 
 

４．触ってみると、さっきよ

りやはり楽のようだ。 

５．顔は痛みのある方に

向け、更に上に向ける。 

手で額に触れ、押すよう

にすると同時に額の方で

も押す。CSかNMTで治療

する。 

１．右の背中が盛り上

がるように張って辛い。 
 

２．張っている方の足

を椅子の上にあげてみ

る。 

３．足は、胡坐をかくよう

にしてください。 
 

４．股関節や足の痛みを

感じたら無理にやらない。 

そのままCSか、内側に

NMTを使う。 

５．伏臥位で治療する場

合は、痛い背中の反対

の足を胸の方まで引き

上げると楽になる。 
 

６．それでも痛い場合は、

痛い方の足を引き上げ

てみて下さい。 
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７．不眠症 

８．寝ちがい 

１．不眠症は、首の張りや

背中の張り等のストレス型

緊張で起こるもので、 

長時間の姿勢でも起こりま

す。 
 

２．頭と首の境を押して痛

い部位を探しましょう。 

３．基本姿勢は、右が痛い

なら左を向いて頭を下げる。 

そしてCSかNMTで治療。 
 

４．指を組み、首に巻き付け

上を向くようにする。頭が指

でロックされる。NMT治療。 

５．めまいと同じく、頬杖を

ついて、張っている所を 

緩めてください。 
 

６．不眠症が治らない時

は、身体全体のバランス

をとり、リラックスできる身

体に戻しましょう。 

１．寝違いは辛いですね。 

先ず、痛みの和らぐ姿位

を探します。 
 

２．基本的な姿位は、右

の首・肩・背中の痛みは、

顔を左に向けてみます。 
 

３．寝違いの難しいのは、

ほとんどが上部胸椎のズ

レで、それと共に頸椎もズ

レるという複合的な症状で

す。 
 

４．先ずは、痛みを確認し

痛くない姿位を探すことが

大切です。 

５．痛くない姿位を探したらそ

の姿位でCSかNMTで治療で

す。 
 

６．頭も微妙に下げたり上げ

たりの微調整をしてください。

とにかく、楽な姿位を探すこ

とです。 
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９．肩の痛み 

10.手や腕の痛み 

１．肩の痛みといえば、40

肩、50肩ですね。 

これは、早期治療以外には

難しい治療です。 
 

２．腕をわき腹につけて 

肘から先を外に開くように

検査をしてみてください。開

きますか？ 

３．腕を胸に巻き付けるよ

うにすると楽な方は、40肩、

50肩の症状です。 
 

４．その様な肩は、そのま

ま胸に腕を抱くように、 

抱えてみてください。 

痛くなければ、それを繰り

返しやって下さい。 

５．40肩、50肩も、一種の

上部胸椎障害ですので、

楽だと思われる方はその

まま痛みのない方を向い

てCSかNMTをやってみて

下さい。 
 

６．根気強く頑張ってみて

下さい。 

１．痛みには、すべて原

因があります。「何にもし

ていないのに痛みが出た

んだ。」という主張もわか

りますが、知らないだけ

なのです。 
 

２．これは、野球肘です。 

３．肘の内側に、伸ばす

と痛みが出てくるもので

す。 
 

４．診断すると、「野球な

んかやってねーよ」と言

われます。 

５．とにかく痛いのは、嫌で

すので治療しましょう。 

手の甲を胸に当てるように

して下さい。それでCSか

NMTです。 
 

６．頬杖療法もやってくださ

いね。効果大ですよ。 
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11.腰痛（立位） 

12.腰痛（坐位） 

１．先ずは、腰痛の検査

と治療です。 

立位で、前屈か後屈か

痛みの出る方を確認。 
 

２．痛みのある方はやら

ずに痛くない方にだけ

ゆっくり確認して下さい。 

３．今度は、回旋です。 

左右に回旋して楽な方を確

認して下さい。 
 

４．絶対無理にやらない！ 

５．今度は側屈です。左右

ともにチェックしてみて下

さい。 
 

６．どうでしたか？楽な方

にだけ、５回ずつやってみ

て下さい。体が一人でに

治してくれますよ！ 

１．今度は座ってやって

みましょう。立ってやれな

い方は、座ってやってみ

て下さい。 
 

２．前後、左右の回旋の

確認をしてみて下さい。 

３．今度は、側屈です。 

さあ、楽な方は、右です

か左ですか？ 
 

４．自分の体の歪みが分

かると思います。 

いつの間にか歪んでいる

のですね。 

５．最後に、足をあげてみて

下さい。上げやすいのは、

左右どちらですか？ 
 

６．自分の身体点検はどう

でしたか？楽な方だけ5回

やってみて下さい。 

痛みを堪えてやっても、良

い結果は出ませんので。 
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13.腰痛（寝位） 

14.ギックリ腰（要安静） 

１．腰痛は、寝てやるの

が一番ですが、身体の

壊し方によっては、立位

や座位でやった方が良

い場合があります。 
 

２．膝倒しです。これは、

毎日日課にしてください。 

往復10～30回が目標。 

３．次には踵伸ばしです。 

膝を曲げて足首を反らせ

て、壁を押していくような感

じで膝を伸ばしてください。 
 

４．膝が痛い方は、無理に

しないで、気持ち良い程度

にやるのがコツですよ。 

５．次には、腹這いになって

の腰痛体操です。膝を引き

上げる体操です。 
 

６．始めは、左右楽な方だけ

３回やってみて下さい。 

１．ぎっくり腰って何です

か？という方がおられます。 

経験された方は、地獄で

すね。先ず、安静と氷嚢！ 
 

２．自己治療は、膝裏の緊

張を取りましょう。 

３．足首を反らせる運動です

が、反対の足で抵抗します。 

これは、NMTでやってくださ

い。（膝倒しも必須） 

４．次に、ベルトを使用し

右足が出来そうなら右に

力をかけてNMTです。 
 

５．ぎっくり腰は、横寝の

最後の警告です。同じ方

向での横寝ぐせは今日か

ら止めましょう！ 
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15.腹痛（症状で診察） 

16.胃もたれ 

１．お腹の中は見えないの

で、治療は薬しかないで

しょう？でもないのです。 
 

２．お腹の痛みを触ってみ

ましょう。 

３．痛みや違和感を感じた

ら、そのまま頭を下げて体

を丸めるようにしましょう。 
 

４．ある角度まで来ると、

お腹が楽になって来るの

で、そこから両膝を押す。 

NMTでやってみましょう！ 

５．仰臥位では、骨盤の端

に座布団か枕を置いて休

んでみて下さい。 
 

６．手を当てて、お腹の中

を感じるようにやる手当法

も良いですよ。 

１．胃の弱い方も少なくあ

りません。胃は、特に口か

らすぐ食べ物が入ってきま

す。元気がないと食べ物を

溶かす胃液の酸性度が弱

くなります。でも、それも自

律神経にお任せとなります。 
 

２．腹痛と同じ姿勢になっ

てください。お腹を後ろに

押し付けるように腕に力を

入れてみて下さい。 

NMTで対処です。 
 

３．胃のあたりに嫌な感じ

がしたらNGですよ。 

４．膝を曲げ、お腹に手を当

てて、しばらく（20～30分）楽

にしてみて下さい。（手当法） 
 

５．お腹がググ～となったら

成功ですよ。 
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17.慢性婦人科疾患 

18.下肢のだるさ 

１．座布団を２０ｃｍぐらいに

して、枕も高めにして下さい。 

これが基本的なセットです。 
 

２．上の写真のように寝てみ

て下さい。楽に感じたらその

ままで、辛いようならＮＧ。 

３．楽な人だけ継続しま

す。骨盤を５～１０ｃｍ位

持ち上げるようにしてくだ

さい。無理はだめです。 
 

４．ＮＭＴで、5つ数えたら

ストンと骨盤を落としま

しょう。気持ち良いなら３

回やってみて下さい。 

５．腹痛等のように、お尻

の端に座布団を置いて、 

お腹に手を当て、ゆったり

と10～20分寝て下さい。 
 

６．身体は、自分ではどう

にもならない自律神経の

バランスが大切なのです。 

１．ふくらはぎが張っている方

が見受けられます。長時間

の立ち仕事や座り仕事で、

腰神経の5番が疲労していま

す。 
 

２．婦人科系の対処法と同じ

ように足を少し高めに上げて

腰上げ運動をやりましょう。 

３．気持ちの良い程度に数

回やってみて下さい。 
 

４．骨盤を上げた時に嫌な

感じがしたら、逆に膝を抱

えてみて下さい。痛みの治

療は、自己治療が一番です。

治療技術を覚えましょう！ 

５．あとは、膝倒しです

ね。気持ちが良い位に

ゆっくりと左右に倒し、痛

みがある方にはやらな

いようにしてください。 
 

６．時間をかけて、30回

はやりましょう！往復で

すよ！ 
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19.膝の痛み 

20.足の冷え 

１．膝の痛い方は女性に

多くみられます。 
 

２．特に内側に痛みを訴

えて来られます。 

原因はお判りでしょうか？ 

３．内側の痛みは、足を「く」

の字にして寝ている方です。 

次に外側に痛みがある方は、 

横寝で足を内側に捻るよう

にして寝る方です。 
 

４．どちらも、腰神経の3番に

負担がかかっています。 

５．内側に痛みの方は、左

のように、外に開いてくの

字にしてみて下さい。 

外側の方は、膝を内側に

倒すようにしてみて下さい。 
 

６．CSかNMTで実践です！ 

セミナーを楽しみに！ 

１．足の冷えは、交感神経

の興奮ですが、他には足

首捻挫での血流障害です。 
 

２．足首の内側の痛みは、 

三角靭帯の障害で、内側

に折るようにしてCSかNMT. 

３．足首の外側の痛みは、

前距腓・後距腓靭帯と踵腓

靭帯で、外側に折る感じで

治療します。 
 

４．足首の捻挫は、西洋医

学で禁忌といわれる内返し

の治療です。 

５．さらに足の指先の治療

も必要です。MP関節の背

屈も重要です。つま先を折

るようにした床掃除や草む

しりは気をつけましょう！ 
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 病気とは何でしょうか？ 

 痛みとは何でしょうか？ 

 私たち人間は、７０兆個の細胞の集合体です。その細胞一つ一つが、生命を育むという

中での役割を持ち、８０年の時を数えるのです。 

細胞は、古くなるとそれまでの生命活動で使われた物から、時代に合った新しいものに変

化をする新陳代謝を繰り返しながら生き続けています。 

 その細胞は、タンパク質で作られています。当然、補給しなければ劣化したままの錆びつ

いた細胞で生き続けることになります。これは、あらゆるところに機能低下の症状が出る

「病気」というものを持ってしまいます。植物性のタンパク質、大豆を食べましょう！ 

 細胞は、車の部品のように交換ができません。よい原料の細胞を作りましょう！ 

 それから、もう一つ大切なものは「水」です。人間の体液は、８０％の赤ちゃんから始まり

ますが、徐々にその割合が減り８０年の時を経た頃には６０％くらいまでになってしまうの

です。それも自己努力で補うことが出来るのです。 

 そして人間は、移動をして生活します。移動するには、「骨」がしっかりしていないと自分

を支えられません。骨の原料は、カルシウムです。カルシウムは、海藻類から接種するの

が一番ですが、砂糖を大量に取ってしまう現代人には、不足していることが心配です。 

それに、負荷をかけて骨を強くしておかないと移動もできなくなります。歩きましょう！ 

 病気や痛みは、脳が発する身体の警告です。よい食べ物と姿勢のチェックを忘れずに！ 

21.寝小便・小児喘息 

おわりに・・・ 

１．お子さんを仰向けで 

頭を軽く両足に挟むよう

にしてください。 
 

２．初めは慣れるまで、

お腹の話などをして、リ

ラックスできるまで少し

待ちましょう。 

３．お腹を「こちょこちょ」す

るからね。ちょっとだけ我

慢だよ～。 
 

４．長い時間はやらないで

ください。バタバタと体を

大きく動かしただけでも自

己調整となりますので、大

丈夫です。 

５．夜尿症は、体が冷えることが

原因でもありますが、やはり背

骨の捻じれや骨盤の歪みが原

因です。支配神経は、腰神経の

３番ですが、前後の３４５の神経

を調整しますが、幼児の調整は

難しく、またすぐ横寝でズラしま

す。ですから、くすぐり療法（橋

本敬三医師）を活用しましょう。 
 

６．小児喘息の原因は、胸神経

の1番ですが、その前後のC８～

T３の歪みにあります。 

成長と共に治りますが、このくす

ぐり療法をやってみて下さい。 

また、症状が出そうだなと思った

ら、座って座布団か太ももの上

で、丸くした背中をさすってあげ

てくださいね。 




