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事前 WORK 7  お子さんまたはご自身がよくなる症状は 
                           ありますか？

例: よく頭痛がする、よくお腹を壊す、中耳炎になりやすいなど 

・また病気や風邪になるときの傾向はありますか？ 

    (風邪をひくと下痢をする、頭痛がする、咳が出やすいなど) 

・湿疹や皮膚に症状がある場合にはどの部分にどのような症状が多いでしょう？  

   (腕に湿疹が出やすい、脚に出やすい、顔に出やすい、赤い発疹、乾燥して痒いなど) 

細かく思い付く限りの、あらゆる体の症状の特徴を書き出してみましょう。

ご自身

お子さん
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事前 WORK 8  お子さん、そしてご自身がよく食べる食べ物は 
                           なんですか？また好きな食べ物はなんですか？ 

例: 果物をたくさん食べる傾向がある、乳製品を多く摂る傾向がある、パンが多い傾向が 

      ある、お魚が多い、お肉が多い傾向 (どのお肉でしょう？) など 

ご自身

お子さん
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自分でできる範囲で薬に頼らず暮らすには、日頃からよく自分たちを観察し、何を食べ、 

何をして、どのような状況で心と身体が生きているのか、を知っておくことが大切です。 

そうすることで、一般的な発熱や風邪などの不調は、台所や自然な手当ての知恵を使って、 

家庭の中で対処していくことも可能です。 

身体を眺める視点とポイント、台所からのアプローチと身体へのアプローチとしての手当て法の 

基本を押さえておきましょう。身体への手当は、自分の中にある命の発動、自然治癒力を引き 

出す整え方を大切にする野口整体をもとに、ご紹介いたします。 

きっと毎日の暮らしをさらに元気に自由にしてくれるでしょう。 

けれども、わからないことは医学を信頼することも大切であるということは意識しておいて 

ください。そして無理に我慢したり、闇雲に薬や病院の医療を拒むものではありませんので、 

どうぞ上手に命の知恵を実践するヒントとして使ってくださいね。 

また、どの手当もそうですが、全て自己責任で行います。やり方通りでも、心地よく感じ 

なければやめましょう。

1. 身体を整える

風邪と発熱

  発熱と小児病の意味  -  身体に魂が根を下ろす 

子供は風邪や発熱を繰り返しながら成長していきます。ウイルスの感染や病気、不快感という 

視点で眺めると、風邪や病気、発熱は排除すべきものに感じられ、医療を介して予防、 

ウイルスへの耐性や免疫を強化するという点だけが重要視されます。 

けれど一方で、風邪や発熱を見えない部分での命の成長という視点で眺めてみると、一人一人が 

生きていくために必要な過程のようにも思われます。
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また、命が生きる力を発動させているのなら、不快な状態であっても、無駄なことは一つもない 

はずです。そのような視点で眺めると、風邪や不調はうまく経過し、乗り越えていくことに 

大きな意味があるように感じられます。 

幼児期は肉体が誕生し、その中で生命の力であるエーテル体が生み出されるべく育まれている 

時期です。この時期に大切なことは感覚を通して、また、あらゆる意味で身体を育むことです。 

一人一人の個性的な魂が、親から授かった肉体に宿るのがこの時期。 

生まれた時には初めて出会った自分の身体に慣れること、そして、その中で「自分」の命や魂が 

根を下ろし、私として生きていく。 

その身体と魂との出会いの時期が幼児期であり、そこから身体を通して、自分の命を育んで 

いきます。 

この出会いの時に、子供がかかる病気が命の成長に大きな役割を果たすと言われています。 

例えば、熱を伴う病気では熱によって自我の部分が生命の活動に関わり、免疫活性化につながり、 

呼吸器の病気ではアストラル体に関わる部分が整えられ活性化され、リンパ系の病気、水疱瘡 

など、液体に関わる病気ではエーテル体の部分が活性化される、ということが言われています。 

このように病気の特性や、かかる場所、器官によって、身体を構成する 4 つの要素と関わり合い 

ながら、身体が刺激を受け、生命活動が活性化し、親から授かった身体を「個性化」していく。 

つまり、親からもらった肉体を自分の命を全うするための「私の身体」に組み替えていくために、 

子供のかかる病気が大きな役割を果たしている、という見方もあります。 

このようなプロセスを経過していくことによって、子供たちは自分の魂を親からもらった身体の 

中で個性化させながら、自分が自分自身の肉体に宿っていることを、心地よく感じることが 

できるようになっていきます。 

これは自分らしく生きること、自分自身が自分と一致している感覚につながります。 

そう考えた時に、発熱や病気は排除するのではなく、経過し、乗り越えるという関わり方が 

大切だと言えるでしょう。 

そうすることで、子供は自分の身体に魂の根をしっかり下ろすことができるようになると言え 

ます。 

このように身体を通して、自分の自然治癒力を用いながら、病気や発熱の経過を辿ることは、 

無意識のうちに自分の命への信頼につながると言えるのではないでしょうか。
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  風邪と身体 

風邪は痛く、辛く、苦しい。その視点だけ見ると避けたくなるのですが、発熱や咳、痰、下痢や 

頭痛など不快な症状は、肉体にとってどんな意味があるのでしょう？ 

排出は不必要なものがあるからこそ起こります。その引き金となるのがウイルスであっても、 

体内に必要のないものが蓄積しているからこそ、その排出が始まります。そう考えた時、 

発熱や排出は身体をリセットするために備わった身体の大切な機能の一つだと言えます。 

高熱を出し切った後の身体の感じはどうでしょう？弱ってはいますが、すっきりと整って 

いませんか？整体の視点で眺めると、風邪をひき終わった身体は、強張りがとれ、偏りが整い、 

みずみずしい弾力のある身体になっていると言われています。 

ですから整体法的に「生きている身体」を眺めた時、風邪をひくことは身体の調整だと言えます。 

身体が健やかさを保つための最も大事な方法がこの風邪をひく、ということなのです。ですから、 

逆に風邪や発熱を抑えることは、身体を鈍らせることにつながっていくことになります。 

やってきた風邪、発熱はありがたく上手に経過すること。 

発熱できることは、命に備わった健康への大切な機能だと考えることもできるのです。 

  身体と心のつながり 

子供の風邪や発熱を眺めていると、ただ単にウイルスに感染した、というだけではない場合が 

多く見られます。学校に行くのが嫌でお腹が痛くなる、ということもあります。 

心の影響が身体に実際に現れる、ということもあるのです。 

また下に妹や弟が生まれて、親が自分に関心を寄せる暇がなくなった時や、仕事が忙しいという 

時に限って、子供が熱を出したりします。これが意味することは何でしょうか？ 

子供は親の気を食べて育っています。子供が育つのに必要なのは、食べ物だけではないのです。 

自分に意識を向けてもらうために、治ってもいいはずの風邪を長引かせる、ということもあります。 

治った風邪がぶり返すということもあります。風邪や熱を通して、親に気を向けてもらうことが 

その子にとってその時に必要、ということもあるのです。 

このような心の身体のつながりを眺めてみると、ひとえに風邪といっても、免疫や身体を育てる 

だけでなく、見えない部分での必要を満たし、親子の絆も育ててくれている。 

それがひいては、子供の自立心を育むことにつながります。しっかりと気を受けて満たされた 

子供は、自分から立ち上がる気持ちになります。



第 6 章  1. 身体を整える

 

341

そうして発熱や風邪という姿を通して、一つの成長を果たしていくこともあります。 

風邪の看病が長引けば、早く治ってほしいと思うものですが、熱や風邪も子供の欲求を満たす、 

という視点で眺めてみてみましょう。その風邪にはどのような必要や欲求があるのかを眺めて 

みると、同じ風邪でも違う方法で対応することができます。 

  不調は調和へのプロセス 

自然農法という農業のやり方があります。そこでは雑草をとってしまったり、むやみに虫を 

殺したりはしません。自然の中には人間にとって、あるいはある状況の中でその人や環境に 

とって、不都合や不便と思われるものも存在します。けれど自然というのは、それ自体で 

調和が取れていて、全体で眺めてみると、全ての存在には必ず大切な意味があるのです。 

敵を敵とせず、虫や雑草も敵としない。共に生きること。そのように歩み寄ること。 

このような見方を風邪や発熱についても当てはめることができます。 

不都合に感じる熱や風邪や病気も調和へのプロセスなのだと眺めることができます。 

どんなに不都合に見えても、不必要なことなど一つもなく、全てはより良く生きるための 

プロセスだと眺めることができます。 

そしてそのようにして、どんな時にも調和の方向へ、生きる方向へ向かうのが命の力であり、 

そう考えると、病気をすること、熱を出せること自体が健康の証しでもあると言えます。 

  子供の風邪、発熱のもたらすもの 

・子供は熱を出しながら、親からもらった身体を自分の身体に作り替えている 

・小児病は、身体の 4 つの元素と関わる臓器や部位をそれぞれ活性化、成熟させる助けと 

    なっている 

・風邪や熱を通して子供は自分の身体に出会い、魂を肉体に宿すプロセスとなっている 

・風邪や発熱は健康な命の自然な働き 

    不要物を排出し、身体を整える役割をしている 

・風邪や熱にかかることで、子供は親の気を受けとることができる 

    その欲求をしっかり満たすことで、自発の力で成長していく
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  風邪のひき始めの対処法 

①「あれ？変だな」という感覚を無視しない 

喉がイガイガする、寒気がする、鼻水をたらしている、咳をし始めた？という時には無視したり 

抑えずに、風邪に備えて反応し始めている身体を応援しましょう。 

まず、その不快を感じる感覚を大切にするのが全ての始まりです。 

② 足湯をする 

風邪のひき始めかな？という時には足湯をします。これを 2 ～ 3 日続けます。風邪のひき始め 

にはお風呂に入った後に足湯をする、もしくはお風呂に入らず足湯をします。 

軽いものなら、これだけで発熱に至らず治ってしまいます。 

③ 水か白湯をちびちびと飲む 

身体に水が循環しなくなると風邪をひきます。特に秋から冬にかけての風邪は水分不足のことも 

多いです。一気に飲むと乾燥した身体には染み込みにくいので、ちびちびと一日中飲むのが理想的、 

水筒に入れて持ち歩くことをおすすめします。特にお風呂の中で飲むと吸収がよくなります。 

  風邪を上手に経過するポイント 

① 発熱している時は普段通り無理なく過ごす 

熱があるのにとても元気、ということがあります。 

発熱している時には身体が自然な力で働いているので、動いていても問題ないと言われています。 

無理に動き回ることはありませんが、子供が元気にしているのなら見守ってもいいでしょう。 

② 水分をしっかり摂り続ける 

発熱し、水や白湯だけでは水分補給が追いつかない場合には、リンゴジュースを薄めたものや 

梅酢にレモン汁、メープルシロップを入れたものなどを与えてもいいですが、基本的には水か 

白湯を摂ります。 

水筒に入れて、ちびちび一日中飲めるようにしておくと子供も気軽に飲んでくれます。 

その中に、状態にふさわしいホメオパシーのレメディを入れて飲むこともできます。 

水分補給は常に意識しておきましょう。 

③ 目を使わない 

風邪の間は目を酷使するのを避けましょう。子供にはテレビなどは避け、できれば読み聞かせ
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などをして、目を休ませてあげます。 

咳がひどい場合は、目の疲れからくることが多いので気を付けます。 

大人で、それでも仕事をしなくてはならない時には、使った後に目の温湿布、足湯をしましょう。 

頭を緩めることが風邪をうまく経過するポイントです。 

④ 発熱のピークを迎え、出し切る 

身体が緊張していると熱が上がります。強張った身体が緩んでくると汗が出てきます。 

発熱のピークを迎え、発汗することで身体から風邪が抜けて整っていくので、このピークを 

迎えることが大切です。 

基本的には熱は冷やさず温めます。足湯、目の温湿布などを施します。 

熱が 38 度を超してきたら、後頭部に温湿布をします。すると熱のピークを迎える助けになり、 

また熱がぐっと上がり、その後すっと下がっていき、平熱以下になります。 

熱がピークかどうか見極めるには、後頭部を温めている間に汗が出てくるかどうかです。 

熱の出始めに後頭部を温めても意味がないので、熱が出切るちょっと間際、熱が上がってきた後 

(約 38 度前半) を目安にしてみてください。 

発熱し、汗が出ることで、身体の強張りが抜けていきますので、汗はこまめに拭き取り、 

着替えもまめに、特に背中の肩甲骨の間の辺りの汗が冷えると身体が冷えるので、気を付け 

ましょう。身体が冷えないように、汗が出るのを邪魔しないようにするのが大事です。引き続き、 

水分の補給をしっかりと続けます。発熱のピークから熱が下がると平熱以下になります。 

この時期は身体が緩み切っているので、養生することが最も大切な時期になります。 

⑤ 熱が下がった時が肝心 

整体では発熱している時よりも、熱が下がった後を重要視します。この時、身体がアンバランス 

さを整えるために働いています。また発熱後で最も身体が疲れている時です。 

発熱中はいいのですが、この機能が止まった時に休養しないと、風邪を経過することに 

なりません。せっかくの発熱と調整機能が無駄になるので、熱が下がってから、半日から一日は 

子供が外に出たがっても、おうちでゆっくりするように気を付けましょう。ここが肝心です。 

また発熱をしながら、幼児は遺伝で受け継いだ身体を自分の身体に作り替えていると言われて 

います。発熱前とその後の顔をしっかり眺めてみてください。熱を乗り越え、生まれ変わった 

子供の面影をきっと見ることができるでしょう。そこには誇らしげですらある、ひと回り大きく 

なった子供の顔つきがあります。
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  熱の出し方とその対処法 

自然な経過を辿ると、一般的に発熱は 39 度出る場合は上がって、下がって、また上がり、 

ピークを迎え、平熱以下になって、休養を含めると 4 ～ 5 日かかります。 

38 度台の発熱の場合には 1 週間程度、37 度台しか出ない場合は 2 週間ほどかかることが 

多いです。 

また発熱のピークは普通 1 度でなく、2 度あります。風邪をひくと身体の片方でひき、その後 

反対側がひくという経過を辿るからです。足湯をした時に赤くならなかった方、そちらの方から 

風邪をひいている、というふうに眺めます。 

喉の風邪をひいている場合は、特に熱のピークは 2 度やってくることが多いので、一度高熱を 

出し切った後も、注意してみてください。 

(野口整体では風邪で 39 度以上の熱を出すことができる人は、体力や元気がある人間だと 

言われています。高熱が出せない身体の方が要注意です) 

① 悪寒がする場合 

・悪寒がする時は食べ過ぎで胃や肝臓が疲れていることが多いので、まず風邪をひいている間は 

    食べる量を減らすか、断食します。また食べ過ぎなどの影響で、背中の真ん中よりちょっと 

    上辺りの胸椎 8 番 (肩甲骨の一番下の部分を結んだ線の真ん中に当たる背中の部分) が 

    強張っていることが多いので、その辺りを強めにこすってあげる。または、そこに数分じっと 

    呼吸を感じるように手を当ててあげると悪寒が取れてきます。 

・身体に冷えが入って悪寒がする時には、冷えの急所である足の指の 3、4 番目の指の間を甲に 

    向かってぐっと辿っていくと筋が詰まってくるところがあるので、そこを広げるように 

     グーッと指で押してあげると、閉じていた足の指が開いてきます。 

     それをやってから足湯をします。 
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② 熱が上がったり、下がったりを繰り返す場合 

側腹といって、脇腹の皮を引っ張って上げます (腎臓などにつながり、冷えの影響を受ける)。 

皮をつまんで引っ張ると、どちらかの皮が分厚く、固く、冷たくなっていることがあります。 

大きめにつまんでパッと離す、を上、真ん中、下と 3 箇所くらいに移動しながら、つまみます。 

伸びがよくなってきて、右と左の温かさが揃ってきたら、最後に側腹に手を当てて、呼吸が深く 

整ってくるまで気を送るように手を当てていきます。 

そうすると熱が上がっていきやすくなります。 

・なんとなく調子が悪いけれど、熱までは出ない、ぐずぐずした調子の時には脚の裏側が 

    強張っていることが多いので、ヨガのダウンドッグのポーズをして呼吸をしながら、 

    太腿の裏側、膝下の裏側を伸ばします 

・屈伸をして、膝下の裏側の筋肉をストレッチするような動きをしてみましょう 

    熱が出てくることがあります、呼吸を止めずにゆっくり行います 

・熱が出切らない時、微熱が続くような時には、後頭部に温湿布をするのも効果的です

ヨガのダウンドッグのポーズ

太腿の裏側 

　　　　膝下の裏側

を伸ばします
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  陰陽から見る熱 

① 日中に出る高熱 (午前からピークは 14 時頃) 

陰陽の視点で眺めると、日中に高熱が出る場合は陰性の熱と眺めます。 

    症状:       顔色が悪く、お腹や手足が冷えている状態です。 

    食事:       砂糖、熱帯地域の果物、精白した粉物、スパイス類、アルコール、添加物などが 

                   多くなかったか振り返ってみましょう。 

    手当て:   陰性熱には梅醤番茶、梅醤葛を使います。 

                  (第 3 章テーマ 4「飲み物の色々」を参照) 

② 夜中に出る高熱 (夕方以降、ピークは夜中の 2 時頃) 

陰陽の視点で眺めると、夜から深夜にかけて出る高熱は陽性の発熱と眺めます。 

    症状:       顔や全体が赤くなり、高熱が出る状態です。 

    食事:       動物性食品 (肉類、卵、魚介類)、オーブンで焼き締めたもの、塩分の多いもの、 

                   玄米の食べ過ぎなどがなかったか振り返ってみましょう。 

    手当て:   陽性熱には第一大根湯、リンゴ葛、リンゴのすりおろし、切り干し大根茶、 

                   干し椎茸茶などを使います。 

                   (第 3 章テーマ 4「飲み物の色々」を参照) 

外用には、豆腐湿布をします。 

豆腐は水切りをしたものを使い、おでこのサイズにカットして貼ります。 

陰性が強いので、38 度以下になったら、すぐに使用を中止します。 

38 度以下の熱には青菜やキャベツの葉の枕にします。 

豆腐湿布は陰性の熱には使いません。
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覚えておきたい整体・手当一覧

・悪寒がする時に手を当てる、強めにこする 
   胃腸の疲れ、肝臓の疲れに 
・自律神経、交感、副交感神経の調和に 
・冷えに

背中をこする、胸椎 8 番

冷えの急所

やり方 

1. 足の指の 3 番目と 4 番目の間を甲に向かって 
    ぐっと辿っていくと、どちらかが固く詰まって 
    開きづらい所があることがあります。 
2. そこを間隔が開くイメージでグーッと押し、 
    指で開いていくと (無理なく) 腰の奥につながり 
    血液循環がよくなり、冷えが抜けやすくなり 
    ます。 
3. 最後に薬指でギュッーと引っ張って終わりです。

＼ 足湯の前にやるとよい ／

肩甲骨胸椎 8 番

背骨
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1. 両足が入る大きさのたらいなどにお湯を張る。 
    温度は適温 ＋ 2 ℃ くらい。少し熱く感じる温度に。 
2. 途中さし湯ができるようにお湯を入れたポットを用意。 
    椅子に座り、くるぶしの上までお湯がくるようにする。 
     (水分を摂りながらやるか、事前に飲んでおくとよい) 
3.  8 ～ 10 分、楽な姿勢で座る。一旦、足を出して 
     赤さを比べてみる。どちらかの色の赤味が薄ければ、 
     さらにそちら側を 2 分 お湯に浸ける。 
     同じく温度は少し熱い位を保つ。 
     出した足はしっかり拭いて、すぐに靴下を履く。 
4. 足湯前と後に水を飲む。合計で 10 分以上はやらない。 
    さらにやりたい時は 1 時間以上あけてからやるとよい。

足湯の仕方

脚湯の仕方

冷え性改善 
風邪のひき始め、悪寒、喉の痛み、咳 
頭が緊張している時、よく眠れない人

1. 膝がお湯に浸かる高さまで、お湯を入れる。 
    温度は適温 ＋ 2 ℃ くらい。少し熱く感じる温度に。 
2. 脚から腰、背中まで温まり、上半身や頭から汗が 
    出てくるまで温められるとよいです。 
    8 ～ 10 分で引き上げます。 
    脚が赤くなっていない方の脚、もしくは、どちらも 
    赤くなってなっていない場合は、両脚をさらに 2 分、 
    同じ温度で浸します。 
3. 脚をお湯から引き上げ、しっかり拭いて 
    おしまいです。

お腹まで冷えがある時、より深く身体を 
温める 
お腹や胃腸の不調がある時

※ 足湯も脚湯も行う前と後に水を飲んでおきましょう。

効能

効能 
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・頭が疲れている、頭がいっぱいで緊張をしている時 

・リラックスしたい時、神経系統を緩める 

・咳がひどい時に 

・生理前から生理終わりまでやるといい、骨盤の動きをよくする 

・高血圧の人、眼圧の強い人は注意して行うこと 

やり方 

・仰向けになってリラックスし、目をつぶって温めた蒸しタオルやおしぼりを目の上に当てます。 

    タオルが冷めたら裏返したり、温め直し、目の疲れが抜けるまで、子供は 5 分ほどやります。 

    大人は 30 分以上は続けないようにしましょう。 

・熱過ぎる場合は、乾いたタオルで包んで当ててもいいです。 

・目が疲れていると、痛く、ひどいほど痛みが強くなり、熱いだけで痛みを感じない場合は、 

     疲れ過ぎているか、疲れていないか、のどちらかです。

目の温湿布

・目や頭の疲労、首や肩の緊張 

・神経の使い過ぎ、自律神経系を整える 

・身体を緩める、発熱を促す 

・熱が出きらず、すっきりしない時に 

・高血圧の人、眼圧の強い人は注意して行うこと 

やり方 

・温めたタオルを小さく畳み、後頭部に当てます。冷めてきたら、温め直しながら 

    子供は 5 ～ 10 分、大人は 40 分程度やります。 

    タオルを温め直す間に、頭が一度冷えることも大事なので、その都度温め直しましょう。 

・汗がどんどん出てきたら、やめてもいいです。汗はしっかり拭いて、着替えましょう。 

    この後に冷やさないことが大事です。後頭部もあまり濡れているようなら、ドライヤーで乾かし 

    ましょう。 

・飲みたくなったら水分も補給してください。

後頭部の温湿布

整体 
手当 
1

整体 
手当 
2
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・肩、胸、首の緊張が緩んで頭もほっとする 

・咳がひどい時に、胸が緩んで呼吸が楽になる 

やり方 

・鎖骨のくぼみ、首の付け根の辺りを左右押さえてみて、詰まった感じや痛みのある方を蒸しタオル 

    などで温めます。 

・右側はそのまま 10 分ほど、左側が痛い場合は、まず右側を 5 分ほど温めてから、行うようにします。

鎖骨の温湿布

・腎臓の働きに関わる 

    冷え症、妊娠中に手を当てるといい 

・熱が上がったり、下がったりする時 

・胃腸の働きに関わる 

    食べ過ぎ、胃の不調に 

・腰痛や腰のねじれ 

やり方 

・左右の脇腹の皮をつまんで引っ張る。分厚く、伸びが悪い方、また、つまむと痛い方を見つけます。 

・大きめにつまんで引っ張る、を繰り返し、伸びがよくなってきたら、左右の脇腹に手を当てて、 

    ゆっくり呼吸をしながら、身体に気を送るように手を当てます。

脇腹をつまむ、手を当てる

整体 
手当 
3

整体 
手当 
4
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怪我をした、何かあった、と言ったら、手を当てる。それがまず最初にできて、いつでも 

誰でもできる魔法の手当です。 

打撲した時、怪我をした時には、とにかく冷やさずに温めるのが大切だと整体では言われて 

います。子供が転んだ、どこかでぶつけたなど、とっさの怪我の時に、とにかく手を当てます。 

打ったところがジンジンと動いているのがわかります。手当てする方は落ち着いて、呼吸を整えて、 

患部を感じながら、相手の呼吸が整うまで手のひらで呼吸するようにして、手を当てます。 

大した怪我でなくても、さっと手を当ててもらえるだけで違うんです。 

また、頭部をぶつけた時は必ず患部に手を当て、そして寝る前 (もしくは寝てしまってからの方が 

手を当てやすいです) に後頭部と仙骨 (お尻にある尻尾の辺り) に手を当てて、呼吸をします。 

頭部をぶつけた時には冷やさないようにするため、その日はお風呂に入らない、頭を洗わない 

ことが大切です。 

頭部を強くぶつけた時には、手を当てると身体がバラバラになったような動きを感じられる 

ことがあります。それがしばらく手当てを続ける (5 ～ 10分) と、後頭部と仙骨と両手の呼吸が 

整って、深くなっていくように感じられます。そうなったら手当てを終える目安です。 

目が痛い、頭が痛い、鼻が詰まっている、咳が出て喉が痛いなど。様々な症状があるところに 

手を当てます。子供なら寝ている時の方が、じっとしていてくれるのでやりやすいです。 

大人ならいつでも構いません。 

そうすると、よくない部分は冷たく感じられるでしょう。動きが止まって呼吸をしていない、 

というふうに感じます。目であればどちら側が痛いか、鼻であればどこか詰まっているので、 

手を当てるだけでわかったりもします。 

不思議なものですが、手を当てる。それだけで何か命が響き合うような、動き出すような、 

そんなことが起こるように感じられます。 

手当てとは、考える前に身体が動くこと。このような命を身体で感じる子育て、暮らしを 

していけたらいいなと思います。

手を当てる
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・リラックス、神経系の緊張を緩める 

・身体に力がみなぎる、呼吸が深くなる 

・発熱を促す 

やり方 

・両手を目の前で合わせて合掌し、指先から手のひらへゆっくり息を吸って、吐き出します。 

    何回か続けて呼吸に集中します。 

・手を後頭部に当て (もしくは頭を触って出っ張っている、凹んでいるなど気になるところに手を 

    当てる) ゆっくり呼吸をします。手を当てたまま、何回も静かに相手の身体と呼吸を感じながら 

    呼吸を続け、手を当てている場所に呼吸が息づき始めたらやめます。

頭部 (後頭部) 手当て

・風邪や下痢や嘔吐、発疹の出ている時 

・排出の症状がある時に行う 

・新生児誕生時に行うと、胎便 (カニババ) の排出を促す 

やり方 

・右側肋骨の下端辺りに肝臓があるので、肋骨に少し手がかかるくらいの感じで、その辺りに 

    手を当てます。手のひらで呼吸をするような感じで、相手の身体に集中していきます。 

    しばらくして整った感じがしたらやめます。 

胎便 (カニババ) について 

新生児の胎便の排出は、その後のアレルギーや皮膚疾患にも関わる重要なものだと言われています。 

胎便は、赤ちゃんが羊水の中で吸収していた養分の排泄物をため込んだもので、昔はこの胎便を 

出し切るまで授乳をしませんでした。 

お母さんの初乳には排出を促す成分があり、それを飲むことで排出を促しますが、それ以外の 

ミルクやシロップを与えると、身体は排泄物を出し切るより先に、消化吸収を始めてしまうので、 

身体に老廃物が溜まったままになり、それが皮膚疾患などの原因になると考えられています。 

出生後 3 日のうちには新生児は摂取する初乳よりも、排出する胎便の方が多いので体重が減りますが、

肝臓の手当て

整体 
手当 
6

整体 
手当 
5
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・おっぱいの出をよくする 

・呼吸が深く楽になり、ほっとする 

・不安や悲しみからくる胸の緊張 (呼吸、動悸) を緩める 

やり方 

・肩甲骨の中間辺りに手を当てます。ゆっくりと手のひらで呼吸をしながら、相手の身体を 

    感じていきます。その辺りが息づいて、整ってきたと感じたらやめます。

赤ちゃんは 3 日分のお弁当 (養分) を持って生まれてくると言われているので、異常な様子でない限り、 

様子を見てもよいようです。 

誕生してすぐに肝臓への手当てを行うと、2 ～ 3 日かけて真っ黒、濃い緑色ののり状の胎便を 

しっかり排出することを助けます。排出している間は折を見て、肝臓に手を当ててあげましょう。 

もしこの機会を逃した場合は、その後からでも発疹などが出たら肝臓に手を当てたり、 

こんにゃく湿布をしたりして、温めて毒出しを助けてあげましょう。

胸を緩める手当て

整体 
手当 
7
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身体に変動が起きている時、風邪であっても熱であっても、自然な働きならばいいのですが、 

どこか重大な不調からくるサインなのか、アンバランスさを知らせるための不調なのか、 

わからない時があります。 

その時に、この一息四脈を目安にしましょう。 

1 分間に打つ脈数を、 1 分間にする呼吸 (吸って吐くで一呼吸) の数で割って、一呼吸に 

3 ～ 5 脈であれば、異常ではないと見ることができます。 

もし、一息二脈 (息がすごく速いか、脈がすごく遅い) や、一息八脈 (息がすごくゆっくりか、 

脈がすごく速い) というふうになると、要注意です。 

子供が打撲をした時、頭を打った時、また下痢をしたり高熱を出している時なども、この 

一息四脈を目安にすると、お医者さんに行くべきかどうかの基準にできるかと思います。

身体の不調を知るには一息四脈
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1. くしゃみが出る場合 

    腎臓系が疲れているサイン。水分をしっかり補給しながら、足湯をします。 

    赤くなりにくい方の足をさらに 2 分するのがポイントです。 

2. 鼻水が出る場合 

・身体が乾いているサイン。身体に水が染み込むように、しっかり水分を補給します。 

    お風呂の中で飲むと効果的。一日、白湯を飲んでみて美味しく感じられない場合は、身体が 

    乾いていることが多いです。しばらく続けると、身体に水が染み込んで水や白湯が美味しく 

    感じるようになります。 

・鼻水が出る時は頭が緊張していて、それを緩めるために出ることもあります。 

    その場合は足湯をするか、目の温湿布をするといいでしょう。 

3. 喉が痛い場合 

・腎臓系が疲れているサイン。足湯をして赤くなりにくい方をしっかり 2 分さらに行います。 

    左右の差を整えていくと、熱がしっかり出るようになります。 

・側腹の皮を引っ張る、手を当てる、というのもいいです。喉が痛くなっている方の側腹の 

    皮が固く、分厚くなっていることが多いです。 

4. 咳がひどい場合 

・咳は目の疲れからくることが多いです。目の使い過ぎで、頭から首の緊張が抜けないこと 

    から起こる咳には、目の温湿布が効果的です。 

・子供はお腹に力をつけるために咳が出るようにしている、ということもあります。 

    足湯などでリラックスさせてあげましょう。 

・胸が縮こまって、肩が強張っていることから、咳が止まらないこともあります。その時には 

    胸部や肩にしょうが湿布などで、血行をよくしてあげることができます。また背中の真ん中 

    (肩甲骨の間) に手当てをして、胸を緩めてあげましょう。

風邪に伴う様々な症状があります。不快な症状を助けながら、うまく発熱を促して、発汗し、 

身体が緩んで整うための経過を辿れるように、手助けするポイントを押さえておきましょう。 

  基本的な症状の色々

症状別の手当と身体の眺め方
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・鎖骨に温湿布をするのもよいです。首、肩、胸の緊張が取れて、咳が楽になります。 

・脚の裏の筋肉を伸ばします。ダウンドックのポーズで脚の裏を伸ばし、大股歩きで 

    骨盤可動をよくすることで、呼吸が深くなっていきます。 

5. 頭が痛い場合 

・目の疲れ、頭の緊張からくることが多いです。目の温湿布、足湯をしっかり行います。 

・頭全体的に痛い時には、頭の後頭部の下の方 (首の付け根の辺り) を温めます。 

    偏頭痛の場合は、その少し上、頭部の真ん中から下辺りを温めてみましょう。 

6. 腹痛、下痢をしている場合 

・消化器系統が弱っている、冷えているサイン。脚湯をしてお腹の深いところまで温めましょう。 

    へそにこんにゃく湿布をして温めるのもよいです。 

・肩甲骨の下を結んだ線の真ん中 (胸椎 8 番) は胃腸の働きや悪寒を和らげるのを助けるので、 

    そこをさすったり、手当てをします。 

・下痢は止めずに排出を助けることが大切だと言われています。 

    水分補給をしっかりとして手当てをします。
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陰陽で身体、症状の現れる場所や時期を眺めていきましょう。子供や自分の状態を知るヒント、 

また食べ物や自分の暮らし方の陰陽などとのつながりから、原因を探る助けになります。

陰性 陽性

・陰性の原因や影響は 
    身体の表側に出る 
    傾向がある 
 
・身体の表面に症状がある時は 
    陰性原因の傾向がある

・陽性な原因や影響は 
    身体の裏側 (背中側) に出る 
    傾向がある 
 
・身体の深部に症状がある時は 
    陽性原因の傾向がある

表 裏

・陰性の原因や影響は 
    身体の左側に出る 
    傾向がある

左側

・陽性の原因や影響は 
    身体の右側に出る 
    傾向がある

右側

・陰性の原因や影響は 
    身体の上部に出る 
    傾向がある

・陽性の原因や影響は 
    身体の下部に出る 
    傾向がある

上部

下部

身体の眺め方
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・午前中、昼間に症状が現れる場合は、陽性過多が原因の場合が多い 

    (昼間に出る咳、下痢、頭痛、発疹など) 

・午後から夜中に症状が現れる場合は、陰性過多の場合が多い 

    (夜に出る咳、下痢、頭痛、発疹など) 

・春、夏に出る症状は、陽性原因が多い 

・秋、冬に出る症状は、陰性原因が多い 

・満月からその直前に症状が出る場合は、極陰の排出の傾向がある 

・新月からその直前に症状が出る場合は、極陽の排出の傾向がある 

陰と陽は極に近づくと逆の性質に変化します。これらは複雑に絡み合ってくるので、個人差が 

あります。上記の傾向を一つの目安として、実際の様子と暮らしや食卓とを照らし合わせて 

眺めるようにしてください。
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前頭部の頭痛 (おでこ) 

陰性原因で起こる傾向 (砂糖、アルコール、熱帯地域の果物、添加物、スパイスなど) が 

あります。二日酔い、お菓子を食べ過ぎた時など、気を付けてみてください。 

手当て: 梅醤番茶、梅醤葛、しょうゆ番茶 

後頭部の頭痛 (頭痛から肩こり) 

陽性原因で起こる傾向 (動物性食品、焼き締めた食べ物、強いストレス、忙し過ぎるなど) 

後頭部から肩まで凝っている時には食事もありますが、強いストレスや忙し過ぎる生活、 

睡眠不足 (陽性な暮らしぶり) などの影響もあります。 

目を使って集中する勉強や仕事が続いているなど、思い当たる時には、ぜひ手当ての食事と 

共に、目や後頭部の温湿布、足湯も合わせて行ってください。 

手当て: リンゴ葛、飴葛湯、第一大根湯、リンゴのすりおろし、場合によっては柑橘の汁、 

             干し椎茸茶、切り干し大根茶

様々な排出や症状を台所から眺めてみましょう。どんな原因の傾向があるのか、どんな時に 

どんな手当ができるのかを知っておくと、台所から自分で対処することができるようになります。  

手当のレシピは第 3 章もご参照ください。

台所から身体を整える

頭痛
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材料 

豆みそ 

ねぎ 

熱湯 

作り方 

1. みそをハンバーグ型に丸めて、フライパンで弱火でしっかり中まで火が通るように焼きつける。   

    箸で持ち上げて、ひっくり返しても形が崩れないくらい焦げたら、ひっくり返し、反対の面も 

    焼く。 

2. すり鉢に入れて、しっかり潰す。そこにねぎを入れて、お湯を注いで飲む。 

    子供は焦がしたねぎみそがダメなら、ねぎたっぷりのみそ汁、またはねぎをごま油でしっかり 

    炒めたものにみそを加えて、煮詰めたねぎみそをお湯で溶いて飲むのでもよい。 

乳製品、粉物 (焼き菓子、パン類) など身体に粘液を作るものが多いことが、原因になる 

傾向があります。 

詰まる場合には、脂肪の多いバターやチーズ (塩分の多いもの)、焼き締めた粉物 (ケーキ、 

クッキー、ピザ、パンなど) が多くなかったか、振り返ってみましょう。 

また、身体から液体が出るような症状は基本的に陰性の影響があります。砂糖やアルコール、 

スパイス、熱帯地域の果物 (バナナやパイナップル、アボカド)、添加物が多くなかったか 

振り返り、食事に気を付けてみてください。 

手当て: 乳製品の中和には黒ごま塩。玄米ご飯に黒ごま塩をしばらく続けてみましょう。 

            身体が陰性になって鼻水が出ている場合には、ねぎみそ湯を。また梅醤葛もいいです。

鼻水

ねぎみそ湯

手当 
Recipe


15

大さじ 1 

大さじ 1 (白い部分を刻んだもの) 

1 カップ
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湿っぽい咳 (痰がからみ、ぜろぜろ言うタイプの咳) 

陰性原因で起こる傾向 (砂糖、スパイス、アルコール、熱帯地域の果物など) があります。 

痰や粘液を生み出す乳製品が、胸に粘液を溜めるので、陰性の乳製品である牛乳、ヨーグルト、 

クリーム、バターなど脂肪の多いものが多くなかったか、振り返ってみましょう。 

焼き締めた粉製品も身体 (特に腸) に粘液を生むので、気を付けます。 

慢性的に粘液が出るような時は、これらの食品、特に乳製品と精白粉の製品をやめると 

随分よくなることがあります。 

粉類はスペルト小麦に変えることでも改善される場合があります。 

咳で胸が苦しい時には、しょうが湿布をして、血行をよくすることもおすすめです。 

手当て: 湿った咳にはコーレン (れんこんの粉) 茶、陰性の痰 (水っぽい透明の痰) には  

             しょうが入り梅醤番茶 (しょうゆ、梅干しにしょうがの汁を数滴加えて、番茶を注ぐ) を 

乾いた咳 (こんこんと胸が痛くなるような咳) 

陽性原因で起こる傾向 (動物性食品、強い塩気、煎餅やクラッカー、クッキーなどの 

焼き菓子、ストレスなど) があります。 

乾いた咳には、上記以外にも目の疲れや小豆の食べ過ぎ、きなこの摂り過ぎということも 

あります。 

小豆は身体の水分を排出するので、身体に水分が足りなくなるということがあるからです。 

マクロビオティックですすめられている食品でも、摂り過ぎには注意が必要です。 

咳で胸が痛い時には、しょうが湿布で温めることがおすすめ。 

目の疲れからの咳には、目の温湿布、肩や胸の強張りには鎖骨への温湿布が効果的です。 

手当て: 乾いた咳には、れんこん湯 

             陽性の痰 (黄色く固い) には、第一大根湯を

咳
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下痢 (黄色から茶色の便) 

陽性原因で起こる下痢。 

手当て: リンゴ葛、梅醤葛、玄米粥 

葛練りと葛湯の注意点 

解熱に葛を用いる時には、葛練りのように濃度の濃いものでは効果がないので、葛湯の時には 

とろみがつく程度の濃度にするように気を付けます。

材料 

本葛 

水 

塩 

作り方 

1. 鍋に分量の水を入れる。別のボウルに本葛と塩を入れ、鍋から少し水をとって、その水で葛を 

    溶かし、よくかき混ぜて鍋に加える。 

2. だまができないように、よくかき混ぜながら中火にかける。絶えずかき混ぜて透明に透き通って 

    きたら、さらに 2 ～ 3 分混ぜながら加熱する。温かいうちに食べる。 

    葛のもちっとした食感で食べやすいです。葛湯よりかなり食感があります。 

    整腸作用の強い葛は下痢の時、その後だけでなく、普段から食事に取り入れることができます。 

    その時は固さは好みで、しょうゆなどをかけていただきます。

下痢 (緑っぽい色の便) 

陰性原因で起こる下痢。陰性の下痢では特に身体の中まで冷えていることが多いので、 

陰性食品を控えるだけでなく、脚湯をして身体の中まで温めることをおすすめします。 

手当て: 梅醤葛、葛練り、玄米みそ粥、黒ごま塩

腹痛・下痢

葛練り

手当 
Recipe


16

大さじ 3 ～ 5 

1 カップ 

少々
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身体の免疫システムの 80 % は、腸の中とその周辺に存在すると言われています。 

これを腸管免疫システムと呼びます。 

小腸と大腸の粘膜はバクテリアの層でコーティングされており、そのバクテリアは嫌気性生物、

好気性生物など様々な種類が共生し、微妙にバランスを保っています。 

人間には私たちの細胞よりも多い、何十億ものバクテリアが目鼻口の粘膜と小腸、大腸に生息 

しており、このバクテリアと人間との調和の取れた共生があってこそ、健康に生きていくことが

できるのです。なぜなら、これらのバクテリアは特に消化器官内に生息していて、それは 

私たちの免疫システムの一部として機能していると考えられるからです。 

ですから、主に腸内細菌と呼ばれるこれらのバクテリアの働きが、健康の鍵とも言えるのです。 

この腸内細菌の調和の取れた状態を保つのはとても難しく、ちょっとした影響で簡単に崩れて 

しまいます。下痢や便秘などの症状がある時だけでなく、腸内環境は体調に様々な影響を 

及ぼすことが知られています。 

腸内微生物共生の調和を邪魔する要因となるもの 

・抗生物質、電磁波 

・ホルモン系、ステロイド、ピルなどの薬品 

・一般的な薬品や重金属、プラスチック製品 

・添加物、人工的な食べ物、加工食品 

・過食、砂糖の摂り過ぎ、白い粉物 

・ストレス、恐怖、悲しみなど精神的な要因

腸の健康と共生
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腸内細菌が調和していない時にみられる症状 

これらの症状がある時には腸内環境に異常がないか、思い当たる節はないか振り返って 

みましょう。 

・皮膚炎、アレルギーやぜんそく 

・偏頭痛、花粉症、不眠 

・肝障害 (腸の老廃物が排出されず、肝臓で再吸収されることで起こる) 

・急な過食、特に甘いものを欲する 

・口の中の白い層 

・肌荒れ、にきび 

・慢性疲労 

・食後の心臓の痛み 

・ガスやゲップの発生、悪臭のする便 

腸内バランスを整える食事のヒント 

・乳製品をしばらくやめる 

・砂糖、精白粉製品をやめる (カビの餌の原因となる) 

・動物性食品を控える (肉を消化すると、神経毒であるアンモニアが生成される 

    腸内細菌バランスが悪く未消化だと、神経毒の影響を受け、鬱や行動障害などの 

    神経症状を発生しやすい) 

・胃酸を助けるためにリンゴ酢を飲んだり、梅干しを食べる 

    (胃酸が弱いと悪いバクテリアが入りやすくなる) 

・発酵食品の摂取 

・食物繊維を多くする
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最初に 2 ～ 3 ヶ月間続けてみて、体調の変化や排出の変化を眺めながら、食事を移行していく 

目安となる食品の取り方のアドバイスです。 

これは体調が悪い時にも意識するといい食品のリストでもあるので、気を付けてみてください。

1. 全粒穀物 

    食事全体の半分以上にする。ただしオートミールや粉物は、症状のひどい時には 

    避ける方がよい。 

2. スープ 

    全体の 1 割程度に。排泄を促すわかめと季節の野菜の入ったみそ汁は、消化と排泄を 

    助けます。できれば毎日摂りましょう。みそは伝統的な製法で作られた天然のものを。 

    できたら二年熟成のものを選びましょう。 

3. 野菜 

    全体の 3 割程度。必ず調理されたものにしましょう。生のサラダの代わりに浅漬け、 

    漬物などの発酵食品を補います。できるだけ油を避けて、使う場合は少量のごま油にします。 

    野菜は夏野菜を避けて、多様に。根菜、丸い野菜、葉物と用いるようにします。

アレルギーは基本的に陰性の傾向が強い状態の方が多い (身体が緩んでいる状態)。 

そのため血液が酸性に傾いていることで、虫刺され、喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、 

蕁麻疹などが起こるとも考えられます。 

原因となる食べ物として考えられるのは牛乳、乳製品、油の多い食べ物、動物性脂肪、添加物、 

人工甘味料、砂糖、精白した粉製品、熱帯地域の果物 (特にバナナ、ココナッツ) や野菜 

(トマト、ナス、じゃがいも) など。 

特に乳製品、砂糖、精白した粉製品、熱帯地域の果物が原因となっていることが多いようです。

アレルギー症状

基本的なアレルギーのための食事ガイド
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4. 豆類 

    豆のタンパク質は脂肪があるので、症状がある時には消化に負担がかかるので、少なめが 

    よいです。小豆、黒豆、レンズ豆などを煮たものや納豆、加工品なら高野豆腐が負担が 

    少ないです。大豆や豆腐、お揚げなどは脂肪分が多いので控えます。 

5. 海藻 

    海藻は排出を助けるので、毎日少量ずつ摂ることができます。のりは消化に負担が 

    かかる時があるので、火で炙ってから食べることをおすすめします。 

    わかめ、ひじき、あらめを中心に他の海藻も食べたい時に、取り混ぜて食べていくことが 

    できます。 

6. 種子、ナッツ類 

    脂肪分が多いので、最初は避けます (ナッツバター、ごまペーストなど)。 

    ごま、かぼちゃの種は少量使うことができ、栗は調理に使うことができます。 

    普段マクロビオティックで使うひまわりの種は脂肪が多いので避けます。 

7. 果物、デザート類 

    ほとんどのアレルギーの根本が陰性であることが多いので、中庸へ戻していく時には 

    果物は避けるか少なくすることが大切です。ドライフルーツも凝縮された甘味になるので 

    避けます。 

    食べる場合には、穀物の甘味料 (甘酒、米飴) で作った穀物のおやつ (小豆煮や団子など)  

    野菜の甘味を使ったものがすすめられます。果物なら避けるのがベストですが、食べる 

    なら加熱したものにします。 

    食事を整える最初の 2 ～ 3 ヶ月は、生の果物とフルーツジュースを避け、にんじん 

    ジュース、甘酒、甘い野菜のスープを代用として用いることができます。 

8. 調味料 

    調味料は使い過ぎない、多くし過ぎないが基本です。 

    油、スパイスは極力避けます。ハーブ、ニンニク、みりん、柑橘の絞り汁も最初は避ける 

    のがベストです。 

    消化を助ける発酵食品の漬物、自然海塩、みそ、しょうゆ、梅干し、ごま塩などを 

    適量使って調理することがすすめられます。



第 6 章  1. 身体を整える

 

367

以上のように食品に注意して、よく噛むこと、寝る前 3 時間は食べないようにすることを 

体質改善に、また身体の調子が悪い時には、このような食品の選び方を参考にすることが 

できます。

9. 飲み物 

    アレルギーガイドの食事を始めると寝汗をかいたり、尿が増えたりしますが、溜まって 

    いた陰性さが抜けていくための排泄であることが多いので、普段より水分を多く摂り 

    過ぎる必要はないと言われています。 

    適度な水分を保つには、自分の喉の渇きに合わせて飲むのが一番よいでしょう。 

    三年番茶を基本にして、季節により麦茶や天然水をおすすめします。 

    穀物コーヒーやそば茶、タンポポコーヒーなども普段飲む必要はありません。
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基本的に身体に多く粘液を作ると言われる食品 

・砂糖、はちみつ、チョコレートや単糖類、人工の甘味 

・豚肉、特に挽肉類、牛肉、卵、鶏肉 

・消化しにくい甲殻類、貝類 

・乳製品 (牛乳、クリーム、バター、ヨーグルト、チーズ、中でも発酵していないものが 

    特にその傾向が強い) 

・ココナッツオイルなど飽和脂肪油、マーガリン、ショートニングなどの植物性硬化油 

・マヨネーズなどクリーム状のドレッシング類 

・揚げもの、ポテトチップスなど油の多いもの 

・オーブンで焼いた粉物 (クッキー、ケーキ、マフィン、ピザ、ドーナツ、特にイーストを 

    使った天然酵母ではないパン、精白粉とイーストを使ったもの) 

・脂肪の多いオートミールと、グルテンの多い小麦などの穀物 

・豆乳、大豆油、ソイクリームなどの大豆加工品 

・夏野菜、ナス科の野菜 (トマト、ナス、じゃがいも) 

・ナッツ、バター類 

甘いものを食べ過ぎた時の中和食材 

梅干し、みそ、しょうゆ、黒ごま塩など 

動物性食品を摂り過ぎた時の中和食材 

切り干し大根、干し椎茸、ねぎ類、ねぎみそ、玉ねぎ 

大根、きのこ類、みそ、しょうゆなど
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・あらゆる痛みを和らげる (肩こり、関節痛、あざ、ぎっくり腰など) 

・咳や喘息などの胸の手当てに 

・血液が滞ることで起こる不調、痛みを和らげ、血液循環をよくし、身体を温める 

・しょうが湿布は体力を消耗するので、虚弱体質の人は梅醤番茶を飲んでからやるとよい 

・頭部と妊婦のお腹には使用してはいけない 

材料・用意するもの 

しょうが 

湯 

木綿の袋 

たらい 

タオル 

やり方 

1. しょうがをよく洗い、皮ごとすりおろす。お湯を沸かして 60 ～ 70 度に冷ましたら、 

    たらいに入れる。 

2. しょうがを木綿の袋に入れて、たらいの上で絞る。絞り汁の入ったお湯にタオルを浸して絞り、 

    それを患部に当てる。その上から乾いたタオルをかぶせて保温する。 

3. タオルが冷めてきたら抜き取り、またしょうが入りのお湯に浸けて絞る。先ほどかぶせて 

    あった ２ 枚目のタオルの下に入れて、また乾いたタオルを上にのせて患部を温める。 

    これを患部が赤くなるまで 15 分ほど繰り返す。 

4. お湯がぬるくなってきたら、しょうがの絞りかすが入っている木綿の袋をお湯に浸けて、軽く 

    火にかけ温める。 

    この時、沸騰させないこと。沸騰するとしょうがの酵素が死んでしまうので。 

火傷に気を付けて行ってください。

覚えておきたい台所手当

しょうが湿布

手当 
Recipe


17

ひとかたまり (150 ～ 200 g 程度) 

5 リットル程度 

3 本
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・しょうが湿布を自分でできない時の代わりに使える 

・お腹が痛い時、生理痛の時、痛みを和らげる 

・肝臓に当てて、排泄を促す、風邪の経過を助ける 

・冷えからくる風邪の身体を温める 

・使用後はあまり触れないようにして捨てること 

材料・用意するもの 

こんにゃく 

塩 

タオル 

やり方 

1. 鍋にお湯を沸かして、塩を入れ、こんにゃくを茹でる。 

    沸騰したら 15 分ほど弱火で煮る。 

2. 取り出したこんにゃくをタオルに包んで患部に当てる。 

    (火傷に気を付けてください。特に子供には低温火傷の注意を) 

こんにゃく湿布は、かなり温かさが持続する。身体の毒を吸い取るとも言われている。 

使用後はなるべく触れないようにして、食べずに捨てます。

茹でこんにゃくの温湿布

手当 
Recipe


18

1 パック 

大さじ 1 程度
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・打ち身や捻挫、腫れ物などの毒出しに (基本的に陽性症状に使います) 

・関節が赤く腫れて痛む時、歯痛にも 

・乳腺炎など、お乳が張って赤く痛い時 

・おたふく風邪、耳下腺炎など、炎症に 

・基本的にしょうが湿布をしてから行うと効果的 

材料・用意するもの 

里芋 

しょうが 

小麦粉 

木綿の布 

やり方 

1. 里芋の皮を厚めにむいて、すりおろす。しょうがは皮ごとすりおろす。 

    それを一つのボウルに入れて混ぜる。そこに小麦粉を加えて、耳たぶより柔らかい固さに 

    仕上げる。後で柔らかくなるので、それを想定して固さを決める。 

2. 木綿の布に 1. のペーストを厚さ 1 ～ 2 センチにして塗り付け、患部に直に貼る。 

    おっぱいに貼る時には乳首の周りは避ける。 

    上からタオルなどを重ねて動かないように固定する。 

里芋湿布は 4 時間ほど効果が続きます。 

まずはしょうが湿布をしてから、患部に貼ると効果的です。 

火傷の時には里芋湿布だけをして、しょうが湿布はしません。 

里芋で皮膚がかぶれるのを防ぐのに、ごま油を皮膚に塗ってから行うこともできます。 

里芋湿布は軽症なら 1 日 2 回、慢性的な症状ならば 1 回を目安に使います。

里芋湿布

手当 
Recipe


19

4 ～ 5 個 

里芋の 10 % の量 

里芋の 2 倍ほど
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・動物性食品摂取過多による、身体の締まり過ぎを緩和させる 

・身体や筋肉を緩めてリラックスさせる、ストレスの緩和に 

・膵臓を柔らかくして血糖値を安定させる、身体の中心を強くする 

・アトピー性皮膚炎の緩和 

・低血糖症、糖尿病の改善に 

・甘いものへの欲求を抑える 

材料 

玉ねぎ 

キャベツ 

かぼちゃ 

にんじん 

水 

作り方 

1. 野菜は全てなるべく細かくみじん切りにする。 

2. 鍋に野菜を玉ねぎ、キャベツ、かぼちゃ、にんじんの順に加えて、最後に水を注ぎ入れる。 

3. 中火にかけ、沸騰したらフタをせずにしばらく煮て、弱火にしてフタをしてから 20 分ほど 

    煮る。 

4. 野菜を漉して煮汁だけを飲む。温かいうちに飲むこと。 

    刻んだ具はコロッケなどに再利用できる。 

できればその都度作るのがベストですが、多めに作って、冷蔵庫で 2 ～ 3 日は保存が可能。 

飲む時には常温から人肌くらいに温めて飲むこと。 

特に午後 3 時頃に飲むと低血糖などに効果的。

甘い野菜のスープ

手当 
Recipe


20

1/4 カップ 

1/4 カップ 

1/4 カップ 

1/4カップ 

3 ～ ４ カップ
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【台所】春と油、イライラの関係 

春になると、冬の間のように揚げものなど脂肪分を摂っていると、重たく感じるようになります。 

日頃、乳製品を摂る方は植物性品を取り入れてみる、バターよりも発酵しているヨーグルトや 

フレッシュチーズを、ヨーグルトよりも豆乳ヨーグルト、というふうになるべく軽く、そして 

発酵しているものに変えていくと、冬から春、夏と身体を軽くしていくのに役立ちます。 

また、無性に揚げもの、ピーナッツバターを食べたくなる時には肝臓が弱っているサイン。 

そんな時には数日でもオイルフリーの和食を中心にし、調理法ではウォーターソテーなどを 

使っていきましょう。 

そして、春の野草や青菜の苦味を食べて肝臓、胆嚢の働きを助けましょう。 

肝臓には蔵血作用があり、血液を配分できるようにしているのですが、肝臓が疲れると脳に 

血液がうまく回らずにイライラしたり、生理の時にヒステリーを起こしたりしやすくなります。 

子供が意地悪したり、むかついたり、キレる、いじめる、かんの虫が騒ぐ、などの時には 

肝臓が弱っていると言えます。そんな時にも油を控え、血液の濁りをなくすように、よもぎ団子 

など食べやすい野草を使ったり、肝臓に疲れがある時は、梅干しや梅酢、発酵食品などの酸味を 

摂るとよいでしょう。 

注意する部分 … 目と筋肉に異常がないかを眺めるポイントにします。 

                           目が充血する、ものもらい、目が霞む、目やに、黄疸などの症状 

                           筋肉が切れる、筋肉痛、こむら返りなどの筋肉の症状 

季節ごとに健やかに過ごすための台所と身体のヒントをお伝えします。

季節で整える、台所と手当て法

春の台所と身体
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【身体】春は身体を緩める時期、大掃除をする。肩甲骨を緩める 

春になると冬の間に締まっていた身体を緩めて、活動期に備えようとします。春は排出の季節。 

身体がうまく緩んでこそ、溜まっていた毒素の排出がスムーズに進み、活動的な季節を迎えるに 

ふさわしい身体への自然と変化していきます。 

そのため骨の動きをよくして、身体の変化を助けることが春の身体のポイントです。 

冬から春に向けて、後頭部が開き、次に肩甲骨が開き、そして最後に骨盤が開く、というふうに 

骨が動いていくと言われています。その動きが滞ったり、開きづらかったりするとそれを調整 

するために、風邪をひいたり、熱を出したりすると眺めます。 

この時、肩甲骨を緩める手当てがおすすめです。 

肩の力を抜いた状態になってもらい、肩甲骨の下に手を入れて、肩甲骨を剥がすようにして 

緩めていきます。ゆっくり無理せず行いましょう。

春「肩甲骨を緩める」

1. 緩める側の肩の力を抜いて 
    手を後ろに回してもらう。 
 
2. 肩に手を置いて、反対側の手で 
    肩甲骨の下に手を入れるようにして 
    緩めていく。 
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【台所】夏と果物、ジュース、脳の関係 

夏になると、ついフルーツなど甘い飲み物やスイーツ、果物が多くなります。 

外に出て子供の虫刺されに注意してみましょう。 

甘いものが多く、血液が酸性に傾くと、蚊に刺されやすくなる傾向があります。 

そんな時にはフルーツや良質のものであっても、フルーツジュースを控えてみましょう。 

大きなお子さんは甘いスポーツドリンクの代わりに、梅シロップを割ったものに少々の梅酢と 

レモン汁を足してみてください。甘味と塩分が適度に足され、梅の血液を強くする効能や 

梅酢の血液循環を助ける効能、レモン汁のクエン酸が疲労を回復する効果もあり、フルーツ 

ジュースよりもよい場合があります。 

また、夏のエネルギーを司る心臓は脳も支配しています。血液循環が弱くなると脳への血液循環 

も悪くなり、脳の酸欠、栄養不足からボケや認知症など、記憶や意識障害が起こりやすくなり 

ます。 

心が弱ると夢見が悪くなったり、いびき、歯軋り、金縛りなどの夢を見るということもあります。

脳によい食べ物は同じ形をしたくるみ。食べるだけでなく、くるみを 2 ～ 3 個手に握って、 

揉んでいるだけでも脳が活性化すると言われています。子供のおもちゃに加えてみては 

いかがでしょう。 

注意する部分 … 舌と脈に異常がないかを眺めるポイントにします。 

                           舌を噛む、舌が割れている、吃る、呂律がまわらない、口内炎など 

                           血液循環の悪さ、顔色が悪い、立ちくらみ、冷えとのぼせ、動悸、不整脈 

【身体】夏は呼吸をしっかり血液循環促す。虫刺されには化膿活点 

夏は湿度と猛暑を乗り切るために、しっかりと足の裏を伸ばす大股での歩きや (だるまさんが 

転んだなど、おすすめの遊びです)、ダウンドックや屈伸をして呼吸を深くし、汗をしっかり 

かくことが大切。呼吸器系、そして循環器系と共に腎臓の働きに注意します。 

出た汗にクーラーなどが当たると、すぐに冷えてしまうので、外遊びの時には着替えを持って 

出る習慣を。背中の真ん中の汗はまめに拭くか、下着を取り替えられるといいです。 

(特に喘息や咳が出がちなお子さんは、汗が出た時はすぐに着替えができるといいと思います) 

夏の台所と身体
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夏「化膿活点」

日本の夏は梅雨冷えなどもあります。まずは呼吸を深くすることが血液の循環を助けます。 

脚の裏、膝の裏などの経絡をしっかりストレッチできるような動きを意識しつつ、せっかくの 

夏ですから、楽しんで大きな声で笑いましょう。笑うことも呼吸や循環を促す大切な要素です。 

また、虫刺されの多い時期。化膿活点と呼ばれるツボを覚えておくと便利です。 

化膿活点は二の腕の外側の肩と肘の中間辺り、やや外側の筋肉の少ないところにあります。 

ちょっと窪んでいるその辺りを押さえます。怪我をした時には、手当てが必要な方の腕にある 

化膿活点をグーッと押さえ、最後に少し弾くようにします。 

化膿活点は蚊や蜂などの虫刺され、化膿しそうな傷、擦り傷、やけど、出血、噛み傷などの 

応急処置として使えます。予防接種など注射の後にも、ここに手を当てるといいと思います。

肩と肘の 
中間辺り

二の腕の外側にある 
小さなクリクリした 
塊のようなものをじっと 
押さえる
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【台所】秋と脂肪、刃物の関係 

秋は脂肪群が栄養素では適応していますが、乳製品の脂肪分は金のエネルギーを滞らせます。 

脂肪なら、玄米などに含まれる植物性の脂肪、種子の脂肪分をとるようにしましょう。 

毛穴や皮脂を詰まらせ、鼻水などの粘液を身体に生み出す乳製品 (特に発酵していない牛乳や 

クリーム類、焼いたチーズ)、卵などの摂り過ぎに気を付けます。 

見えない部分から食卓を眺めると、秋のエネルギーは凝縮、収縮のエネルギーです。 

その時に反対の作用をする調理法はどうなるでしょうか？それは攪拌です。 

ミキサーやフードプロセッサーの多用に注意します。逆に包丁で細かく切る作業は、陽性の力を 

加えることになります。みじん切りとフードプロセッサーは同じような機能ですが、 

エネルギーは違います。調理法の陰陽を意識していきましょう。 

秋はメタルエナジー (金のエネルギー) ですので、刃物 (メタル) の影響が出やすい傾向が 

あります。包丁をしっかり研いでおくこともおすすめです。 

肌荒れ、肌の切れる症状がある時、腸の調子が悪い時には、刃物の使い方も振り返って 

みましょう。意外と効果があったりします。 

注意する部分 … 鼻と皮膚に異常がないかを眺めるポイントにします。 

                           鼻水、蓄膿、咳、痰、くしゃみ、花粉症などの症状 

                           乾燥肌、慢性皮膚炎、発疹、湿疹、アトピー性皮膚炎などの症状 

【身体】秋は身体を閉じる時期、冷えの急所を押さえる 

秋は春と同じように、身体が大きく変化する時です。寒さが増すにしたがって後頭部、肩甲骨、 

骨盤と閉じていきます。 

この時に身体を冷やすと調子を崩しやすくなります。冷えでは腎臓に負担がかかるので、 

側腹に手を当てたり、こんにゃく湿布をするなどの手当てがおすすめです。 

子供たちは夏の延長線上で外遊びをし、夢中になって寒さに気が付かず遊んでいることも 

多いのですが、夕暮れ時になり遊びが一段落してくると、急に我に帰って、寒さが身体に入り 

込むことがあります。外遊びを切り上げるタイミングを見極めるのが大切な季節でもあります。 

急な冷えには足にある冷えの急所 (足の 3 番目、4 番目の指の間を開く) を押さえてから、 

足湯をすることで対処します。

秋の台所と身体
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【台所】冬といちご、電磁波の関係 

日本ではクリスマスの辺りから、いちごがスーパーに出てきます。それから引き続いて冬の間は 

ハウスで栽培されたいちごが売られています。けれど、いちごは夏の果物。 

身体の熱を取り、肝臓を緩めるので、旬の時期に食べたいもの。 

冬のいちごは身体を冷やし、嘔吐下痢などの冷えからくる感染症の発生を増やす傾向があります。 

ヒルデガルト食事療法ではいちごは、身体に粘液を与え、体内に炎症を起こすとされ、キッチン 

ポイズン(台所の毒) の一つとして食することをすすめていません。医学的な研究の中では、 

いちごを食べることによるアレルギー、湿疹、中耳炎の発生率の高さが挙げられています。 

食べる時期、そして量、体調をみながら食べることをおすすめいたします。 

また引き続き乳製品は冬のエネルギーの司る、内分泌系からのホルモンの分泌に影響するので、 

摂取に注意します。 

そして、極陰性の性質を持つ電磁波や放射能の影響を受けるのが、陽性な臓器であり、冬に 

関わる腎臓です。携帯電話の使用が当たり前となっている今、身の回りにある電磁波に気を付け 

ましょう。 

放射能や電磁波を吸着する働きのある天然の質の良い塩や、電磁波などの害を排出する力の強い 

アミノ酸を多く含む天然醸造のみそ、しょうゆ、梅干しや発酵食品でそれらの害を緩和し、 

冷えと極陰性の害から腎臓を守る食卓が助けとなります。 

注意する部分 … 耳と骨に異常がないかを眺めるポイントにします 

                           中耳炎、耳だれ、耳下腺炎、難聴、メヌエール病などの症状 

                           骨粗鬆症、骨がもろい、骨折しやすい、湾曲するなどの症状

冬の台所と身体
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【身体】冬の身体はリラックスを心がけ、乾燥しない水の摂り方が大切 

冬の間は暖かい季節のように身体を動かすことが少なくなりますが、室内遊びや読書などが多く 

なり、寒さも相まって大人も子供も目や肩が凝って、頭に疲れが出やすい時です。 

疲れたなと思ったら、目の温湿布や後頭部の温湿布などで緩めるようにします。 

冬の間に目や頭を使い過ぎると、目とつながっている腰の可動が鈍くなり、身体を緩める時期で 

ある春になった時に支障が出やすくなるので、リラックスを心がけましょう。 

また冬は乾燥に注意。身体が乾燥すると血液が過剰な老廃物や栄養で濁ったり、ドロドロに 

なったりします。身体の代謝や排泄、解毒には水分の潤いのある身体であることが大切です。 

なので、年間を通して水の摂り方はとても大切なのですが、特に冬はお水や白湯をちびちびと 

こまめに摂ることがポイントになります。ちびちび飲むコツは、一口で飲まずに、口に含んで 

数回に分けて飲むように、ゆっくり飲むことです。 

お風呂の中で飲むと吸収がよいので、お風呂に浸かりながら飲むのもおすすめです。 

また風邪をひいた時にも水が身体に染み込みやすいので、この時にこまめに水分を摂っておくと 

潤いのある身体が戻ってきます。 

身体が乾いていると白湯を美味しく感じません。けれど最初は我慢して、ちびちび飲みを続けて 

いると、おしっこの回数が増えてきます。2 週間ほどすると身体に水が染み込んできて、 

おしっこの回数がまとまってきます。そうなると水や白湯が甘く感じられるようになります。 

これが身体が潤っている目安になります。 

水分が足りている身体になると、喉の渇きが自然な欲求に従っていけます。 

「ちょっと水を飲みたいな」と思った時に動くこと。飲むこと。 

身体の欲求にきちんと応えるということに気を付けるだけでも、身体は変わっていきます。


