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渡辺浩之 （２００４．１２．２０作成） 

 

おそらく、うつ病がひどいと、ここに書かれてあることは理解できないかもしれません。 

そのときは、家族や友人に読んでもらって、よく説明をしてもらってください。 

（要約） 

１． うつ病は、心の歪と脳の機能障害なので、脳を治し、心を治すことが必要です。 

あなたは、大切な存在です。あきらめないこと。絶対、治ります。 

２． 基本的な戦略プログラムとしては、脳－心－身体をバランスよく治すことを実施する 

(ア)うつ病かな、と思ったら、精神科に行くこと 

(イ)うつ病と診断されたら、抗うつ剤による治療を行うこと 

(ウ)できるだけ、仕事や学校を最低三ヶ月は休み、できるだけ寝ていること 

(エ)体力が復活したら、栄養(プロテイン等)で脳を元気にさせ、TFT 法で不安感を解消する 

(オ)瞑想やヴィジュアライゼーションで心の整理を行う 

(カ)整体や腰湯で体のメンテナンスをする 

３． 治療に際しての注意 

(ア)あせらないこと・がんばらないこと 

(イ)抗うつ剤の副作用を恐れて、途中で止めないこと 

(ウ)重要なことを自分で判断しないこと 

(エ)オカルト療法や宗教には頼らないこと 

(オ)できるだけ、一人にならないこと 

４． 寝ていてもだめ、抗うつ剤も効かない、精神科医ともケンカした、という八方ふさがりの

方は、ここで示した裏技を試してください 

(ア)脳に栄養を与えるために、プロテインを毎食４０ｇずつ取る 

：3日から１週間で効いてきます 

(イ)自宅では何もせず、うつ病を無理に治そうとせず、瞑想をやる程度にする 

：二週間ほどでかなり落ち着きます 

(ウ)整体で体の歪を取り、ねじれるようにする：２週間程度で元気になります 

(エ)ケチャで軽いトランス状態になる：落ちこんできたら試してください 

(オ)腰湯で骨盤を温める：一週間ほどでかなり元気になります 

(カ)マクロビオティックを取り入れて、血をきれいにする 

(キ)呼吸法をマスターする 

(ク)簡単な瞑想法をマスターする：一日、3分で約一ヶ月 

(ケ)ヴィジュアライゼーション：一日、3回で約一ヶ月 

(コ)TFT 法で不安感を無くす：すぐ効きます 



うつ病復活マニュアル 

Written by Hiro.Watanabe 

20 DEC. 2004 

 2

１．うつ病のしくみ 

 憂鬱（ゆううつ）である、やる気がでない、理由もなく悲しい・寂しい・空しい、感情が湧かな

い等、悲哀感を感じる。さらに、学習や仕事の能率が下がり、人の話にもついていけなくなる。そ

して、 睡眠障害、食欲不振、頭重感、肩凝り、便秘などの自律神経症状など身体障害が生じる。

こうした症状が二週間以上続くようだったら、うつ病を疑ってください。うつ病は、心の歪と脳の

障害によって起きるものだと思います。コンピュータなら、パソコン本体の故障とソフトウエアの

バグが重なって、ネットワーク障害を起こしているようなものですね。 

 うつ病の発症率は高く、経済的に発展した国においては、 2 番目に深刻な障害です。 

うつは反復性の病気で、慢性化や障害が発生する可能性もあります。適切な治療を行わない場合、

うつ病は 6 か月以上継続する場合があります。 

うつ病が危険なのは、自殺してしまう、ということです。慢性的なうつ病患者の 6 人に 1 人は

自殺しています。自殺の衝動は、うつ病がひどくなったときだけではなく、治療を始めて治りかけ

たときにも起きます。うつ病が原因で自殺する人の数は、少なくても、交通事故の死者数より多い

ことは確かです。 

これらの数値は、うつ病の認識と治療の重要であることを示していますが、精神病ということも

あり、治療を受けに病院に行く人が少ないのが問題です。 

うつ病だろうか、と思ったら、まず、精神科に行きましょう。できるなら、仕事や学校を休み、

ある程度治るまで寝ていましょう。  

すべては、それからです。 

あなたが死ぬ理由など何もないのです！ 

うつ病は、必ず治る病気です。あきらめないで下さい。 

  

３． うつ病の症状 

簡単な方法で、今、自分が抑うつ状態にあるかどうかがわかります。やってみてください。この

程度だったら、落ち込んでいてもできるはずです。もし、これも出来ないくらいなら、すぐに、最

寄の精神科に駆け込むことをお勧めします。 



うつ病復活マニュアル 

Written by Hiro.Watanabe 

20 DEC. 2004 

 3

うつ病の自己診断シート 
次の質問に対し、次の A～D の回答のうち 1 つを選択してください。  

A - ないか、たまに  

B - ときどき  

C - かなりのあいだ  

D - ほとんどいつも  

 

 A  B  C  D   

 ない 時々 かなり いつも 点数 

1.気が沈んで憂うつだ  1  2  3  4   

2.朝がたは いちばん気分がよい  4  3  2  1   

3.泣いたり、泣きたくなる  1  2  3  4   

4.夜眠れない  1  2  3  4   

5.食欲は ふつうだ  4  3  2  1   

6.性欲がある  4  3  2  1   

7.やせてきた 1  2  3  4   

8.便秘している  1  2  3  4   

9.ふだんよりも 動悸がする  1  2  3  4   

10.なんとなく 疲れる  1  2  3  4   

11.気持ちは いつもさっぱりしている  4  3  2  1   

12.いつもとかわりなく 仕事をやれる  4  3  2  1   

13.落ち着かず、じっとしていられない  1  2  3  4   

14.将来に 希望がある  4  3  2  1   

15.いつもより いらいらする  1  2  3  4   

16.たやすく 決断できる  4  3  2  1   

17.役に立つ人間だと思う  4  3  2  1   

18.生活は かなり充実している  4  3  2  1   

19.自分が死んだほうが ほかの者は楽に暮らせると思う 1  2  3  4   

20.日頃していることに 満足している  4  3  2  1   

素点の合計点数  
- 各質問に対し、 症状の程度 として下記の 1～4 の点数をつけます。  

合計点数  

評価点 (合計点数 x 1.25)  
評価点  

<50: 普通  

50-59: 軽度のうつ病  

60-69: 中～高度の大うつ病  
 

>70:  
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４． うつ病の治し方 

 うつ病が治りにくいのは、心の病なのか、脳の病なのか、いまだにはっきりしていない点にあり

ます。通常の精神病であるならば、カウンセリング等の治療が有効なはずなのだが、そうでもあり

ません。最近の抗うつ剤による治療は、副作用も少なく、かなり有効ですが、まれに副作用で自殺

者が出たりするケースもあります。 

 しかも、うつ病患者は判断能力やコミュニケーション能力が低下しているので、医者に不信感を

もったり、（おかしい医者が多いのも事実だが）、薬の副作用を過剰に恐れたりして、結局、治療効

果が上がらないことになります。ここが、うつ病の辛いところです。 

 ここでは、うつ病の治療をいくつかの手順で示めします。 

 

うつ病が治っていくプロセス 

時期 治っていく状態 

とにかく大きめの精神科に行きましょう。会社の産業医やかかりつけの医師から紹介状が

もらって行ったほうがいいです。 

最初 

医師の診断によりますが、通常は、仕事や学校を最低 3ヶ月は休みましょう。 

抗うつ剤、精神安定剤、睡眠薬を医師の指示通り飲みましょう。副作用はすくないですか

ら、安心してください。抗うつ剤は、効き始めるのに 2週間程度かかります。しかし、抗

うつ剤を止めるときだけは注意しましょう。下手に止めると、かえって病状を悪化させる

ことになります。 

二週間後 

仕事や学校のことが気になる時期です。 

とにかく、寝て体力を回復します。 

・ 抗うつ剤と睡眠で、うつ病の６０％は治るはずです。 

・ 決して、仕事や勉強を家で隠れてやったりしてはいけません。 

・ 過度のスポーツも厳禁です。 

・ 気分転換で旅行など逆効果です。 

・ もちろん、アルコールはもってのほかです。 

・ ひと月ほどで、かなり回復してきますが、ここから半年くらいの期間が一番危険です。

むしろ、気分の落ち込みに注意しましょう。 

一ヶ月後 

脳に栄養を与えましょう。高たんぱく低カロリーのものを取りましょう。食事で取れない

場合には、プロテインをとるのもいいです。 

二ヵ月後 ８０％程度回復しているはずです。しかし、まだ心の整理がついていません。 

元気になった反面、この時期に仕事や学校を辞めたり、離婚したりする人が多いのですが、

重要な決定は先延ばしにしましょう。少なくても、抗うつ剤を飲んでいる間は、何も決め

ないことにしましょう。 

二ヵ月半後 順調なら、復職や再登校の準備を開始します。 
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しかし、こういった順調なケースの方がまれです。途中で悪化する場合や、一度、会社や学校に

戻っても、再度、休みに入る人も少なくありません。実際、私は、三ヶ月の休職したあと、一度復

職し、三ヶ月勤務した後、再度、五ヶ月も休職しました。 

 休んでいてもよくなった実感がない、薬を飲んでもだめ、医者への不信感が募る、医師やカウン

セラーともケンカしてしまった、などと八方ふさがりの人もいるはずです。中には、薬など何度も

変えても、まったく治療の効果が見られないケースもあります。 

 でも、安心してください。次に示す裏技があります。けっこう効きます。 

もちろん、薬も忘れずに。 

（抗うつ剤は、精神安定剤のような即効性はありません。ある日、気がつくとずいぶん良くなって

いる、という感じの治り方です。副作用が誇張されますので、どうしても嫌う人が多いのですが、

アルコールや風邪薬より肝臓の負担は少なく安全です。特に、自殺の危険性がある人は、服用を止

めないことが肝心です。） 

  

５． 禁断の裏技 

1. 脳に栄養を・・・ 

脳の記憶に関係するという海馬の神経細胞に、セリンを与えた場合、海馬の神経細胞が長い

間、生き続けた、という研究報告がある。 さらに、神経細胞への酸素供給が少なくなる前に

セリンを与えると、酸欠による神経細胞の死が抑制出来ることも分かった、という。 この研

究から、セリンが神経細胞を活発化させるものの１つであることわかった。 

セリンは体内で合成できるアミノ酸の一種である。 脳では神経細胞を取り巻くグリア細胞

が作っているらしい。脳の血液の流れが悪くなり、神経細胞が酸欠状態になったときにセリン

を補って、脳の機能を維持することも考えられているらしい。 

脳が活動するには、たくさんの酸素や栄養が必要だ。さらに、たくさんのアミノ酸が必要だ。 

アミノ酸の原料は、タンパク質である。 タンパク質を多く摂取する人は寿命が長く、年を取

っても知的活動が低下しないという。 

まあ、ということはだ、アミノ酸の原料であるタンパク質を強制的に補給すればいいことに

なる。 もちろん、こんな簡単なモデルを言うと、大脳生理学者は怒るのだろうが・・・。 

また、ある程度、水溶性のポリペプチドやアミノ酸を取ると、精神状態によい、という報告も

ある。 具体的にどのように良いのかわからないが、まあ、プロテインを摂取したスポーツ選

手は、精神状態がかなり安定するという。 

プロテインというのは、例のマッチョなボディビルダーやスポーツ選手が多用するあれだ。 

最近では、アミノ酸が流行しているらしい。 なに、プロテインといっても、きな粉から脂肪

分を取って、 ちょっとイオンバランスやアミノ酸バランスを整えただけのやつだ。 アミノ酸

は、これを酵素で分解しただけのものだ。 

 

実際、これらを飲んでみると、結構、元気になる。早い人間なら三日から一週間程度で効く。

私も実証済みだ。 もちろん、きな粉でもいいが、結構な量を飲むことになる。 プロテインな
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ら毎食後４０ｇ程度で済むが、きな粉なら、 う～ん、脂肪分が４０％程度ふくまれているの

で、１００ｇ程度飲んだ方がいいのだろうか？とにかく、脳内物質の原料を補給するのである。 

ただし、アミノ酸は体内で分解されたり、直接、脳内物質と関係がある可能性があったりする

ので、 水溶性ポリペプチドの形で吸収させた方がいいような気がする。 正確なところは、よ

くわからない。ただし、プロテインの飲みすぎは体に悪いので、むやみに飲まないこと。 

 

もちろん、プラセーボ効果も狙っているわけだが、まあ、この理屈はもっともらしいが、 か

なり無理があるので、どっちかというと、栄養補給で元気になる、程度に考えておいた方が無

難だ。 （リポ D なんかに入っているタウリンが効く、という報告例もあるが、どうなんだろ

う） 

ただし、そのほかのサプリメントの補給は、慎んだ方がいい。肝臓の負担が大きくなる。 で

きるだけ、異物は口にいれないこと。 プロテインやアミノ酸も元気になってきたら減量し、

期間は２ヶ月程度で止めること。 元気がなくなったら、また飲めばいいだけのことだ。 

 

2. 瞑想と雑用だけに徹する 

仕事も休めず、抗うつ剤を２ヶ月以上飲んでも効かないなら、 自宅では何もしない、うつ

病を早く治すことは諦める、という方法を取ろう。 諦めてどうする？という意見もあるだろ

うが、うつ病を早期に治すことに固執することが、 かえって悪化させている場合が多い。  

①すぐに治ることをあまり期待しない、という姿勢が必要。 

②家で、起きられるなら起きて、食事や風呂の他は、掃除とか洗濯とか片付けとかだけやる。 

③できるだけ、清潔できちんとした服装をする。パジャマでうろうろしない。 

④一日、できる限り瞑想を行う。 

⑤まちがっても、家で、テレビやパソコンのスイッチは入れない。仕事など持ち帰らない。 

⑥新聞や本も読まない。知的活動は一切、止める。 

⑦睡眠時間をできるだけ確保する(最低 8時間以上）。 

実際、こうしていると一週間程度で、結構、感情の落ち込みが、なくなってくるのがわかる。 

仕事を休めない人には、この方法はいいかもしれない。ある程度諦めて、あせらない。 内観

法といって、何もせずにいろいろ反省する、というのに近いが、そんな反省なんかしてはいけ

ない。 何も悪くはないのだから。とにかく、何もしない。 瞑想をしていると、心の邪念がこ

れほどすごいのか、と思うが、 しだいに、それすらも楽しくなってくる。 

自宅では、何もしないことと、頭を使わない家庭の雑用と瞑想だけをやって、脳を休ませる

のが目的だ。 家族の理解と協力が必要となるが、きちんと説明すれば、わかってくれるはず

だ。 

 

3. 整体で身も心も 

心の歪は、体の歪を生む。 

体の歪は、心の歪を生む。 

実は、体の歪を治すと、うつ病も回復の方向に進むようだ。 専門的に技術なので、やはり、
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ほとんどの人は、きちんとその道の人に教えてもらわないと、わからない。ただ、自分の体の

歪みを知ると、愕然とするに違いない。 

ここでは、自分でできるふたつの方法について、説明しよう。 

 

（１）腰椎と仙骨の歪について 

背骨の中でも、腰椎の 5番目と仙骨の間が固まっていると、呼吸が浅くなり、精神が不安定

になる。これを解消できる方法がある。  

①まず、うつぶせになって、右膝の下に枕を置いて、少し床から浮かし、足首を回す。 

②今度は、枕を左膝の下に置き、同じように、足首を回す。 

③どちらの足首が回りやすいか、確認する。 

④回りやすい方の足首を、ゆっくりと時計回りに十五回、反時計回りに十五回ずつ、回す。 

⑤回りにくかった方も、回りやすくなっていることを確認する。 

⑥この状態で、枕に膝をのせたまま、じっとしていると、腰椎と仙骨の間のこわばりが取れて

くる。  

 

これで、かなり、腰椎の 5番目と仙骨の間が緩んでいるはずだ。眠くなっていたら、そのま

ま、少し休む。 うつ病の人に限らず、精神的に不安定な人は、呼吸が浅い。この方法で体を

緩めると、呼吸が深くなる。試してほしい。 

（人によっては、原因が他にあって、うまくいかないときもある。そのときは、やめてほしい。）  

 

（２）体をねじる 

体をうまくねじれるようになると、心も体も軽くなる。  

①自然の足幅で立つ。 

②膝を楽にして、後ろを振り向くように体をねじる。ねじって行く側の足先に重心が移動し、

逆足は自然に踵が浮く 

③左右どちらにねじると、心地良かったかを確認する 

④快適にねじることのできる方向へゆったりと、息を吐きながら体をねじる 

⑤五回やってみる。 

⑥不快感のあった方向を一度試してみる。不快感が軽減しているはず。  

 

この方法は、操体法を応用したものだ。操体法はマスターするのが優しいが、奥が深い。一番、

体が軽くなる方法を紹介した。うつ病の人に限らず、誰でも、体のねじれが、どちらかの方向

で硬くなっている。硬い方向に回さず、よくねじれる方向に体を回すことで、体が柔らかくな

る。ストイレッチとはこの点が異なる。上手くマスターすると、かなり体が楽になるので、ぜ

ひ、実感してほしい。 

（実は、呼吸法を取り入れて、一緒にやると効果が倍増する。） 

 

4. ケチャにハマる 
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ケチャというすさまじい音楽がある。バリ島でやっている「ケチャ、ケチャ、ケチャ・・・」

というやつだ。アレは、聞いたり、やったりすると、軽いトランス状態になる。 

この状態は、実は脳にとってとても心地よい状態である。治りかけた頃、突然、落ち込んだり、

眠れなくなったりする時がある。こんなときは、一度、ヘッドフォンでいいから、思いっきり

ケチャにハマッてほしい。すがすがしい気分になる。ワーグナーでも、鬼太鼓座でも、ツェッ

ペリンでもいいのだけれど、何か、こう、迫力の満ち溢れた音楽でトランス状態になる、とい

うのが重要だ。そのあと、しばらく興奮が続くので、次の腰湯で身体を緩めることが大切だ。

そのままだと、興奮しっぱなしで、却ってうつ状態が悪化する。 

不安定な脳の状態を一度興奮させて、エネルギーを吐き出し、その後、きちんと休ませるの

がポイントだ。こうすることで、脳が十分休息できるようになる。 

興奮と休息を上手に利用してほしい。 

トランス状態がよい、と勘違いして、間違ってもドラッグなんかに手をださないように。 

そのようなことをしたら、あなたの精神も脳も完全に破綻する。 

 

5. 身体を温める 

足湯というのを聞いたことがあるだろう。実は、うつ病の人は血行障害を起こしている人が

多い。 その解消法で有効なのが、腰湯だ。文字通り、腰までお湯につかる方法である。 

①長袖の着古したシャツを着る。パンツなどの他の下着は着ない。 

②湯船の４３℃から４４℃くらいのお湯を、腰の位置まではる。 

③首に乾いたタオルを巻く 

④そのまま、腰までお湯につかり、足と腰を温める。このとき、ひじを冷やさないようにする。 

⑤十五分ほど入っていると、玉のような汗が落ちてくる。 

⑥お湯から出て、服を着た後、白湯を飲む。  

⑦身体はかなり疲れるので、風呂から上がって、そのまましばらく布団に入って仮眠してしま

う。 たくさん寝汗をかくかもしれないが、それでいい。 

 

最初、腰湯につかると、お湯がひどく汚れるのに驚く。これだけ、いろいろと体に溜まって

いたのだ、と思ってほしい。 仮眠から起きると、身体がかなり緩んでいて、悪いものがでた

ような気がするはずだ。 これを一週間ほど続けると、かなり元気になる。 ただし、水分の補

給を忘れないことと、高血圧や心臓が悪い人は、ぬるめのお湯（３７℃から３８℃）の方がい

い。 

骨盤を温めるだけで、人生が変わる。嘘ではない。特に、女性にはかなり有効である。 

 

6. 血をきれいにする 

心の障害が、血の汚れから起きている、という考えもある。 オカルトっぽいが、実は心の

障害というよりも、体のバランスという視点で考えてみるとなるほど、と思う。 日本人は、

西洋人に比べ、腸の長さが長い。 したがって、このまま、タンパク質主体の食事を取ると、

消化物の滞在時間が長いので、 当然、タンパク質の腐敗率が高まる。 すると、インドールや
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アンモニア等のアミン類が多量に合成されてしまい、 腸壁を伝わって血液中に入ってくる。

つまり、腎臓や肝臓の負担が高くなるわけだ。 すると、言われれば当然なのだが、日常の疲

労感が高まり、脳の負担を高くする。 血をきれいにする、とは、実は腸そのものをきれいに

するとともに、食生活を考え直すことなのだ。 

 

血をきれいにするには、まず、ヨーグルトを取ればよいような気がするが、 これが曲者で、

まあ、ほとんどのビフィズス菌は胃酸で死んでしまう。 マイクロカプセルにでも入れない限

り、腸まで到達することは不可能だ。 すると、まあ、酸と腐ったタンパクを取っているだけ

になり、人によっては逆効果になる。 植物繊維というものも曲者で、水溶性の多糖類ならい

いのだろうが、普通の繊維(セルロース)は、便秘にすら効かないだろう。 紙を食っても腸も

血もきれいにはなるまい。また、さらさらした血にする、という意味でもない。 体全体のバ

ランスを良くしていくということが大切なのだ。 単に、さらさらさせたければ、水を多量に

飲めばいい。ただ、そうすると、途端に体の調子が悪くなるものだ。 コントレックスのよう

な硬水を取るとやせるが、これは下痢をしやすくなるというだけだ。 日本なら、水道水の汲

み置きでも、湯冷ましもで十分である。 ちなみに、私はボルヴィックが好きだが、これは、

好きというだけで、それ以上の意味をもたない。 （関係ないが、ボルヴィックで作ったポカ

リスエットは絶品である。）  

血をきれいにするには、基本的に、  

①食事をマクロビオティックなものに変えていく 

②きれいな水やお茶を適度にとる 

③季節の食べ物を食べる 

ということが大切な点である。 

 

7. 呼吸法 

呼吸は重要な作用だ。うつ病に限らず、精神的に不安定な人は、呼吸が浅く、短い。 安定

している人は、呼吸が深い。ここでは、気功を少しだけ真似した呼吸法をマスターしよう。  

イルカにもっとも近い人間と言われた、ジャック＝マイヨールという人間がいる。 素もぐ

りの名人だ。いや超人である。 1976 年、彼は素もぐりで水深 100 メートルの記録を達成した。 

このニュースに衝撃を受けたのは、マスコミではない。生理学者である。 学者が、生理学上、

こんなことはできるはずはない、と思うのはもっともだ。 しかし、彼は、特別な呼吸法をマ

スターし、ブラッドシフトという、イルカやアザラシしかできない、芸当を身に付けた。 血

液を脳や心臓だけに集中させ、長い間息をしなくても、また水圧にも耐えられる能力を身に付

けたのだ。  

 このように、呼吸法とは、人間の本質的な生理まで変える潜在能力を持っている。 呼吸を

整えるということは、次の二つのプロセスを踏む。  

 

（１）ゆっくり吐く （２）呼吸の流れをイメージする  
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この二つのプロセスを踏むことによって、呼吸が、単なる酸素補給から身体の制御を行う手法

に変わってくる。  

 

気功では、気の流れをイメージするのだが、まあ、気そのものが怪しいと思っている人も多

いだろう。 事実、気とは科学的に何か？と言われたら、今は誰も答えられない。 だから、気

でも、呼吸の流れでもどっちでもいいから、とにかく、呼吸するときに、そうしたイメージを

描いてほしい。  

 

① 頭の上に球体をイメージする。 

② 息を吸うとき、頭の天辺から流れてくるイメージを持つ。（実際は鼻か口から吸う) 

③ 息の流れが体を通るイメージで、下腹部（丹田と呼ばれる場所）に一度溜めるイメージを

する。 

④ 息を吐くとき、下腹部の丹田から、両足を通って、足の裏に抜けていくイメージを持つ。

吐く息は吸う息よりゆっくり行う。 

⑤ これを１０回から２０回行う。 

⑥ 下腹部の丹田と、足の裏が暖かくなってくるのがわかる。 

⑦ 次第に、体の内部が暖かくなり、皮膚が冷えてくるのがわかる。  

 

この呼吸法をマスターするだけで OK である。慣れてくると、この呼吸を行うとき、呼吸の数

を数える。１回、２回、３回・・・・、１０回 

すると、これが瞑想の基本となる。呼吸と瞑想は心の鍛錬の両輪である。同時にマスターして

ほしい。特に、不安定になったとき、ぜひ実行してほしい。 

夜、眠るときでもかまわない。 

朝、布団の中でやってもかまわない。 

次第に、日常でも、浅かった自分の呼吸が、だんだんと深くなっていくのがわかるはずだ。  

 

8. 瞑想法 

瞑想そのものが目的である人にとって、その奥義を極めることは、むずかしい 

けれど、幸福になることが目的な人にとっては、簡単な瞑想で十分だ。 

瞑想をする生活としない生活では、毎日の精神に雲泥の差がある。 

一日、3分でいい。瞑想を実践してみてほしい。心が澄んでくるのがよくわかる・・・。  

 

（１）呼吸を数える 

① 楽な姿勢で座り、目を閉じる 

② 自然なリズムで息を吐くとき、その数を数える。 

③ １から５まで数えたら、ゆっくりと目を開ける。 

 

（２）歩く瞑想  
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① ゆっくり歩きながら、足に感覚に集中する。足と地面の感覚に集中する。 

② 右足を出すときは右、左足を出すときは左と心の中で言う。掛け声にならないように。 

③ ゆっくりと呼吸を整えながら、歩く。 

④ 一定の時間歩いたら次に、歩行速度をゆっくりにします。 

⑤ 足の上がる動きと下ろす動きをそれぞれに感じ分けて、「右足が上がった」「右足下りた」

「左足が上がった」左足が降りた」と心で感じます。 

⑥ 言葉よりも、心で感じることが大切です。 

⑦ 慣れてきて、集中力が高まると、感覚を３段階ぐらいに分けて感じることができます。「離

れた」「進んだ」「着いた」あるいは「上がった」「動いた」「下りた」など。 あわてない

で、一つ一つの動作の始まりから終りまでゆっくりと感じてください。 

 

（３）残像を使う瞑想 

① ろうそくの炎か小さなライトを見つめます。 

② そのまま瞬きをしないで２０数えます。 

③ 目を閉じます。 

④ 残像が浮かび上がってきます。 

⑤ そのとき「私は幸運です」と 5回唱えます。 

⑥ これを 5回繰り返します。 

⑦ 上手くいくようだったら、言葉を変えます。 

 

9. ヴィジュアライゼーション 

頭の中にイメージを描く、ヴィジュアライゼーションのテクニックは、 もともと映像作家

のトレーニング手法だった。 絵コンテを描くには、ダイナミックなイメージを頭に描く能力

が必要である。 図形の形を変化させたり、色を変えたり、自分が主人公になって物語りを演

じたり、 匂い、音、感触、味といった感覚すべてを動員して、映画の一コマを作る。 

これが、けっこう、ビジネスやスポーツでも役に立つのだ。脳みそを復活させるには、最高

のトレーニングである。 

さあ、簡単なイメージでもいいので、マスターしよう！ 

 

（１）準備 

背もたれのある椅子に座るか、横に寝る。 

白くきれいな空気を頭の上から吸いこむイメージで、ゆっくりと鼻から息を吸い、 

息が体を通るイメージで、一度、息を丹田に収め軽く息を止めて、 

黒く汚れた空気を足の裏から体の外に吐き出すイメージで、ゆっくりと息を吐く。 

リラックスした状態で、 

今、自分の目に見えているものを探して、言葉にして心の中でつぶやく。 

今、耳に聞こえているものを探して、言葉にして心の中でつぶやく。 

今、匂いとして感じるものを探して、言葉にして心の中でつぶやく。 
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今、身体に感じている感覚を探して、言葉にして心の中でつぶやく。 

これを３回繰り返す。  

 

（解説） 

これは、ヴィッパサナー瞑想を応用したものである。 五感が感じるものを意識し、相対化す

ることで、邪念として入ってくる思考の邪魔を止めさせるものだ。 上手くいくようなら、思

考そのもの相対化させることも出来るようになる。 その方法は、プロセス瞑想のところで説

明する。  

 

（２）形と色のトレーニング 

目を閉じます。 

頭の中で好きな人を思い描いてください。 

今度は好きな人の手を思い浮かべてください。 

次は好きな人の足をイメージしてください。 

好きな人の髪をイメージしてください。  

 

あなたが好きな人は何色の服を着ていますか？ 

思い描いた色がつきます。 

次は、好きな人が、黄色い帽子をかぶっている姿をイメージしてください。 

次は、好きな人が、赤いコートを着ている姿をイメージしてください。 

あなたを見て手を振っています。  

 

今度は、好きな人が、あなたに近づいてきます。 

好きな人と抱きあいます。 

好きな人は、どんな匂いがしますか？ 

その匂いを感じてください。 

好きな人と抱き合うとき、どんな感触ですか？ 

その感じを味わってください。  

 

暖かな春の風が吹いてきます。 

桜の花びらが舞っています。 

しばらく、好きな人との幸せな時間を味わってください。 

身体が、暖かくなってきますね。 

満足したら、目を開けましょう。  

 

（解説） 

色や形をイメージすることは難しい。 しかし、自分の好きな人をイメージすることは、けっ

こう簡単にできる。好きな人のイメージを手がかりにして、形、色、匂い、感触をイメージす
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ることができる。もっとリアリティを感じたい場合には、男性なら、女性の下着をイメージす

ると良い。 

効果てき面である。 

こうすると、匂いや感触は別にしても、形と色は、自分でもびっくりするくらいリアリティ

をもって、イメージできる。 

女性の場合は、ちょっと恥ずかしいかもしれないが、 好きな男の人の腕、指、胸、瞳、汗

のにおいなどが効果的だと思う。（別に、パンツでもいいけどね。） 

これは、人間の精神を性的な感覚が支配している効果を利用するものだ。 フロイトが人間

の心理は全て性的なものに支配されると勘違いしたわけだ。女性のボディを形取ったコカコー

ラのボトルは、この効果を上手く使ってヒットした。ま、老若男女を問わず、人間は好色であ

る。だから、ここまで人口が増えわけでして・・・。  

 

（３）自己を癒すハートランド 

目を閉じます。  

あなたは、白い教会の前に立っています。 

目の前には、階段があります。 

あなたはその階段をゆっくりと昇っていきましょう。 

あなたは、１段昇るごとに、数を数えていきます。 

さあ、昇りましょう。 

１…あなたは１段昇りました。 

２…１段昇るごとにどんどんゆったりしてきます。 

３… 

４…階段の上から光が見えてきました。 

５…暖かそうな光が降り注いできます。 

６…どんな気分ですか？その気分をじっくりと感じてください。 

７…階段をどんどん昇って行きます。 

８…あなたはどんどんリラックスしていきます。 

９…穏やかな香りも漂ってきました。その匂いは何ですか？ 

１０…あなたは階段を昇りきりました。 

目の前に、扉があります。 

あなたは、扉に手をかけます。  

 

ゆっくりと扉を開きます。 

扉の向こうには、穏やかな日差しに包まれる庭がありました。 

ここは、あなただけの場所です。 

「ハートランド」です。 

あなたの一番美しくて平和な安心できる場所です。 

何の心配も、悩みも、ここでは気になりません。 
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庭の真ん中にベンチがあります。 

あなたは、そのベンチに腰掛けます。 

優しい草花の色、匂い、柔らかなそよ風の感じ、穏やかな日差し。 

この場所の心地よさを味わってください。 

とてもリラックスしています。  

 

あなたがいまいるその場所には、一人の友だちがいます。 

友だちに名前は、「エルフ」といいます。 

エルフは恥ずかしがり屋です。 

エルフは、あなたが来ると、木の陰に隠れてしまいます。 

エルフに声をかけてあげましょう 

エルフは、足にケガをしていました。 

心細そうにしています。 

助けてあげましょう。 

やさしく足のけがに薬を塗ってあげましょう。  

 

エルフは元気になりました。 

笑顔であなたを見つめます。 

あなたも満足しました。 

エルフとまた会う約束して、ハートランドの庭から帰りましょう。 

ドアを開けて振り向くと、 

エルフが笑顔で手を振ってくれています。 

この庭から戻ったとき、 

あなたは必ず、幸運を手にします。  

 

(解説） 

エルフは、あなたの傷ついた心や自我そのものである。 

その傷を癒すのは、自分自身。 

それに気付いてしまえば、幸福の時間は、自然と訪れる。  

 

言葉の言い方 

・ネガティヴなものの例：「もうだめだ、という気持ちを捨てる」「怖いを捨てる」 「病気に

なるという気持ちを捨てる」「お金の心配を捨てる」 

（ネガティヴな感情をモノにして、それを捨てるという感覚が大切。） 

 

・ポジティヴなものの例：「お金持ちになりつつある」「素敵な恋人に出会いつつある」 「病

気が治りつつある」 

（願望を現在進行形で表現する。完了形で表現すると、 まじめな人は心が嘘だと思って拒否
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するので、現在進行形が無難だ。） 

 

グレムリンについて 

グレムリンとは、山の高いところに住んで、空を飛び歩く妖精の一種である。 第一次大戦中、

何の原因もなく飛行機が故障したりすると、パイロットはグレムリンのせいと考えて恐れた。 

機械をいじるのが好きで、飛行機の機関部に平気で潜り込めるほど小さいとされる。 人に発

明のヒントを教えてくれることもあるが、人間は自分の発明にグレムリンの協力があったこと

を認めないため、次第に怒って悪さをするようになったという。 エンジニアたちはこの悪さ

を「グレムリン効果」と呼ぶ。釘を打とうとしたのに、金槌が自分の指に落ちてきたとか、ト

ースターでパンが黒コゲになった、シャワーの冷水と温水が逆になったなどもグレムリン効果

である。 このグレムリンは、人間の精神にも悪さをする。 弱み、恐れ、過去の失敗体験につ

け込み、踏み出そうとするのを引き止めるのだ。 

「こんなことは馬鹿げている」 

「失敗するに決まっている」 

「まだ早すぎる」 

「自分にはその資格がない」 

「私はもっと強くならなければならない」 

「そんなにいろいろなことを望むべきではない」 

「こんなことをしたら嫌われるに決まっている」 

「自分一人で成功するはずがない」 

これらの心の声は、すべてグレムリンのよるものである。グレムリンを退治することは出来な

いが、うまく封じ込めて、仲良くやっていくことで、実は、たくさんのアイデアや希望の種を

与えてくれる存在でもある。 

「グレムリンに悪戯に惑わされず、けれど、彼の誠意を感じ取って彼と仲良くしていこう」 

 

10.  マクロビオティック 

マクロビオティックは、桜沢如一が創始し、久司道夫が世界中に広めた食事療法である。 身

体にストレスがかかる食品（肉、精製された砂糖、乳製品、食品添加物など）を避け、 玄米、

野菜、豆、海草といった食品を、季節や体調に合わせた選び方と 調理方法で、 毎日の食事に

取り入れることが基本となっている。 俳優のニコール・キッドマンや歌手のマドンナたちが

生活に取り入れたことで流行した。 マクロビオティックの食事をすることにより、 人間が本

来持っているはずの自然のバランスを取り戻すことができるとされている。 身体や心の不調

が軽減され、思考がクリアーになって判断力が鋭くなり、 疲れにくなってくるのは事実だ。

また、人によっては、スタイルが良くなったり、 肌がきれいになる、といった効果もあるら

しい。 そして、体験した人間が、皆一様に、「食べたいもの」と、 「身体や心にいいもの」

がだんだんと一致してくることを実感する。 そのときどきに身体や心が一番必要としている

ものが自然にわかるようになり、 それを「食べたい」と思うようになり、とても美味しく感

じることができる。  
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マクロビオティックのメニューは、たくさんあるし、以下の基本を守れば、自分で工夫して

もかまわない。  

 

① 主食である穀物を毎食とること。 

② 粉食はなるべくとらない。 

③ 単糖類（砂糖、ハチミツ、チョコレート）はさけること。 

④ 動物性食品は、日常の食物分量の１５％以下に押さえること。 

⑤ 脂肪分はなるべく減らし植物性の油の使用も少量にすること。（油は週に２～３回） 

⑥ いも類やトマト、ナス、その他熱帯が起源の野菜はなるべくさける。 

⑦ 塩分（味噌、醤油、塩）はなるべくとりすぎず、少なすぎず中庸にすること。 

⑧ 食物のほとんどすべては調理すること。生サラダなどは控えめにすること。当分とらなく

てもよい。 

⑨ なるべく少食にしてよく噛み、夜食はさける。 

⑩ 食材は、無農薬有機農法のものを使うこと。  

 

とは言っても、無農薬有機農法の食材など手に入りにくいし、 全部をこのプログラム通り

やっていける人は少ないだろう。 一日一回でも、できる限り、玄米や胚芽米、五穀米を取る

ようにして、 マクロビオティックを不完全でもいいから、少しずつ食生活に取り入れること

をお勧めする。 それだけでも、かなり生活が変わってくる。 肉中心から穀物と野菜中心でも、

体は変わる。 完全なベジタリアンなどになる必要はない。 完全なマクロビオティックに固執

する必要もない。 少しだけ、そしてゆっくりと、自分生活のリズムに合わせて、食生活を見

直していくことが大切だと思う。 

安易にサプリメントに頼る生活を止めて、きちんとした食事をとる、 という基本さえ守れ

ば、実は、マクロビオティックであろうと、なんであろうとかまわないと思う。 その点をよ

く理解してほしい。 

 

玄米について 

玄米食については、いろいろな意見がある。 体に良いと推奨する人もいれば、逆に、体に負

担をかけると主張する人もいる。 また、ふすまや胚芽等に含まれやすい重金属や残留農薬を

懸念する意見もある。 

ただ、玄米を食べると、自然に体の調子が良くなるという人が多い。 しかし、三食玄米の人

は少なく、一日一食程度が無難だろうと、思っている。 玄米の食感は新鮮だが、白米も美味

しいし、麦飯もいい。 だから、玄米を一食として、あとは他の穀物を取る方が、楽しい。 ま

た、玄米食のリスク回避にもなる。 あまり、神経質になる必要はないと思うのだが。 ただ、

あとがマックとコンビニ弁当ではだめだ、ということだけだ。 きちんとした食事を作って、

それを喜んで食べる習慣をつけよう。 
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11. ＴＦＴ法 

TFT は、Thought Field Therapy のことで、日本語にすると「思考場療法」といいます。米

国心理学のパイオニアの一人であった Roger Callahan 博士が 20 年以上前から発見し、発展さ

せてきたものです。 

日本人にはお馴染みの鍼の経穴をタッピングで刺激をして、心理的問題を除去する療法です。

人が問題について考えたときには、その思考場に集中します。心理的問題の根本的な原因は、

思考場にある心的動揺だと考えています。この心的動揺を TFT のタッピングで取り除くことに

よって、問題のある思考場に集中しているときの経絡のバランスを整えて、心理的問題を消去

するものです。TFT は症状の原因だけを取り除くので、記憶も認知も信念もそのままです。 

TFT の取り扱う分野はとても広いのです。例えば、不安、恐怖、依存的衝動、心的外傷（ト

ラウマ）、怒り、罪悪感、強迫、パニック、自己破壊的状態、抑うつ、身体的疼痛、恥、能力

の向上、イメージの困難さ、時差ぼけなどです。 

その簡単な方法もさることながら、効果に即効性があり（早くて数分）、副作用がない上に、

セルフケアに使えるというユニークな特徴があります。その上、赤ちゃんからお年寄りの方、

動物まで行えるのです。 

 

『不安・恐怖症』のためのＴＦＴ療法 

  

① あなたが解消したいと思っている心の動揺を引き起こす出来事について思い浮かべてみる。 

② その心の動揺度を数にしてみる。１０がもっとも苦しい最悪な状態。０がまったく動揺してい

ない状態。 

③ 二・三本の指で（どちらの手でもよい）目の下を軽く五回ほどタッピングする。（どちらの目

の下でもよい） 

④ 次にわきの下を同じように軽く五回ほどタッピングする。（どちらのわきの下でもよい） 

⑤ 次に鎖骨下を同じように軽く五回ほどタッピングする。 （どちらの鎖骨下でもよい） 

⑥ もう一度、心の動揺度を数にしてみる。最初と比べてどうなのか？ 

２以上低下していたらステップ⑦に移る。 

もし変化なしか１しか低下していないようだったらＰＲスポットを軽く五回ほどタッピングし、も

う一度ステップ①から⑥までを繰り返す。 

⑦ ガミュートスポットを次の動作をしながら軽く五回ほどタッピング  

(１)目を開ける 

(２)目を閉じる  

(３)目を開けて、眼球だけ左下を見る  

(４)次に右下をみる  

(５)眼球をぐるりと一方に一度回す 

(６)次に反対方向にも眼球を一度回す  

(７)どんな曲でもよいので五秒ほどの長さで声にだしてハミングする  

(８)次に１から５までを声にだして数える  

(９)ふたたび曲をハミングする 

⑧ ふたたび目の下を五回ほど、タッピングする。 

⑨ さらにわきの下も五回ほど、タッピングする。 

⑩ さらに鎖骨下も五回ほど、タッピングする。 

⑪ もう一度、心の動揺度を数にしてみる。 

もしも２まで低下していたらステップ⑫に進んでよい。 
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しかしまだに２に満たないようなら、ふたたび、ＰＲスポットを軽く五回ほどタッピングし、ステ

ップ①から繰り返す。 

⑫ＳＵＤが２まで低下したら頭をまっすぐにして目だけで床をみる。次にガミュートスポットをタ

ッピングしながら眼球だけを天井を見るようにゆっくり見上げる。 

 

 
眉がしら-眉の付け根。  

目の下-眼球の下、頬の骨の高い部分。 

鎖骨下-喉ぼとけの下のくぼみから左右にある骨が鎖骨。その先端の下がポイント。 

わきの下-わきの下を乳首の高さまで下がったところ。女性はブラジャーの帯の真ん中。 

人差し指-人差し指の爪の生え際で、親指側。 

小指-小指の爪の生え際で、薬指側。 

ガミュート-手の甲の薬指と小指の間に三本の指を配置したところ。 

ＰＲスポット-手のわき、手首と小指の付け根の中間にあたる、空手チョップをするときに当たる

部分。 

 

「トラウマ」解消のための TFT 

① 解消したいと思っている心の動揺を引き起こす出来事について思い浮かべる 

② その心の動揺の度合いを点数にする。１０(最も苦しい)・・・・・０（まったく動揺していな

い） 

③ 人差し指と中指と薬指で眉頭を軽く 5回ほどタッピングする。 

④ 鎖骨下を 5回タッピングする。 

⑤ また、その心の動揺の度合いを点数にする。2以下だったら⑥へ進む。変化が、あまりない場

合は、PR スポットを 5回タッピングし、①から⑤までをもう一度繰り返す。 

⑥ ガミュートスポットを次の動作をしながら 5回タッピングする 

(ア)目を開ける 

(イ)目を閉じる 

(ウ)目を開けて、眼球だけで左下を見る 

(エ)右下を見る 

(オ)眼球をぐるりと一方向に一度回転させる 

(カ)反対方向にも眼球をぐるりと一度回転させる 

(キ)5 秒ほど好きな曲をハミングする 

(ク)１から５までを声に出して数える 

(ケ)ふたたび曲をハミングする 

⑦ ふたたび眉頭を 5回ほどタッピングする 

⑧ 鎖骨下を 5回ほどタッピングする 
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⑨ また、その心の動揺の度合いを点数にする。 

2 以下なら⑩に進む。2以上なら、PR スポットを 5回タッピングし、①から繰り返す 

⑩ 頭をまっすぐにして、目だけで床を見る。ガミュートポイントをタッピングしながら、目だけ

で天井を見るように、ゆっくりと見上げる。 

 

「パニック発作」 

① 解消したいと思っている心の動揺を引き起こす出来事について思い浮かべる 

② その心の動揺の度合いを点数にする。１０(最も苦しい)・・・・・０（まったく動揺していな

い） 

③ 2･3 本の指で眉頭を軽く 5回ほどタッピングする。 

④ 2･3 本の指で目の下を軽く 5回ほどタッピングする。 

⑤ わきの下を軽く 5回ほどタッピングする。 

⑥ 鎖骨下を 5回タッピングする。 

⑦ もう一度、その心の動揺の度合いを点数にする。2以下だったら⑥、変化が、-1 ないしはない

場合は、PR スポットを 5回タッピングし、①から⑤までを繰り返す。 

⑧ ガミュートスポットを次の動作をしながら 5回タッピングする 

(ア)目を開ける 

(イ)目を閉じる 

(ウ)目を開けて、眼球だけで左下を見る 

(エ)右下を見る 

(オ)眼球をぐるりと一方向に一度回転させる 

(カ)反対方向にも眼球をぐるりと一度回転させる 

(キ)5 秒ほど好きな曲をハミングする 

(ク)１から５までを声に出して数える 

(ケ)ふたたび曲をハミングする 

⑨ ふたたび眉頭を 5回ほどタッピングする 

⑩ 2･3 本の指で目の下を軽く 5回ほどタッピングする。 

⑪ わきの下を軽く 5回ほどタッピングする。 

⑫ 鎖骨下を 5回ほどタッピングする 

⑬ もう一度、その心の動揺の度合いを点数にする。 

2 以下：⑭に進む。2以上なら、PR スポットを 5回タッピングし、①から繰り返す 

⑭ 頭をまっすぐにして、目だけで床を見る。ガミュートポイントをタッピングしながら、目だけ

で天井を見るように、ゆっくりと見上げる。 

 

12. サプリメントの注意 

水分や食事と必要最小限の医師に処方された薬以外は、できるだけ口にしない方がいい。 

ビタミン、ミネラル、栄養剤等のサプリメントには、有効な効果を示すものがあるのは確かだ。 

しかし、全ての異物は肝臓や腎臓の負担、すい臓や脾臓の機能低下をもたらす。 抗うつ剤が

肝臓に負担を与える副作用は心配しても、サプリメントの心配はしないのが常人である。 

サプリメントをとる前に、目の前の食事を見つめよう。 

コンビニ弁当に錠剤と野菜ジュースは、いったい何を意味しているのか？  

 

（１）ビタミン類 

なぜ、サプリメントとして、ビタミン類を取らなければならないのか？ それは、食事の偏

りがあるからだ、と説明されている。 しかし、錠剤で飲んだビタミン類の多くは、水に溶け

るもの（ビタミン Cやビタミン Bなど)は、 オシッコに出てしまうし、油に溶けやすいもの（ビ
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タミン Aやビタミン E)は、 体に吸収されにくく、されたとしても、脂肪に溜まるなり、肝臓

で分解されてしまう。 まあ、要するに過剰なビタミンは、高価なオシッコとなって外に出る

か、肝臓の負担になるか、である。 

ビタミン剤を買うなら、きちんと食事を取ろう。 

その方が、体の負担は少ない。野菜中心の食事は体を軽くする。 さらに、肉より魚を取る

ことで、胃腸の調子が良くなる。 

現在人は、むしろ栄養過多にある。WHO でも肥満を最大の問題のひとつに上げている。 脂

肪や糖類の取りすぎはもちろん、栄養をきちんと食事で取ることが、生きていく基本である。 

「そんなこたあ、言われなくってもわかっている。 忙しくて、それどころではないんだよ」

という人は、そうした人生を選択してほしい。 価値観を自分の健康におくかどうかの問題だ

けだ。  

 

（２）ミネラル類 

にがりが流行っているらしい。 その前の流行は、カルシウムだった。 クエン酸やカリウム

も流行ったかもしれない。 でもだ、にがりの主成分であるマグネシウム塩が、体にいいとは

思えない。 にがりをたくさん飲むと下痢する。下痢する、ということは、体に悪いわけだ。 第

一、マグネシウム塩は下剤の主成分である。 悪くなければ、下痢しない。たしかに、にがり

で便秘は治る。 下痢するからだ。しかし、にがり剤では便秘体質は治らない。 しょっちゅう、

下剤飲んでいるのと同じだからだ。 疑うなら、漢方でない便秘薬の成分を見てみるといい。

必ず酸化マグネシウムが入っている。 

そんなに、にがりが食いたければ、豆腐やこんにゃくをたくさん食べればいい。ちなみに、

漢方の便秘薬では、ダイオウのアントラキノンが下剤として効いている。 アントラキノンは、

あまり身体に良くないと思う。 ちょっと化学構造を変えれば、発がん性物質にもなる。 漢方

は体にいい、という神話はもう、捨てよう。漢方の方が、副作用が甚大な場合もある。優秀な

漢方医は、そのことをよく知っているが、薬局で売っているのは、何も制約がないのが現状だ。  

 

（３）ホルモン剤等 

個人輸入を使うと、メラトニン等のホルモン剤が購入できる。 確かに自分でも確かめたが、

睡眠誘導剤とメラトニンを一緒に飲むと、かなり良く眠れる。 でも、ホルモン剤の使用を勧

めない。どんな副作用が出るかわからないからだ。 

コエンザイム等も同様である。  

ウコンのようなものも、大量摂取は望ましくない。 ウコンは、肝臓にいい。 これは、ウコ

ンに含まれる「クルクミン」が胆汁の分泌を活発にし、肝臓の働きを助けてくれる作用がある

からだ。 しかし、肝臓は、胆汁を合成するだけでなく、分解もする。すなわち、過剰な胆汁

を処理しなくてはならないのだ。 だから、ウコンを取りすぎると、逆に肝臓に負担がかかる

場合がある。 カレーを食うだけでもいいのではないだろうか？ カレー粉の主成分はターメリ

ック、すなわち、ウコンである。  
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（４）漢方薬 

サプリメントではないが、漢方薬は気をつけなければならない。 ものによっては、副作用が

甚大である。特に、マオウが入っているもの、 柴胡のはいっているもの、 附子（ぶし）のは

いっているものは、気をつけよう。マオウと附子は、中毒症状が出る場合がある。柴胡はステ

ロイドとの相乗効果による副作用が心配である。漢方薬は、かってに飲まずに、漢方の専門医

師に処方してもらうのが適切である。最近では、エキス剤が出回って、簡単に処方できるよう

になったので、 知識のない医師でも不用意に漢方を処方する傾向にある。 きちんと、副作用

に関しての情報を教えてもらうのか肝心である。 エキス剤に関しては、医薬品メーカーから

しっかりしたプロ用のパンフレットが配布されているので、 どんな医師でも、そのパンフレ

ットを見ればいいことになっている。よく、医師に副作用のことを尋ねてほしい。  

 

 

「うつ病復活マニュアル」の注意事項 

 

以下を注意してお読みください。  

 

「うつ病復活マニュアル」 では、 正確な情報のみを掲載するため最大限の努力を行っていますが、 

その正当性や特定の目的における適合性に関し、一切の保証を行うものではありません。 ユーザ

ーは、本マニュアル上のいかなる情報の使用も、 ユーザー自身の責任において行うことに同意し

ていただけるものとします。 「うつ病復活マニュアル」の情報から生じる直接的、間接的、偶発

的、結果的、 刑罰的ないかなる損害、および本「うつ病復活マニュアル」の情報に関するいかな

る誤りまたは欠落についても責任を負いません。  

 

「うつ病復活マニュアル」では、一般的な教育および情報の提供のみを目的として、情報を掲載し

ています。 ここに掲載される情報は、医療関係者からのアドバイス、治療、推薦に取って代わる

ものではありません。 個人の医療ニーズや健康管理については、 必ず、かかりつけの医師やその

他適切な医療関係者の指示に従ってください。 また、本 「うつ病復活マニュアル」に情報が掲載

されている薬剤や補助栄養剤等の使用に関しては、 必ず、かかりつけの医師または適切な医療関

係者にご相談ください。  

 

最終更新日： 2004 年 12 月 20 日 


