
専科第三回課題          田中 暁 

    静脈洞テクニックと CV4 を使ってみて 

まず、テクニックを使う前に解剖を頭に 3D にヴィジュアル化出来ないといけなかったので、

色々な本や、ネット上の図を探しました。様々な方向からの図を見ないと 3D に理解できな

いので必要です。 

また、静脈血や CSF の排出経路も理解していないと、流れるイメージも出来ないので必要

です。 

頭蓋内の静脈血全体の 85～95％は頸静脈孔において内頸静脈に流入する為、何らかの原因

で静脈洞のうっ滞が起きると様々な障害が起きやすい事が理解出来ました。 

 

また、頸静脈孔は脳神経 9.10.11 も通っている為、舌咽神経、迷走神経、副神経の障害が起

きる可能性もあります。 

 

逆にいえばその脳神経の障害と思われる状態があるときに、このテクニックが有効となる

場面もあるかと思います。 

 

しっかり静脈洞を意識して触っていると、モゴモゴする感じから、フワーっとして緩んだ

感覚がありました。 

CV4 に関しては、人によって様々な感覚がありました。 

・なかなか動きを感じられない人 

・モゴモゴする感覚 

・モゴモゴからだんだんと拡張していく感じ 

いつも頭が重く、なかなか軽くならない方に丁寧にやってみたら、いつもより頭が軽くな

りました。本人も頭がスッキリしたと喜んで頂けました。 

 

講義で言われていたように、膜や循環(静脈洞+CV)を先にやってから内臓の治療をするよう

にしてみました。 

 

最初にチェックして膜と循環をやってチェックしてみたら、それだけで内臓や筋の可動性

が良くなった人もいました。 

それから内臓を治療したほうが緩みやすく感じました。 

 

 

頭のうっ滞が取れることにより、新鮮な血液と脳組織の交換が改善し CSF の流れも改善し、

自律神経の状態が正常に近 

づき、神経がおかしな刺激を受け無くなり、過緊張している状態からも解放されるので、



様々な良い効果が期待出来ます。 

 

サザーランド先生の何をするのかわからなくなったときに CV4 を使う事。というお言葉の

通り、精度を上げてこのテクニックが出来ると様々な有効な事が起きるような気がします。 

数多くの方にやってみて精度を上げていきます。 

 

ありがとうございました！ 

 

 

塚田 

《第２回専科内容》 

 

１、手のワーク 

  ①意識レベル ⇒ 触れるレベル ⇒ 圧をかけ始める 

   ⇒バリアまで圧（意識）を持っていく 

   ⇒バリアを抜けて、次のバリアまで圧（意識）をもっていく 

   ⇒一番硬いところまで 

   ⇒手を離すときは、 

    かけた圧（意識）を抜く⇒触れているレベル 

   ⇒意識レベル と、徐々に戻す。 

 

  ②手掌内で、４つのブロック（ポイント）をつくり、ポイントごと個別に圧をかけて

いく。 

   ２つのポイントを決めて、回旋方向に圧（意識）を入れる。 

 

 

  ※注意点（指摘してもらった点） 

   ・手・肘の位置、手に力が入らずに、自由に使える位置。そこに体を合わせる。 

   ・手首の角度に無理があるように、見える。（体幹と手の位置関係） 

   ・表在筋は緩め、深層筋を締める意識 

   ・脇を広げないようにしすぎて、体が患者さんに寄りすぎている。体の軸は曲げな

いほうが良い。 

    

   ・自分では、手根部のほうに圧はかけていないつもりでも、相手には手根部に圧が

かかっていると感じる。 

    ⇒意識して、手根部の力を抜いている気ではいるが、まだ癖が抜けていない。 



    ⇒仙骨の位置を意識して、立ち位置を安定させる。 

     体が後傾すると、手根に乗りやすい感じがする 

 

   ・物理的な位置を変えて圧を入れていくのではなく、意識して入れる 

    （対象の臓器や組織の立体的なイメージを持ち、深さ、位置、どのポイントに意

識を向けるかの鮮明で 

     明確なイメージを描くことが大切。） 

     ⇒腹側は頭にイメージしやすいが、背側からのイメージがやや足りない。 

 

    

 

２、頭蓋骨の縫合の触診・ 

 

   ・アステリオン（側頭骨／後頭骨／頭頂骨） ⇒ 鱗状縫合（側頭骨／頭頂骨）⇒ 

    ⇒プテリオン（側頭骨／蝶形骨／頭頂骨） ⇒ステファニオン（蝶形骨／前頭骨

／頭頂骨）⇒ 

    ⇒冠状縫合（前頭骨／頭頂骨）⇒ プレグマ（前頭骨／左右：頭頂骨）⇒ 矢状

縫合（左右：頭頂骨）⇒ 

    ⇒ラムダ（左右：頭頂骨／後頭骨）⇒ ラムダ縫合（頭頂骨／後頭骨）⇒ アス

テリオン 

    触診できないがイメージと意識で（⇒後頭骨ー側頭骨 ⇒ ＳＢＳ（蝶形後頭骨

結合）  

                        ⇒ 後頭骨ー側頭骨 ⇒ アステリ

オン） 

 

     

 

３、静脈洞の位置と流れ 

 

 ①上頭蓋窩からの流れ 

    

   ・蝶形頭頂静脈洞 

      ↓↓ 

    海綿静脈洞／海綿間静脈洞 

      ↓↓ 

    [中頭蓋窩] 



      ↓↓ 

（前大脳静脈）→【脳底静脈洞】→大大脳静脈 

                  ↓↓ 

                直静脈洞 

                  ↓↓ 

               静脈洞交会⇒横静脈洞⇒Ｓ状静脈洞 

                            ↓↓ 

                          内頚静脈 

 

②側頭部からの流れ 

 

  ・上錐体静脈洞 

          ⇒⇒Ｓ状静脈洞 ⇒ 内頚静脈 

  ・下錐体静脈洞 

 

  

③頭頂部からの流れ 

 

  ・上矢状静脈洞 ⇒ 静脈洞交会 ⇒ 横静脈洞 ⇒ Ｓ状静脈洞 ⇒ 内頚静脈 

              ↑↑ 

  ・下矢状静脈洞 ⇒ 直静脈洞 

 

④後頭部からの流れ 

 

  ・後頭静脈洞 

     ↓↓ 

    辺縁静脈洞 ⇒ Ｓ状静脈洞  

 

 

４、課題『頭蓋の体液の流れが、何故、全身の健康に影響を及ぼすのか？』 

 

  頭蓋の体液・・・血液、脳脊髄液（※リンパ管は脳には存在しない） 

  血液は、栄養を運び、酸素を全身に巡らせる、ホルモンも一緒に運び、各臓器、各対

象へと届ける。 

  栄養や酸素で、組織を栄養し、ホルモンを運搬することで、ある種情報の伝達を行っ

ている。 



  血液は、骨髄造血や腸管造血など様々な説があるが、全身をめぐる大切なもの。 

  では、『頭蓋の体液』という括りでは、やはり、脳脊髄液が思い浮かぶ。 

  脳脊髄液は、脳室の脈絡叢より産生される。 

  脳脊髄液の役割は 

   ①中枢神経の保護 

   ②代謝の促進 

      栄養を送ったり、老廃物や毒素の除去も行う 

 

  血液と少し似ていると感じる。 

 

  もう一つ、役割があるとすれば、 

  【情報の伝達】ではないかと思う。 

 

  情報の伝達は、神経の電気信号の伝達が最もポピュラーではあるが、 

  脳脊髄液にも、その役割があるのだと思う。 

  水には意識や意図というものが記憶され、その情報を運ぶ働きがある。 

 

  脳麻痺の方の筋肉には、筋肉を動かすだけの、神経伝達は認められないが、皮膚上に

は、微弱な電気信号が、その意思と意図を伴って流れていると言われます。（リハビリ用器

具：ＨＡＬ） 

   

  即ち、神経伝達が遮断された中でも、その意思や意図というのは、全身を巡っている

という事になります。 

 

  脳で産生された、脳脊髄液がその役割を果たしているのではないかと考え、 

 

  脳脊髄液を含む、頭蓋の体液をスムーズに循環させることは、その人の健康でありた

いという意思や意図を全身に巡らせる事により、各臓器、組織、細胞が、健康という方向

性を持って活動できるのだと考えます。 

 

 

５、静脈洞テクニック 

 

 ①静脈洞交会 

   ・中指の“指腹”を重ね、外後頭隆起にコンタクト。 

    ※指尖にならないよう注意 



   ・２本の中指の骨で頭の重さを受け止める（力を１点に集める） 

   ※中に力が浸透していき、洞交会に刺激が入るイメージ（直静脈洞の方向） 

 

 

 ②横静脈洞 

   ・外後頭隆起より左右に伸びる、上項線に対し、左右の４指尖をコンタクトして、

持ち上げる。 

    ８本の指で頭を少し浮かして持ち上げる。 

    （横静脈洞に沿うように。・・・蝶形骨の方向／小脳テントの方向） 

    

   ※ただ、持ち上げるだけでなく、４指をお互いに少しずつ開くようにする。 

   ※大切なのは、８本の指に同じ重さがかかること。 

 

   ・上項線が中心に折れるように、頭の重さがかかり、頭蓋内にある、左右の横静脈

洞が開くイメージ 

 

 

 ③後頭静脈洞 

    ・縦に左右の４指をそろえて、外後頭隆起にコンタクト（小指が外後頭隆起に当

たる） 

    ・左右の拇指球にて頭を保持 

 

    ※８本の指頭に同量の重さがかかるように 

     お互いの指を少しずつ開くようにして（縦方向） 

     且つ、外方向に向けて力を加える（外方向） 

     ⇒後頭静脈洞を解放する 

 

   

   

 

６、ＣＶ４ 

    

  ※基礎にして奥義。 

   習得する過程で、クラニアルリズムを感じ、静止点＝スティルポイントを感じるこ

とを訓練し、 

   クラニアルリズムを身体全体で感じられるようになる。 



 

  ～ＣＶ４の効果～ 

  ①他に何をやれば良いか分からない時、最も総括的で効果的な治療法。 

  ②循環の停滞の改善 

    １）うっ血 

    ２）腫れ、浮腫み、炎症疾患によるリンパ停滞 

    ３）白内障、緑内障、うっ血性頭痛、不眠 

    ４）発熱 

  ③下垂体機能低下の改善 

  ④中枢神経系疾患の改善 

  ⑤血圧を下げる 

  ⑥神経の緊張を鎮める 

  ⑦免疫力の向上 

  ⑧筋肉や筋膜の弛緩・動脈を和らげる 

   膜性や靭帯の歪みを解くのを助ける 

 

 

 ～ＣＶ４～ 

   ・第四脳室へ向けてコンタクト（側頭骨／後頭骨）※第四脳室・・・小脳テントの

下 

   ・第四脳室の硬さや歪みなどの病変を感じる 

     ↓↓ 

   ⇒一次呼吸を感じる ⇒ 《拡張》と《収縮》のリズムを感じ、《拡張》時の広がり

を少し抑えるイメージ 

   ⇒《拡張》と《収縮》のリズムの差がなくなってくる（乱れていた波動が整う） 

   ⇒【スティルポイント】を感じたら、ロングタイドを呼び込む 

   ⇒【０次呼吸】の拡張を感じる 

 

 

７、ロングタイド 

    

   ※聴覚に意識を向ける ー 側頭骨の拡がりを感じる（横の空間への意識） 

   ・視点を１ｋｍ ⇒ ２Ｋｍと、徐々に遠方へもっていく、７Ｋｍまで。 

   ・７Ｋｍまで行ったら、その視界を横方向（水平方向）と、縦方向へ広げる。 

   ・（空間を広く認識） 

   ・徐々に視点を戻す。４ｋｍのところまで戻す。 



   （※顎が少し上がってくるのを感じる） 

   （T1~2/3)位のところで、頭を支える。 

 

８、７ステップ チェック 

 

  ・足の重さ検査 ・・・ 振らない 

  ・頭の重さ検査 ・・・ １回で感じるようにする 

   

 

《臨床での落とし込み》 

   ・静脈洞のテクニックを新たに加えた事と同時に、静脈洞の位置と流れの順路を学

んでイメージするように 

    なった為、以前より明確なイメージと意識で治療が出来るようになりました。 

    

   ・内臓の手技もそうですが、位置や立体的な形、そして、その臓器が何をしている

のかを、イメージ出来るかどうかで、手技の内容が全く違うことも感じます。 

    患者さんの実際の身体の臓器、組織と自分のイメージがピタッと合う（深度、位

置、形）と、物理的な圧力を加えなくても、意識によって、変化するのがよくわかります。 

    ただ、変化が乏しい時は、やはり、自分の中のイメージの描写が明確でなかった

り鮮明でなかったりする時であるということも同時に感じます。 

    臓器、組織の立体的なイメージ描写、そして、形や硬さ、弾力、そして、機能の

理解がとても重要であると痛感しました。 

 

    ・ＣＶ４に関しては、《拡張》と《収縮》の差がなくなって、頭蓋骨の動きが“穏

やか”になる感じまでは、なんとなく感じますが、そのあとの、【０次呼吸】の拡張という

のが、まだ明確に感じることが出来ていません。 

 

    ただ、手のワークのお陰もあり、触診の触れ方は段々とやわらかくなっている感

じがします。 

    そして、以前より、物理的な圧力を加える事への依存感がなくなり、手の平、身

体全身で感じ、目で見えていない、手で触れることが出来ないモノに対して、空間的に意

識の中で捉えて、その重さや位置の違い、左右さなどを感じることへの信頼感が増してい

る感じがします。 

 

 

 



 

中村 

講義まとめ、臨床での気づき 

 

◯手の感覚（内臓関連） 

今回、立ち位置や姿勢等を成瀬先生、広田先生に修正して頂きつつ、よりクラニアルのタ

ッチと変わらないくらいのふわったとした柔らかさとそこからの内臓へのアプローチを教

えて頂きました。（こちらの身体の緊張感が相手に乗っていることを指摘頂きました） 

 

あとは、専科で頂いた内臓本のビジュアルの 3D でのイメージのリンクが今の課題。 

 

◯静脈洞テクニック 

洞交会、横静脈洞、直静脈洞、について、 

きちんとコンタクトできていれば、流れがよくなるが、 

コンタクトポイントがズレてしまっていると、脳圧が上がってしまうなあということを感

じつつ、静脈洞テク続けていきます。 

 

◯成瀬先生テスト 

一連の流れについては、合格点をいただく。 

修正点は、足の検査の際、腕全体を伸ばして肩を軸に動かし、左右差、重さを感じるよう

にすること。 

 

横隔膜の手技は、成瀬先生の誘導により、横隔膜を診つつ、さらに、横隔膜と肝臓の癒着

部分にもピンポイントでアプローチして緩めるということを教えて頂きました。まだ、そ

こまでのディテールを追いかける（感じられる）ところまでは分からず、より手の感覚と

3D の解剖図のイメージをリンクさせられるよう勉強していきます。（松尾先生からの横隔

膜を下から見た臓器の絵を描く課題？添付します。ざっくりとした正面からの位置イメー

ジしかなかったので、絵をつくるとだいぶイメージの修正ができました。） 

 

◯CV4：Compression of 4th Ventricle (第 4 脳室圧縮） 

・受け手が仰臥位の状態で、側頭骨を拇指球で捉えて、後頭骨を包むようにして全体を把

持。拇指球はそえる程度。名前のように圧を加えるほどではない。 

 

・相手の頭部からの情報を手から感じつつ、ロングタイドに入り、さらに相手の状態を感

じること。 

 



CV4 だけでなく、ロングタイドに入り、クラニアルをすると、クラッとするというか、フ

ワッとくる感じがある。クラニアルリズム、静止点のことは、まだどんな状態かわかなら

いですが、ロングタイドの意識に入りつつのクラニアル、内臓手技を心がけていきます。 

 

以上になります。 

 

 

小西 

今回学んだこと 

圧のコントロール 

静脈洞のアプローチ 

CV4 

 

気づき 

コンタクトができていない 

手が固い 

解剖や骨格の知識が足らないため、治療や施術のイメージを作れていない 

臓器や頭蓋骨の立体的なイメージや、内部構造をイメージできていない 

 

現場での気づき 

静脈洞→CV4→内臓クラニアルの順に施術を行ってみた。 

CV4 中のロングタイドができていないのか、施術効果が高まっている実感は少ない。 

水平線の写真を張り出しロングタイドのイメージを上げるようにしている。 

院内に解剖図を張り出し、施術中に解剖図を見ながら施術をするようにして、臓器やクラ

ニアルのイメージを高めながら施術を行っている。 

以前よりも感じ取ることに注意しているため、施術に時間がかかるようになっているが、

反応自体は良くなってきている気はする。 

 

 

平澤 

第 2 回【10 月 11 日】 

 

■受講内容 

1.手の当て方 

  ・手のひらの一部分での圧の掛けかたの練習（手のひらの 4 つわけ、組み合わせ 

る） 



  ・回転をかける（CW：時計回り CCW:反時計回り） 

   

2.頭蓋骨の縫合 

  ・頬骨→鱗状縫合→アステリオン 

  ・冠状縫合→矢状縫合→ラムダ 

 

3.静脈洞テクニック 

  ・洞交会、横静脈洞、後頭静脈洞 

 

4.CV4 

 

 

■受講後 

1.手の当て方 

   遊びをとり、軟やかな圧を意識し以前よりも軽くなっていると思うが、 

   CW,CCW を意識するとチカラが入る 

2.頭蓋骨の縫合 

   練習あるのみ 

3.静脈洞テクニック 

   患者様からの反応がある方とない方があり、手技にばらつきがあるのかな？ 

4.CV4 

  練習あるのみ 

  CV4 感覚が全然わかりません。ただただ、練習あるのみ！です。 

 

  

 

 

上原 

前回よりも手の感覚がわかりやすくなっていました。CV4 のはんののうとしては眠いとい

う反応がでたので脳の使い過ぎなのか考えすぎているのか、あたまのすかいすぎなのか、

それ以外のもんだいがあるとかんがえています。何回かこの CV4 を入れないと問題が取れ

ないことがわかりました。 

 

 

黒瀬 

 



[第４回目・課題] 

 

＜第二回の専科でやった内容を、自分なりにまとめてください。 

また、その内容を、先週、今週と、臨床で落とし込んでみて、 

今までとの違い、患者さんの反応の違いや自分の感覚の違い等を 

書いて提出してください。＞ 

⇓ 

[提出したモノ] 

●来院されてくる殆どの患者さんに 「静脈治療」・「CV4」をまずは使ってみると 

決めました。 

 

●そして、実際に１００％ではありませんが 殆ど使っています。 

 

●余り良いか? 悪いか? 分からない方もいらっしゃいますが 

私の感覚としてはかなりイイ感じです。 

 

●他の手技で 手を乗せてから、ポジションを取る様にしました。 

かなり、いい感じです。 

 

 

 

石川 

【専科課題 2017 年 10 月 17 日提出分】 
＜課題：第 2 回の専科でやった内容を、自分なりにまとめてください。また、

その内容を、先週、今週と、臨床で落とし込んでみて、今までとの違い、患者

さんの反応の違いや自分の感覚の違いなどを、書いて提出してください。＞ 

 

① 神の手のワーク続き 

 

手の平の部位を 4 分割して、それぞれの部位をまずは、座位で背筋をまっすぐ

伸ばして、体幹を使いながら、あるいは、意識で自由に押せるようにする。 

 

また、CW あるいは、CCW で回転しながらやれるようにする。 

 

① －1（2017年 10月 11日授業にて） 

 

手の置き方や、ポジショニングで、手根に力が入った状態で押すことになって

いたり、相手に不快な状態の手の使い方をしていることが、前回の授業の続き



から、さらに、わかるようになった。手の使い方が悪いと見た目も悪い。理想

は、意識で確実に臓器をゆるめるための圧をかけることができるのが一番いい

のだが、単純に手を胴体に置くだけの置いた瞬間からすべて始まってしまって

いることがさらに確認できた。こういったことは、一人で、クライアント相手

に施術しているだけでは把握しにくいことだが、グループにてワークし、お互

いにフィードバックすることで、理解や確認を深めることができた。前回同様、

やれているつもりではなく、確実にやれるよう引き続き努力したい。 

 

① －2（臨床で落とし込んでの感想） 

 

臓器の固着を緩めるために、専科に来る前は、力で緩めようとしていたが、無

駄な力を使うことが少なくなり、相手の状態があまりにもひどすぎない限りは、

ソフトな手の使い方で内臓矯正することができるようになってきた。刺激が強

いやり方から卒業するのが目標だが、地道に目標に近づいているように思う。

また、手の使い方が安定してソフトで確実にやれるようになってくるとお客様

がさらに体を深くリラックスできるのが、感じられるようになってきた。内臓

の動きもよくなる。1 回目の授業の後、手の使い方を変えたことで、内臓治療に

すごく時間がかかっていたが、だいぶ慣れてきて、それほど、時間がかかるこ

となく、やれるようになってきた気がする。もう少し、手の感度を上げて、引

き続き、内臓治療を確実に行えるようにしていきたいと思う。まだ、感じ方と

意識の使い方があまいところがあるように思う。 

 

② グループディスカッション 

・水が情報を運ぶ、情報の伝達の方法として、体液の流れがある。 

・脳脊髄液（CSF）は、脳のみで産生され、栄養だけでなく、意思と意図（情

報）を運んでいる 

・CSF は、脳の保護と代謝の促進をしている 

・リハビリの機械のメーカーが脳麻痺用に皮膚の微弱電流から動くとわかるこ

とをフィードバックできるシステムを採用している。 

・意思と意図も振動情報であり、水に載せることができる 

・脳から CSF で情報が発信され、皮膚は、外胚葉に影響し神経受容器として働

くことができる→情報を巡らせることができる。 

・CSF には、栄養やホルモンが入っていて全身に行く 

・体液の流れが悪いとうっ滞、栄養が入らない、老廃物がたまる 

・頭蓋は、内臓の働きと関連があり、滞りは、内臓の動きが悪くなるので、内

臓とクラニアルの手技は、セットでやる 

 

③ 静脈洞について 

静脈血と脳脊髄液を頭蓋から心臓へと運ぶ排出の経路 

 

1． 外後頭隆起 



2． 上矢状静脈洞 

3． 直静脈洞 

4． 下矢状静脈洞 

5． 横静脈洞 

6． S 状静脈洞 

7． 内頚静脈洞 

8． 後頭静脈洞 

9． 辺縁静脈洞 

10． 海綿静脈洞 

11． 上錐体静脈洞 

12． 下錐体静脈洞 

 

 

1 は、上矢状静脈洞と直静脈洞の合流点 

5 は、静脈洞交会ら左右に伸び、S 状静脈洞に続く 

8 は、静脈洞交会から下に伸び、左右の辺縁静脈洞に分かれて続く 

3 は、下矢状静脈洞から続く 

2 は、大脳鎌の上縁を前方から後方に走り、後頭部の横静脈洞へ 

4 は、大脳鎌の下縁を前方から後方に走り、直静脈洞に合流する 

9 は、S 状静脈洞に合流する 

 

 

＜縫合＞ 

冠状縫合 プレグマ 矢状縫合 ラムダ ラムダ縫合 鱗状縫合 プテリオン  

アステリオン 

 

④ 静脈治療について（以下の図をイメージできるようにする） 

 

頭にうっ滞があるときは、治療に対して反応がよくないときに使うとよい。 

静脈から廃液を促し、新しい動脈血を流入させる。 

 

4－1 静脈洞交会 

外後頭隆起に中指腹を重ねコンタクトする→流れがよくなると頭が動き出す感

覚あり 

力を一点に集めるので、鼻先にエネルギーのベクトルがぬけていく感覚あり 

うまくコンタクトできれば、これだけでも、頭蓋の流れがよくなるのを感じら

れる 

 

4－2 横静脈洞 

 

外後頭隆起より左右にのびる上項線に対し、 



左右の 4 本指先をコンタクトして頭部を持ち上げる。 

8 本の指で頭を少し浮かしてあげる。 

上項線が中心に折れるように頭の重さがかかり 

左右の横静脈洞が開くイメージで行う。 

8 本の指が均一にかかることで、指からの頭をささえる 

エネルギーのベクトルが顔面に横並びに 

抜ける感じ。横静脈洞に沿って流れが促進され、 

頭蓋の流れがよくなるのを感じられる。 

※ただ、持ちあげるだけでなく、4 本の指。を違いに少しずつ開くようにする 

 

4－3 後頭静脈洞 

 

外後頭隆起より下から後頭骨の際にかけて縦に左右の指を 4 指そろえてコンタ

クトする 

左右の指の腹 8 本（頭の大きさにより 6 本あるいは、4 本の場合もある）に均一

に重さがかかるようにする 

均一に重さを分配しながら縦方向に開くイメージ、横方向に開くイメージで後

頭静脈洞を解放していく。 

うまく解放できると上記 3 種の手技の中で一番気持ちよく、クライアントはリ

ラックスできる。最初からうまくできにくいので、ともかく指に均一に重さが

かかるように手の使い方を慣らしてから、縦方向＆横方向に解放していく。 

うまくいくと仙骨までの CSF の流れまで促進する感覚が得られる。 

 

※C1 に指がかからないように注意 

 

（2017 年 10 月 11 日授業にて） 

 

手技に関係なくちょっとした頭のさわり方で、脳圧が上がる。いろんな自分の

悪い癖を発見。 

手の使い方、置き方等に細心の注意を払う必要あり。また、他の人とペアを組

むことで、心地よいさわり方や、心地悪いさわり方を観察する。心地悪いさわ

り方をちょっとでもすることで、施術がすべて台無しになる。頭を触った瞬間

からすべてが始まっていることに注意する。とにかく回数をやるしかない。 

 

（臨床で落とし込んでの感想） 

 

後頭静脈洞の手技がまだ、うまくできない。指のセッティングがいまいち。上

記手技がうまくできるとクライアントが深くリラックスでき、その後の SBS が

うまくできる。 

 

⑤ CV4 



 

静脈洞治療と CV4 を先にやることで、体が治る準備ができる 

 

1．側頭骨を両手で持って第 4 脳室に水に貯まるイメージ 

 

2．ロングタイドを呼んで電磁場のエネルギーを 

 クライアントと術者の周囲に満たし、 

 さらに頭部に満たしていく 

 

3．一次呼吸を感じながら膨張時に広がりを 

 止めるように意識で止めていく 

（止めようとしなくても勝手に止まる。） 

 

4．広がりが止まるスティルポイントに達成する 

5．そのまま待っていると０次呼吸がはじまっていく 

6．0 次呼吸の広がりを解放しながら、宇宙エネルギーにつなげていく 

 

今回は、3 までやれるように実践（佐野先生より） 

 

 

（2017 年 10 月 11 日授業にて） 

いろんな人の説明が細かいところで違うので、混乱するところもあるが、とも

かく 1 次呼吸を感じれるように意識してやってみた。脳室などの解剖学上の位

置もきちんとイメージできるとよい。松尾先生の動画も参考にイメージにつな

げていく。 

 

（臨床に落とし込んでの感想） 

・施術時間に余裕があるときにしかなかなかやれないが、静脈治療の次にやる

ことで、頭蓋の解放が促進される感じがする。最近は、急に気温が下がり、頭

蓋骨右側が締まっている感じの人が多い。夏の状態の頭と当然だがぜんぜんち

がってきている。可能な限り、臨床に入れて行きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

内藤 美和子 

 



〈10 月 11 日専科 ２回目〉 

 

1 手の使い方復習 

 

  手をやわらかく  肘入らないように 

 

2 手の平を４分割して感じるワーク 

  １ヶ所。 

  ２ヶ所。 

  その部分を感じる 

  相手にどこを触っているか感じてもらい、場所をあててもらう。 

  あててもらうのが全部は正解しなかった。手掌に力が入りやすいよう。 

3 3 人で内臓の手当てを感じる。見るワーク。撮影も行う 

  私はコンタクトする場所にややつっこんではいっている癖があるので、て関節に余裕

もたせる後方に位置するといいようだ。 

   他の先生を観察すると、身体が患者の身体にのるようになっている。手の圧が垂直で

なく、サイドに流れているなどが感じられた。 

 

4 静脈洞の名称 

 すべて書けたが、上錘体静脈洞と下錘体静脈洞の漢字が垂体と間違っていた。下垂体と

してしまった。錘体とは、形状だろうか。 

  →調べる 

  辺縁静脈洞 大孔の回りを囲うように存在 

 

5 縫合を触るワーク 

  

6 瞑想 

 

7 静脈洞のテクニック 

 ① 洞交会 

   外後頭隆起に両側の中指をコンタクト。 

   最初は全体で支えるが、徐々に２本のみで支える。 

   力が頭蓋内に浸透していき、洞交会に刺激が入るイメージ 

 ② 横静脈洞 

   後頭骨隆起より左右に延びる上項線に対し左右の 4 指尖をコンタクトして持ち上げ

る。 



   FB プレスのテクニックはこれと同じ作用を狙っているのかもしれないし、しても良

いだろう。 

   心地よさは①より感じられる。 

 ③ 後頭静脈洞 

   ①、②、③長い時間やると脳圧は上がる。上手にやれば脳圧はあがらない。 

8 CV4 cerebral ventricle 4 

   第 4 脳質の位置や形状を意識し側頭骨プロセスから後頭骨のあたりをコンタクト。 

  脳脊髄液を流すイメージで。 

 

 ＊7、8 は内臓テクニックの前に行うと効果的。血流、自律神経を整えてから内臓治療に

入ることで内臓治療の効果が高まることが期待できる。 

 

9  実技指導   寝かし方、起こし方、横隔膜、大腰筋、蝶形骨 ３分で  指導成瀬先

生 

 指摘された点； 

     時間３分と設定されたが、８分くらいかかった。 

 時間感覚が乏しい。 

 寝かし方、起こし方では丁寧ではあるが動作と口頭指示のタイミングがあっていない。 

 内臓ではとらられていない。 

  

  反省点 とにかく時間への意識が薄い。真剣さがなかった。 

      丁寧にと意識しすぎた。内臓を捉える前に時間切れとなっていた。 

      起こし方でも、言われた通り、タイミングがあっていない。余計なことは言

わない方がいいと臨床上もわかって行動しているが、テストとなると 

      運転免許をとる教習所の感覚で、無駄に確認に時間をかけすぎていたと思う。 

       どんなときも患者さんに合わせる、臨床と思って臨みたい。 

 

＜今週の臨床＞ 

 静脈洞テクニック、CV4 やってみた。 

 時間が長かったか、うまくなかったか、実施直後脳圧は上がって頭は重くなってしまっ

た。 

 その後内臓、クラニアル治療後頭の重さは戻せた。 

 肝臓、腎臓のゆるみがいつもより早いような気がした。 

 治療後眠くなってしまう方が多い。治癒のために良いこととは思うが、これから仕事と

か、佐野先生がお話されていたように、これから受験ですというような状況の方に、覚醒

方向に調整できる可能性があると聞いていたので、まだこちらの実践ができなかったが、



今後やってみたいと思う。 

 

 

 

若松 

課題 

 

第２回の専科内容まとめと 

今までとの違い 

 

①頭部の静脈洞をイメージして、静脈の流れを良くすること 

  １洞交会静脈洞 

    小脳テント、小脳鎌、大脳鎌に、刺激を浸透させてゆくこと 

 

  ２横静脈洞 

    頭蓋内の左右の横静脈洞が開いて広がり、流れてゆくように、すること 

 

  ３後頭静脈洞 

    小脳テントを広げてゆくように、イメージして行う 

 

  ４ CV4  

            第四脳室へ、生命の息吹きを込めるように、イメージして行うこと 

 

  患者様に内臓の前に施術させていただくと、１人、施術後にとても、小顔効果が表れた

方がおられました。 

また、静脈洞に触ってから、すぐに頭部の重さを感じ、不快ですと言われた方が、１人お

られました。 

自分自分は、静脈洞テクニックのせいなのかどうかは、ハッキリわかりませんが、専科の

後から、喉が痛みまして、その後、3 日間、鼻水が大量に出続けました。 

多分、風邪ではなく、好転反応ではないかと思っています。 

 

 

②手のワーク 

  手のひらを、 

   ①小指側の上方 

   ②親指側の上方、 



   ③小指側の下方 

   ④親指側の下方 

  に分けて、力のかけてゆく場所を変えてゆくこと。 

 

まだまだうまくコントロールできない時も多いが、自分の手元の感覚が、もともと、②の

部分に力がかかり過ぎていたことが、練習台になってくれた方の感想から判明した。 

以前は、③と④の部分に力がかかり過ぎと、言われており、手のひらに均等に力をかける

ように、変えてきたつもりではあった。 

また、改めて、手に均等な力がかけられるように、手のひらの力を細かくコントロールで

きるように努力しています。 

 

提出、ぎりぎりで、すみません。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

鹿久保 

第二回専科を受けて。 

授業内容 

  

手の使い方 ４点の圧の感じ方 どこに固い部分、引っ掛かる部分があるのかを感じる。 

  

外後頭隆起の位置  

  

洞交会テクニック 

中指の指腹を重ねるか、合わせて、外後頭隆起にコンタクト 

二本の中指で、頭の重さを受け止める。頭蓋を少し持ち上げるイメージ 

中に力が入っていき、洞交会に刺激が入るイメージ 

※自分の場合、頭蓋を持ち上げる際に、拇指に力が入る事を注意されたので、臨床で気を

付ける。 

  

横静脈洞テクニック 

隆起より左右に伸びる、条項線に対し、左右の４指先をコンタクトし、８本の指で頭を浮

かしてあげる。 

上項線が、中心に折れるように、左右の静脈洞が開くイメージ。 

８本の指に同じ重さがかかるように。四指を少しずつ開くように。 

※きちんと指で上げる、重さがかかればいい。8 本同じ圧を気を付ける。 



  

後頭静脈洞テクニック 

縦に左右の４指をそろえ、外後頭綾にコンタクト 

左右の拇指球で頭を保持する。 

お互いの指を少しずつ開き、外方向に向けて、力を加える。 

これにより効果的に静脈洞を開放できる。 

※頚椎１番にかからないようにする。指全体に圧を均等にする。 

  

ＣＶ４ 

乳様突起から、第４脳室を意識して行う。 

左右固い所がないかを、チェックする。 

静止点に誘導する 屈曲させないように抑える。 

佐野先生の教えにて、ロングタイドを同時にやる。 

 

  

  

治療をしてみて 

静脈洞テクニックをし患者さんの脳圧があがり、拡張し、ＣＶ４後（ステルスポイント）

には、拡張が強くなりその後一時呼吸が改善した。拡張することによって、回復する力が

上がっていると思われ、そのご患者さんは、頭がすっきりし、全身か軽くなったと喜んで

くれる方がほとんどでした。 

  

 

 

坂梨 

課題：専科第二回のまとめ 

〇専科第二回目で学んだこと 

  ・触れ方の復習 

  ・掌の蝕知 UP 

  ・ロングタイド復習 

  ・実技テスト 

  ・脳静脈、横隔膜 

  ・洞交会、横静脈洞、後頭静脈洞、CV4 

 

〇感想 

 出来ていると思っていたことが、実技テストで出来ていないと分かったことが実りでし



た。 

 なぜ結果があまり出ていないのか。結果が出ていない人との違いがよくわかりました。 

 特に、「いのちの輝き」を読んで、触診能力を磨かねばいけないと思っていたところでの

結果でしたので、 

 本当に最初の最初から身に着けていかねばならないと地道に練習しております。 

 また、今回の実技テストでも、「手根が入っている」と言われても、「やり直さなければ

力は抜けない」という事も 

 わかっていなかったため、大変お手数ですが、間違っていたら全てご指摘頂けると幸い

です。 

 また、LINE での松尾先生からのご指摘にもありましたように、「勉強」がとても甘かっ

たと思います。 

 自分から望んで専科という素晴らしい環境に身を置かせて頂いているに関わらず、日常

に流された結果だと思います。 

 気を引き締めて今一度勉強しなおします。 

 

〇臨床 

 患者様の殆どに、脳静脈・CV4 テクニックを行っております。 

 しかし中々実感頂ける結果にはなっておりません。 

 時々、自身の頭を使ってやってみると、可動域等に変化は出ますが、しばらくすると重

くなります。 

 やはり、何か足らないのだと思います。 

 また、通常の内臓テクニックも五里霧中のような状態で何が正しいかわからない状態に

なっていますが、 

 そこで我流に変わることなく、専科で教わった基本、姿勢・手の力・蝕れ方などを意識

しながらやって 

いきますので、学部のフォローに出た折にでも専科生とペアを組み、やり直しを図ってい

きたいと思います。 

 

丸尾 

◉ 10/11(水)の振返り 

内容：CV4、静脈・横隔膜と周辺の繋がり、7Step について 

 

正直、勢いのまま申し込みしたので授業や学校の方向性がいまいちわからず(汗)勉強の仕方

がわからなかったのですが、前回と今回の授業を通して少しわかってきました！次回は、

しっかり復習してテストに臨みます m(__)m 



 

特に、内臓の中でも横隔膜が自分の中でいまいち理解できていなかったのが明確になりま

した！月末に解剖の見学に行くので、しっかり勉強・観察して頭に叩き込んできます(＞＜)‼︎ 

 

CV4 をお客様に試してみたら、前回の 7Step の時より深い眠りに入っていた感じがしまし

た。 

 

あと風邪を引いて高熱を出した前夜と同じ症状が出たので試しに自分にやってみたら、次

の日体調が戻っていました！(他にも対策したので要因がCV4+7Stepかはわかりませんが、

前回は 7Step のみ→高熱、一週間程寝込んでました) 

 

まだ内臓への感覚がわかっていないので、そちらも磨いていけるように試してみます。 

 

 

 

新 

13 日に学んだこと、実際学んで臨床で変化したこと 新博昭 

コンタクトするときの軸をつくる大切さ、どうしても自分は圧そうとする意識が強く、前

傾姿勢、肘肩手根に力が入りやす傾向がありますが、 

コンタクトに対しての立ち位置、へその位置、重心などを調整すると、肩肘手根に無駄な

力が入らないようになっていきました。 

また、圧をこちら都合で入れるのでなく、相手のからだに合わせ意識で自然に沈みこませ

ると防御反射がおきずらいコンタクトになったように思います。 

 

手を四つの部分に分けどこに意識を置いているか、ｃｗ、ｃｃｗなどを感じ取ることも学

びました。今まで手を 4 か所を意識していませんでした。 

 

意識の入れ方 

耳に意識をすると頭が膨らむ感じになるその状態で 1ｋｍずつ 7ｋｍまで先をみて 

そこから横に広げ、高さを広げ 4ｋｍまで 1ｋｍずつもどる 

 

静脈洞交会 

両中指の指腹を重ね外後頭隆起にコンタクト頭の重さをそこだけでしっかり受け止め洞交

会に刺激を与えるイメージで 

イントラの先生の受けた感想は思った以上がっしりの感じでした 

 



横静脈洞 

隆起の左右にのびる上項線左右 4 指尖を置いて（8 本の指の重さは均等に）そこを通る横静

脈を広げるイメージで指を横に広げる 

こちらもイントラの先生の受けた感想は思った以上がっしりの感じでした 

 

後頭静脈洞 

縦に左右 4 指をそろえて（指が左右交互）外後頭稜から下へ（大きさによっては 8 指でな

くてもよい） 

8 本の指は同様の重さでお互いの指を開くようにしつつ外側へも開く 

 

CV4 

側頭骨のプロセス付近に母指球をコンタクトして第 4 脳室（脳幹と小脳の間） 

を意識してコンタクトこのとき固さや可動性がないほうに問題がある 

一時呼吸に合わせ動かしたり、あえて屈曲の動きを邪魔して解放することでさらなる効果

が望める 

 

成瀬先生のテスト 

寝かせ方、服装と姿勢の矯正をできなかった 

脚頭上げチェックはもう少しゆっくり上げると違いがわかる 

横隔膜、大腰筋、コンタクトなどはそこまで悪くなかったが深く入れようとした時の手根

が気になった。 

横隔膜の脚から大腰筋が狙える 

 

以上が学んだことになります 

しかし 1 回目がなかったらコンタクトはすべてできてないって言われていたと思います。 

 

臨床では軸を意識すること圧の入れ方を意識することで、かたい（悪い所が）授業前より

分かりやすくなりました 

静脈とｃｖ4 を入れることで脳圧の下がるスピードも上がったと思います。 

徐々に防御反射がでにくくなっていると思います。 

 

川畑 

 

授業のまとめ 

⚫︎静脈洞テクニック 

 



・洞交会     

外後頭突起（盾と横のつなぎ目が交わるところ）  に  中指で一点集中 

わたしの場合場合 中指以外の指は力を抜いて広げてしまった方がいい 

 

・横静脈洞 

外後頭突起から左右にのびる目尻から耳横の一直線上辺り（自分で思うより以外と上）指

先 4 本で 持ち上げて開く感じ 

なるべく力を 4 本に均等に心がける 

 

・後頭静脈洞 

縦に指先を交互に 4 本重ねる 

後頭静脈に沿って あてる 

指先を左右開くような感じ 

自分の場合は 体の位置を 結構上からやったほうが 指が立てやすい 

注意：c1 にかかってはいけない 

 

 

⚫︎静脈洞を覚える 

⚫︎静脈の流れる方向 

⚫︎静脈洞テクニックと CV4 の組み合わせ 

（基本的には静脈洞から CV4 の流れ） 

 

CV4 とは…盆の窪あたりを手のひら 指 4 本重ねて 頭の重さだけをのせる 

20 分くらい？割と長くやらないと効果がでない 

 

 

⚫︎実技チェック 

・肝臓下に下げると 脳圧が上がるのでダメ 

 

・蝶形骨  場所はあっているけど サイド挟みすぎ  もっと触らないぐらいでよい 

 

・大腰筋 まで届いていない  

    自分も男性にやられるときに 圧迫感がとてもあり不快感があるので自分が相手にや

るときも 痛いのではないかと  遠慮と手探りがでてしまうので  もっと集中的に練習が

必要  怖いの克服 

 



 

山本 

手のワーク 

前回より立ち位置や肘の角度など意識が自然とできるようになってきた。 

うまく身体で押せるようになってきたが指先に力が入ってしまう時がある。 

その時は指先が硬かったり、手先が冷えているが多いので、手の柔軟性も大切だと改めて

感じました。 

 

また受けた時に手押しの感覚、身体で押してる感覚を感じられたので良かった。 

 

どこの部分で押すかも、押しながら相手の身体の反応やセンサーとして常に意識している

のが大切。 

情報を読み取る。 

 

キネシオロジーで相手から答えを聞くのも大切だが、こちらから病変ポイントを探してキ

ネシオロジーで聞くのも臨床で効果があった。 

相手の脳に知らせて上げる感じです。 

ここに問題がありそうですが治療は必要ないですか？って感じで。 

 

午後のテクニック 

 

洞交会はポイントをとらえ、待ってると緊張が取れる感じがする。 

しっかりポイントに刺激を与えないといけない。 

首を緊張させてはいけない。 

 

どこを意識して調整してるか意識が入ることで身体への反応が違う。 

またどの静脈が緊張してる萎縮してる、炎症が起きてるなど情報を入れて上げると良い結

果が出た。 

静脈洞の手技もひろげる際、手でやりそうになるので呼吸に合わせて方向も意識してやる。 

また目を閉じてしまうこともあるのでしっかり変化を目で感じれるようにしっかりみる。 

 

cv－４ 

 

病変という感覚がわかったきた。 

またその病変の原因を明確にして上げるとより効果が上がる。 

その病変の根本はどこかを探しメジャーポイントを調整することが身体にとって大切。 



最初にとるとそのあとの調整がしやすくなった。 

実際使って見て身体の変化が大きい。 

特にこれらの手技を行った時は患者さんをゆっくり起こさないといけないと感じた。 

 

あとは練習では方向など、意識する所、萎縮ポイントなどを感じながらやっていきたい。 

 

また知識が増えるとイメージしやすく結果も違う。 

また知識が増えることでキネシオでの出てくる答えが深くなった。 

技術はもちろん、勉強して知識を増やし続けることが大切だと改めて感じました。 

> 

 

伊藤 

掌を四分割して触れる手技の場合手根が当たってしまい、掌の細かい感覚が伝わらなかっ

た。 

また手の置き方に意識がいってしまいました。 

これも置くと言う動作よりも意識をそこにもっていく感じでいい様に思います。 

 

静脈洞への３つの手技 

静脈洞交会、横静脈洞は頭の重さを支えるのが難しいです。 

この二つの手技の時、組んだ相手の方の感想は眉間の辺りに来ている感じがあると言われ

ました。 

後頭静脈洞への手技では気持ちが良いという感想をもらいました。 

 

横静脈洞の手技の所で 

〈上頸線が中心に折れる様に重さがかかり〉という説明ですが、実際どの様になれば良い

でしょうか？ 

この手技の時、外後頭隆起を基準にして耳の上辺方向に指先を広げていきました。 

CV4 に関しては感覚がつかめません。 

 

実技のテスト、静脈洞、横隔膜のテスト共に反省することばかりです。 

与えられた課題だけでなく、積極的に知ろうとすることがこれからの自分の課題です。 

ありがとうございます 

また  宜しくお願い致します 

 

 

森澤 



内容のまとめ 

・今回検査と手技のテストがあり自分が全然できていないことやそもそも場所を間違って

覚えていたのがわかりました。 

 

・静脈洞交会と横静脈洞と後頭静脈洞とＣＶ４の手技を習いました。静脈洞の手技は頭の

中の古い静脈血を流すことで身体の反応を良くする目的なので７ステップなどの前にやる

と効果的。ＣＶ４はこれまで習ってきた水平線の意識（ロングタイド）を使って屈曲位の

時に抵抗を加えてスティルポイント（静止点）にもっていく事で循環の停滞の改善が期待

できる 

 

 

臨床での実践 

・静脈洞の施術を始めるとイビキをかいて眠りに入る人が多い。施術後に本人に聞いてみ

ると意識はあるが身体が勝手にピクピク動いて不思議な感じがしたと言われました。 

 

ＣＶ４ではまだこれだというスティルポイントは掴めていない。イントラの先生が言って

いたスティルポイント後の爆発する感覚もいつか感じれるようになりたいと思う。 

 

 

江口 

 

第２回の専科でやつた内容は、手の平を４ヶ所に分けての使い方と 

①洞交会 ②横静脈洞 ③後頭静脈洞 ④ＣＶ４ でした。 

  

早速、１２日からの施術に取り入れてます。 

手の平の使い方は主に横隔膜と大腰筋の調整時に使っています。 

ＣＷとＣＣＷ今までと引き方を変えていますが、患者さんには分からないようです。 

①②③④は施術の一番最初にやっています。 

④は以前からやっていたので出来ていると思いますが、 

①②③は初めてなので出来てるか心配です。 

特に③の指の使い方が難しいです。 

施術後に患者さんからは、今までより頭が軽くなった、 

目がよく見えるようになったと言われました。 

 

 

岡田 



１０/１１（水）第二回 臨床専科 

 

やったこと 

・手のワーク（手のひら 4 分割バージョン） 

・基礎ワーク 皮膚から目的の場所まで段階に押していく 

・縫合チェック 

・課題 静脈洞の場所、流れ 

・昼休み 脳の液体が流れているとなぜ、健康になるのか？ 

・静脈洞テクニック 洞交会、横静脈洞、後頭静脈洞,CV4 テクニック 

・成瀬先生、チェック 寝かせ方、検査（頭、足）、横隔膜、大腰筋、SBS,起こし方 

 

・手のワーク（４分割バージョン） 

       掌を均等に圧をかけている意識をしているが、実際にはうまく圧がかけら

れていない部分 

       がある。私の場合は、②と④の圧や意識が引くような気がする。 

       感じたことは、術者の感覚より、受け手の感覚（答え）あっているような

感じがする。 

       （術者の勝手な思い込みで押している感じがする。実際には思っていると

ころは押せていない。） 

       均等に圧がかけられないと、意識がしっかり入らない、滑って違う方向へ

流れてしまうような 

       感じがしました。できるだけ真上から均等に意識して圧をかけることが大

切。 

       それが慣れたら、①～④に意識をして、CW,CCW をしていった方がわかり

やすい。 

・基礎ワーク 

       皮膚から目的の部分まで圧をかけていく 

       前回よりは感覚が良くなってきている気がしますが、まだ肘が開いてしま

っていることがある 

       写真で見ると腰と膝がうまく使えていなく体が傾いてしまっているので、

できるだけ正中線が 

       曲がらないように軸をしっかりして、コンタクトしていくことが課題です。 

       前回もありましたが、横隔膜ができていない。 

 

・縫合チェック 

       乳様突起から、アステリオン→鱗状縫合→プテリオン→ステファリオン→



冠状縫合 

       →ブレグマ→矢状縫合→ラムダ縫合へ 

       プテリオンとステファリオンの位置があやふやでしたが、それがわかるよ

うになって良かった。 

       いつも思いますが、冠状縫合は頭頂部に近い位置にある。 

・課題と昼休みの課題 

       静脈洞の場所や流れる方向への位置を再確認できたが、まだ細かい部位の

名称を覚えきれて 

       いない。 

       また、昼休みの課題で、松尾先生の、人間は海から陸に上がるために自分

の体に海を作って 

       脳を浮かしているお話は興味深い物でした。そして内臓の１つ１つの細胞、

細胞間に 

水を届けて、動きがある状態にすることが大切。そういう意識の使い方が必要だと思いま

した。 

ということは固くなった臓器にアプローチする際は臓器自体が柔らかくというよりも、そ

の 

臓器自体の細胞同士が良く動けるイメージ（スプレッド）をもって、施術したほうがもっ

と 

効果的だと思いました。 

横隔膜と関連する臓器の課題では、思い直してみて横隔膜の下垂によって体全部の不調に

つなが 

るのではないかと思いました。 

横隔膜が下垂することによって、下の臓器が圧迫され、消化活動、排泄活動、生殖活動の

機能 

も低下し、反り腰や腰痛（腎臓、大腰筋問題）、下肢痛の筋・骨格系の痛みを引き起こし、 

また、裂孔を通る動脈、静脈にも負担がかかり循環器系にも影響。 

逆流性食道炎などの症状も横隔膜がかかわっていると思います。 

また、肺による呼吸器系の機能も低下し、体が 

酸素不足になり、猫背や、呼吸が浅いことによって交感神経の活動が盛んになり、自律神

経症状 

が強くなり、うつ病、精神疾患などもおこしやすい。 

そして、臓下垂や矢状縫合が固くなることによって、頭蓋の動きが悪くなり特に蝶形骨の

動きが 

悪くなると下垂体に影響が出て、ホルモンバランスが崩れ免疫系にも影響が出やすいので

はない 



かと思いました。横隔膜の問題だけでこれだけ体に影響がでる可能性があると思うと、横

隔膜 

はただ緩めるだけではだめだと思いました。また、真下に下垂という感覚ではなく右、左

に回旋 

しながら下垂しているのかなとも、今回の授業に参加して、試してみて思いました。 

 

・静脈洞テクニック 

    初めてのテクニックだったので、全然できていない状態でした。 

    自分の指を各静脈洞にきちんと触れていない状態。どこかの指が触れていなかっ

たり、強く当たりすぎ 

    足りしていました。 

    ただ、洞交会、横静脈洞、後頭静脈洞もそこにしっかり刺激を入れることが大切

ということが 

    わかりました。あとは繰り返し使って、きちんとコンタクトして、適量の刺激を

入れること。 

    CV4 に関しては、上記の３テクニックとは違いもっと、次元が違うものだと思い

ました。 

    ０次呼吸？CV4 の中で８の字に揺らぐ感覚や、動きが止まってしまうスティルポ

イント、 

膨張する（膨らんで消えていく）感覚は全く１次呼吸とは違うものでした。 

 

・成瀬先生チェック 

    寝かせ方、検査（足、首）、横隔膜、大腰筋、SBS、起こし方 

     

    横隔膜で脚をとらえることがしっかりできていなかった。CW,CCW するときにテ

ンションを１回 

    緩めてしまう癖がついているのでそこをできるようにしていく。 

    寝かせ方、起こし方についても体を痛めてしまう可能性があるので、患者様に理

解して動いていただく 

    ことが必要だと再認識しました。 

 

    SBS の時だけ、緊張？して手が震えてうまく矯正しにくい状態が続いています 

    （成瀬先生だけでなく、ペアを組んだ方の中にもいました。） 

    うまく自分の場が作れていないのでしょうか？ロングタイドをもっと意識してい

こうと思います。 

 



     

     

鬼頭 

専科２回目まとめ・臨床報告 

 

手のワーク 

注意点・・肘に角度をつけ過ぎない。手はふわふわに。どこまで刺激を入れるのか 

     しっかりイメージして押す。 

手のひら４箇所ワーク 

注意点・・立ち位置施術者の姿勢が出来ていないと、受け手の感覚が変わる。押し 

     こむのではなく、イメージで 

静脈洞テクニック 

１洞交会・・・血液を集めてジワリ緩むのを待つ 

２横静脈洞・・桐交会を緩めたら、４指を広げて行って蝶形骨方向に静脈洞を広げ   

       るイメージ。左右均等に重みがかかるイメージ 

３後頭静脈洞・後頭静脈洞を縦に広げるイメージ、その後横に広げるイメージ 

CV4 

側頭骨際に親指付け根を当てて意識は第四脳室の脈絡叢に、ロングタイドで 100 秒に一回

くる揺れを感じ、止まったら広がりを感じる。ピタッと止まるまで。 

 

臨床 

６歳の男児 

突然の奇異な行動（突然カエルのようにぴょんぴょん跳ねたり、足をばたつかせたり、お

母さんの首を絞めたり）と全身の痛み、特に左膝関節の痛み 

左仙骨ロック、左腰のハリ、頭蓋の歪み 

問題箇所は一番は精神問題、怒られることの恐怖と弟と比べられての愛情不足。仙骨を緩

めトラウマをとり、膜を緩め、静脈洞テクニックを行うと子供にしては異常に後頭骨が硬

い。CV4、腎臓をゆるめたら腰のはりが取れて膝の痛みがとれ体が軽いと言ってくれまし

た。 

 

５３歳保険のおばちゃん 

喉がいつもイガイガしていて、違和感がある、右目が引っ張られている違和感 

30 歳の頃事故をして鎖骨を折った時に骨の治療の為にホルモン剤を打ち続けてから声帯も

変化して声が低くなってしまう。 

別れたご主人からの DV によるトラウマで子宮もとり、心臓もカテーテルを行なった過去

がある。 



今までの治療でトラウマをとり、体の硬さも取れてきましたがどうしても喉の違和感と右

目の違和感が取れませんでした。 

今回静脈洞テクニックを行なったら「何か内側から首に流れ始めた」と言われました。静

脈の流れを意識して行なってましたが、頸静脈孔から内頸静脈への流れを言われたので、

びっくりしました。 

CV4 を行なって蝶形骨の硬いところを意識して治療したら、右目の違和感も取れたと言わ

れました。 

 

40 代 OL 

頚椎のそばに神経鞘腫が出来て四年前に手術をされた事がある患者さん 

右手の痺れ、睡眠障害 

仙骨ロック、両腰のハリ、頚部の異常なハリ、頭蓋の歪み 

感情問題が腎臓、胆嚢に出ていました。仙骨緩めて、感情問題を取り、膜を緩めて静脈洞

テクニック、内臓、CV4、クラニアルで右手の痺れが取れて楽になったと言ってもらえま

した。 

 

 

 

50 代美容師 

左手の痺れ、胃の不調、左足の痛み、臭覚の麻痺 

左仙骨ロック、左後頭部のはり、腹膜の硬さ 

生体科学の経皮毒と体内毒素を取り除いた後仙骨、膜を緩めて静脈洞テクニックを入れた

ところで、「なんか臭う」と・・・ 

その後循環器の問題、腎臓を緩め動きの硬かった蝶形骨を緩めたら、鼻が通り臭いがする

し、胃が楽になって足も痛みが取れたと喜んでもらえました。 

 

 

手のワークを思い出しながら肘に力を入れない、スーと患者さんの体に沈む感覚を徹底し

て行なった結果、今までより患者さんの硬い部分と引っ張られている箇所がわかるように

なりました。 

静脈洞テクニックと CV4 の効果もあって、既存の患者様からも可動率や身体の温かさ、頭

の軽さ、痛みの軽減などの違いを感じてもらってます。 

知識、意識（量子）、テクニック、どれが欠けていても効果が出ない事を感じました。 

もっと本を読み込んで知識、意識をつけていかねばならない事を実感しました。 

 

 



 


