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よしこ「ああそれで。今は私が陸川さんの担当を
させてもらっていますけど、何だかとてもリラッ
クスしてできるんです。こちらのお話しも聞いて
もらったりして」 

陸川さん「そうですか（笑）ありがとうございま
す。 
その頃からずっと体の調子は悪くて、自宅のあ
る西荻窪から職場の池袋まで、通勤するだけで汗
がダラダラ出ていました。体も太ってしまったり
夜も眠れなかったり。代謝が悪くて自律神経も乱
れていたんでしょうね。 

そして2003年の8月、クリニックで屋久島の旅行
がありまして。今思えば、ちょっと無謀なんです
けど（笑）屋久杉まで行けば体が良くなるんじゃ
ないかと思って、無理して頑張って旅行に行った
んです。それで旅行から帰って仕事が休みになっ
た途端、お腹の激痛が始まりました」

よしこ「そうだったんですね。疲れも溜まってい
らしたんでしょうね」

陸川さん「もう体が限界だったんでしょうね。痛
みがまるで出産の時の陣痛のような痛みでした」 

すがこ「え～、それはきつい！」」 

陸川さん「本当に辛かったです。家族がみんな西
洋医なので、そんな激痛があって体を治すという
時に行ったのは病院なんですよね。とりあえず内
科に行きました。 
だいぶ経ってから、繊維筋痛症ではないかと言わ
れたのですが、2003年当時、まだ繊維筋痛症って
あまり知られていなかったんですね。 
医者も困っているのがわかるんですよね。可能な
検査はしたけれど、これという所見は出なかった
んです」

－辛いお腹の激痛 
　　　（なおし家にくるまで）

すがこ「私も陸川さんのお話はよく伺っていまし
た。今はすごくお元気そうですけれど、最初の頃は相
当おつらい感じだったのですか」 

陸川さん「はい、立てないくらいの激痛でした。
お腹が痛くて痛くて、耐えきれない激痛でした」 

よしこ「そうだったんですね。その頃どういう状態
だったか、少しお話ししていただけますか？」 

陸川さん「その頃、ある生命保険会社の相談室でカ
ウンセラーとして勤めていました。他にも私の尊敬す
る精神科医のクリニックでも勤めていまして」 

院長「陸川さんは臨床心理士の資格をお持ちなんです
よね」 

院長「陸川さんとは2003年からのお付き合い。
なおし家で一番長く来ていただいている方です。
最初の頃は、非常につらい症状が続いていましたが、
今はすっかり元気になられましたね！
ヨガの講師をされたり、いろんなワークショップを
されたり。
長年体のケアをさせてもらった者としてもすごく嬉し
いです。今日はその変化の経緯もお聞きしたいと思い
ますので、よろしくお願いします」 

陸川さん「私もとっても楽しみにして伺いました。
ちょうど最近、今までいろんなことがあったことを
まとめてみたいなあと思っていましたので、こういう
機会をもらって嬉しく思っています」 

（前半）「線維筋痛症」の痛みに向き合って
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すがこ「それがどのくらい、続いたんですか」 

陸川さん「なおし家さんにきてからも、数年は続い
ていました」　

－角谷院長との出会い

よしこ「ところで、なおし家を知られたきっかけは
何だったのですか？」 

陸川さん「それまでも他の鍼灸院に行ったり、アー
ユルヴェーダをやってみたりはしてました。主人は
西洋医なんですが、ある時、鍼灸院に行って見たら？
と言われまして。改めてネットで自宅の近くの鍼を
検索したんです。歩くのも大変だったのでとにかく
近くでと」 

すがこ「そうだったんですね。でもそんな激痛を抱
えながらの通院も大変でしたね」 

陸川さん「初めて伺ったのは、その旅行から帰って
２週間後、2003年の9月だったと思います。
クーラーの風が当たるだけでも痛くて辛かったです
ね」 

よしこ「それはおつらい…。最初の院長の施術はど
んな印象でしたか」 

陸川さん「最初に院長先生のお顔を見て、施術を受
けながら、ああ、この人が助けてくれるかな、とい
う感じを受けました。それと、深い所に鍼をしても
らったんですが、奥の固い所に鍼が当たったんです
ね。そしたらちょっと激痛が和らぐ感じがあったん
です。それと院長の手が気持ち良かったんです。
ああ、この手で、この鍼でよくなるかも、って何回
か通った時に思いました」 

陸川さん「通っている間に色々話をしますよね。
で、ある時院長が病院行くのをやめたらどうです
か、って言われたんですね。えっ！と思って。 
それは、私にはない発想だったんですよね（笑）
病院行かないで症状をよくするってどういうこと？
ちょっと意味わからないなって（笑）
でもその言葉がずっと残っていました。
それと同時に病院でいろんな検査をしたけれども、
これという所見が出ない中、その言葉を自分の中で
反芻したんですね。そうだなあ、もう病院でできる
ことはないかもしれないなあ、と。
これは、それまでの西洋医学信仰からの意識の転換
で私にとっては大変なことでもあり、とても大きな
ことでした。
それと院長の鍼で和らぐという感覚、その感覚をと
ても頼りにしてましたね」

院長「私が病院に行くのをやめたらと言ったのは、
当時はまだ病院側でも痛みの原因をつかめなくて、
治療法もはっきりせず痛み止めの薬を出すしかない
ようだったんですね。 
なおし家での陸川さんの施術はどうかというと、表
面は常に痛みを感じているんだけれども、奥の深層
筋に鍼をしても全く感じない、ということは奥が麻
痺していて、奥を防御するために表面に痛みを出し
ているのでは、という風に思ったわけです。そして
鍼をして奥の麻痺が取れてくると、痛みもやわらぐ
という感覚が起こってきたんですね。それで手ごた
えを感じました。この鍼で痛みが取れて、良くなっ
ていくのではという。
それで病院通いをやめてみたらと言ったのですね」

－病院通いをやめた

陸川さん「それと病院では、あんまり痛い、痛いと
いうのでついに、麻薬系の薬を出しましょうかって
言われたんですね。原因がわからないのに、麻薬系
の薬を飲むというのは、やっぱり怖いと思いました。
当時薬をたくさん飲んでいたので、これ以上飲んで
痛みが多少和らいでも、その後どうなるのかなとい
う不安がすごくありました。そして院長の言葉が後
押しになって、病院に行くのをやめちゃったんです
（笑）」

よしこ「はっきりした原因がわからないというの
は、患者さんにとってはつらいですね」 

陸川さん「ええ、ショックでした。それに通院も辛
いので入院させて欲しかったんですけど、病名が出な
いと入院することもできなくて…。症状に対して薬は
出るんですけど、痛み止めは、１時間ほどするともう
効かなくなりましたね」　　　　　　　　　　　　　　　　
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院長「実を言いますとね、その頃は、麻痺している
ところに鍼をしてその麻痺が取れたら治っていくと
いうのが、まだはっきりわかってなかったんです
よ。」 

よしこ「えー、そうなんですか（驚く）」 

院長「まだ、深層筋鍼法がはっきりとは確立してな
かった頃です。その頃、２０代の患者さんで、繊維
筋痛症の男性がいまして、手が上がらず鍼をしても
全く感じられませんでした。
でも肋骨の一箇所に集中して鍼を３、４０分やり続
けるという施術を何日もくり返しましてね。やっと
その方が感じられるようになった時、ああ手が上が
りますと言われて、初めて肩が上がったんです。 
その方の治療を通して、深層に鍼をして感じなかっ
たら感じるまで鍼をする、そしたら痛みが取れて症
状も変化するというのが、わかりだしたんです」 

よしこ「それが、今の院長の深層筋鍼法につながっ
たわけですから、それは大きな発見でしたよね」 

－骨鍼（こっしん）の誕生

すがこ「病院に行かなくなって、特に不安とかは
なかったですか？」 

陸川さん「行くのをやめると決めてからは、特に
なかったですね。病院通いをやめてからも、なお
し家にはほぼ毎日通院してました。最初はお腹が
痛かったのが、他の所もあちこち痛くなってきま
したので、なおし家で行なっていたあらゆる施術
をしてもらいました。温熱療法や血流をよくする
施術とか。
先生も大変だったと思います。午前中きて、それで
も具合が悪いと夜にまた診ていただいたりと、本
当によく対応してくださいました。すごくありがた
かったです」

院長「そうなんです。でも、陸川さんの場合、深層
のどこをやっても感じないんですよ。でも根気よく
鍼をやり続けていると、なんだか痛みが取れると
おっしゃるので、悪いところや痛いところを探し
て深層に鍼をしていたんですね。 
その後も何人もの臨床を通して、“骨ぎわの癒着し
ているコリに鍼をして、そこが麻痺していたら、
鍼によってその麻痺を取れば痛みも取れる”という
ことがはっきりとわかったんです」

よしこ「おー、まさに骨鍼の誕生ですね！」

－院長からみた「繊維筋痛症」とは

すがこ「でも改めて線維筋痛症というのは辛い病気
なんですね。今まで全く知りませんでした」

陸川さん「本当に体も心もきつかったですが、とにか
く痛いのが辛かったです。痛みで食べられない、眠ら
れないが続くし、気の状態も悪かったですね。気が上
がってしまって、頭の中に気がこもってしまい、頭が
まるで風船に熱風を送り込んだような状態でした」 

よしこ「え～、それは辛いですね！」 

陸川さん「誰かこの風船に穴を開けて出して欲しいっ
て。自分で自分の体が制御できなくて本当に辛くて。
もう私は、発狂するか死ぬかどちらかかなって思った
んですよ。でも、痛みでは死なないんですよね、日々
あんな状態で暮らしていても、死なないんですね。」 

すがこ「死にたくもなりますよね」 

陸川さん「あの時初めて、死にたいって思いました」 

院長「痛みの中でも一番に辛い病気とも言えますね。
ずっと続きますし。よく頑張ってこられました」 
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陸川さん「そうですね。よく院長に『響きますか』
と聞かれましたね。『（コリが）浮いてくる』『（コ
リを）溶かす』とかの独特の表現も面白いなあと思
いました。 
だんだん受け続けて行くと、鍼を受けたときの感覚
の違い、こういう風に響くと変わるなあというのも
わかってきましたね」

院長「陸川さんは一番長い患者さんですから（笑）
奥の麻痺を取ると痛みがラクになるという線維筋痛
症の仕組みは、まだ西洋医学でも鍼の分野でも知ら
れていないと思うので、これはなおし家での発見か
なと自負してるんですけどね（笑）」

すがこ「長く施術をしてきて、院長から線維筋痛症に
ついて何か言えることってありますか」

院長「体の面から言うと、繊維筋痛症とは、奥に固
いものがあるので、表面が非常に敏感になっている。
だから表面に少し触れただけでもすごい痛みを感じ
るんですね。 
それは何故かというと、奥の悪いものを隠そう、触
れられまい、なんとか防御しようとするために表面
に痛みを出すということが、施術の経験から後でわ
かるわけなんです。奥の悪いものは、麻痺してしまっ
ているので、鍼で刺激しても最初は全く何も感じない
のですが、施術を続けていくと感じられるようにな
るんですね。 
“ひびく”という表現をしますけど、心地よいひびきを
感じられるようになります。それからは、患者さんと
共に、そのひびきを共有しながら共に治していくと
いうプロセスに入るわけです」

陸川さん「それとやっぱり、この病気になって何が
悪かったんだろうって過去を振り返ったときに、結
構自分を責めていましたね。
あれがいけなかった～、これがいけなかった～て。
やっぱりこうなった訳を知りたいから」 

よしこ「それもきついですね」　　

陸川さん「昔を振り返ると、なんでも自分でやらな
きゃというのが強かったと思いますね。 
親のこと、家のこと、母として、とか。 
父がきっちりした人だったので、その影響を受けて
完璧を求めてたんだと思います」 

院長「母として、妻として、きっちりしなきゃって
いうのですね」 

陸川さん「そうそう、ちゃんとしなきゃっていう
気持ちが強かった。本当はそうしたくないのにそ
うしていたー。したくないっていう気持ちも自分
で気づいてないんですよね。でも、体はわかって
るから、キューと縮まったんでしょうね」 

すがこ「その時は何を我慢して
いるか自分でもわからないん
ですよね、我慢しているこ
とにも気づかないというか…」

院長「我慢しながら、本音と 
ちがうことをしてたわけですね」 

陸川さん「だから、奥がキューと固くなったのか
なって、今は思いますね」 

よしこ「患者さんでもすごく我慢されて頑張ってる
方が多いですよね。それは病気にもなってしまう
のかなって。本当に人生を楽しまれている方は病
気にならないのでしょうね」 

陸川さん「そうなんですよね。だから病気になっ
てそうじゃあないんだなあって、いい意味で力が
抜けました（笑）」 

院長「病気が生き方の間違いとか偏りを教えてく
れるっていうのはありますね。気づきを得てその
人らしくなれるというか」 

陸川さん「はい、本当にそう思いますね」 

－昔は、本音とちがう生き方だった
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陸川さん「そうやって体も動けるようになって6年くら
い経ったころ、私はずっと今まで人のお世話になって生
きてきたな、お世話になりっぱなしだな、でもこれか
らは自分でできることはしたいな、と思ったんですね」

院長「そこが陸川さんの素晴らしいところですよね」

陸川さん「その時ふっと、娘が幼稚園の頃に通っていた
友永ヨーガ学院があったなあと思い出して、恐る恐る通
い始めたんです。それが２００９年の２月です」 

すがこ「それが今されてるヨガの講師のお仕事につなが
るんですね」 

－ヨガの講師に 
　　　教えることで健康を保てることに感謝

陸川さん「そうなんです。最初はそれこそ、ヨガの
レッスン９０分を過ごせるかどうかが不安だったん
ですけど、やれたんですよ。
仕事もずっと休職していたんですけど、復帰できる目
処も立たず退職しました。今私がやることは自分の
体を良くすること、それが仕事だと」 

院長「その決断もすばらしいなあ～」 

陸川さん「そのタイミングでヨガの指導者養成コー
スが始まるということで、３年間通うことになりま
した。そのコースに入ると、レッスンは受け放題で
座学や、東洋医学、中医学、マクロビオティック、アー
ユルヴェーダや断食などをその道の先生が来てくれ
て教えれくれたんですよ」 

全員「すごい。本格的！」

陸川さん「私としては、指導者になるということは
全く考えていなくて、その経験を通して自分で自分
の体をコントロールできるようになりたい、自分が
自分の体の持ち主でありたいと思った。それで続け
られたんだと思います」

すがこ・よしこ「すばらしいです」

陸川さん「そして3年後、2 0 1 2年に卒業したその時
に、ヨガを教えてみませんかと声をかけられまして。
最初は、えー私が？と思いましたが、せっかく声を
かけていただいたのでやってみようと思いました」

（後半）「自分で自分の体の持ち主に」　　
　　　　セルフケアを伝える道へ
　　　　

－野口整体との出会い

陸川さん「病気になってなおし家には毎日通院し
ていました。そして3年くらい経った頃かしら、
電車に乗って移動できるようになったんですね。
それで他の施術も受けられるようになったとき、
ちょうど義母に誘われて野口整体に行くようにな
りました」

よしこ「野口整体は有名ですね」

陸川さん「ええ、それで結構みっちり通い学び、
３年くらい続けましたね。
“愉氣”と言って手を当てるだけの整体で、ボキボ
キやるのとは全然違うんですけど、私の敏感な体
には良かったみたいで、それでまた一段と体は変
わりました」

すがこ「どんな変化があったんですか」

陸川さん「野口晴哉先生が言われていた反応が３
つあるんですけど全部起こりましたね。　　
例えば、皮膚の下に水が流れるような感覚とか、
だるくなるとか。本当に２、３ヶ月はだるくてだ
るくて起き上がれない時もありました。風邪も毎
月ひいたり。でもそれはデトックスですよね。 
それからだんだん動けるようになりました」 
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陸川さん「それとなおし家で三井温熱療法に出会い
ましたでしょ。それがとても良かったんですね。
それで体が動くようになってから、三井温熱を習いに
行って、温熱療法師の資格をとったんです」

院長「ああ、そうでしたね。温熱療法は血流が良く
なるし、何より気持ちいいのでリラックスできます
よね。陸川さんも温熱療法を受けることで血流が良
くなって顔色が良くなりましたよね。より健康的に
なりました」

陸川さん「ええ、そうなんです、ありがたかったで
す。それで念願の温熱療法師になって、なおし家さん
が休みの時に、ここをお借りして温熱の施術を1年程
やらせてもらってました。そのあと三鷹に場所を借
りて現在も週に何回か施術をやらせてもらっていま
す」

院長「それをやりだしてから陸川さんが更にイキイキ
して、陸川さんらしい活動がはじまりましたね」

陸川さん「それから、自宅の裏に「醸（かもし）カ
フェ」という発酵食品を出すレストランがあるんです
けど、そこのマスターも健康に興味があっていろんな
ワークショップをやっていたんですね。例えば味噌蔵
の方が来て味噌造りをしたりとか、なかなか面白い
んですよ。
それで私も参加していたんですが、私の自宅の庭にビ
ワの木があるなんて話から、ワークショップをやろ
うということになりまして。ビワの葉エキス作りと
か、エキスを原料にしたクリームを作るとか。
皆さんと一緒に作って、持ち帰ってもらっています」

よしこ「へー、それはいいですね」

－「からだを温める」 
　　　　　三井温熱の療法士に

－自分で主催する 
　　　　　ワークショップが楽しい！

陸川さん「体の調子もいつも良いわけではなかったの
ですが、週１回のレッスンに向けて、自分の体を持っ
ていくというか、意識していくことが私自身の体のト
レーニングになりましたね」

院長「そうやって意識することで、より健康になって
いかれたんですね」

陸川さん「はい、そして今に至ります。今は地元の西
荻窪でのレッスンと、コロナということもあって友永
ヨガでは、オンラインレッスンも配信しているんですよ。
私は３０分の椅子ヨガをオンラインでやっているんで
す」

よしこ「受けてみたいです～」

陸川さん「ぜひ。教えるというのは、必ずそこに行か
ないといけなくてキツい時もあったんですけど、コロ
ナでしばらく休んでいた時に、つくづく感じたことが
あって。それは、私は教えるという立場で自分の体を
保っていた、健康を保っていたんだなということを。
なので今講師として教えられることはとてもありがた
いと思っています。みなさんに喜んでもらえることが
嬉しいのはもちろん、自分のためにも教えることは続
けていこうと思います」

～オンライン椅子ヨガの様子～

この対談を編集している時に 
陸川さんの椅子ヨガを受講しました 
30分なのに、体がほぐれて 
すごくスッキリしました！ 
　おすすめです～（すがこ）



－患者さんの立場だからこそ 
　　　　　　　　　伝えられること

すがこ「こうしてお話を伺うと、いろんなセルフケ
アをご存知で、しかもとっても楽しそう」

陸川さん「これまで学んだセルフケアを自分のもの
だけにしておくのは勿体ないと思って、今はお伝え
するのが楽しいんです」

院長「陸川さんはセルフケアの一大プロだと思って
るんです。なぜかというと私ら施術家は、鍼なら鍼
というひとつの道にいってしまうけど、陸川さんは
患者さんとして来てらっしゃるから体に良いものは
何でも自分に取り入れようとされる。
施術家はどうしても自分の持っているものを極めよ
うとするからスタンスが違う。でもその両方が必要
なんだと思うんですよ」

陸川さん「私はこの体を良くするのにもっと良い
ものはないだろうか、もっと知りたい！と常に探
している感じがあるんですよね」

院長「そこが患者さんからきたスタイルと、施術
家からきたスタイルの違いですよね。患者さんは
自分の体が良くなればいいわけですから、それを
追求していくといろんなものに出会う。本物にも
出会っていき、自分に合うものに出会えるんです
ね。
それを自分の中に入れていくと、それが自分の健
康をつくることにもなるし、それを人に伝えると
いうことになっていくんだと思うんです」

陸川さん「ああ、なるほど、とても納得しまし
た。ひとつのことを極めるのもいいなと思いなが
ら、なんで私はひとつのことに止まっていられな
いのだろうってずっと思っていましたので」

自分の痛みのために
植えたビワの木から
こんな立派な葉が育った！

＜ビワの葉エキス &クリーム＞

陸川さん「それから、平井先生（福岡県の鍼灸師で
時々なおし家を借りて施術をされている）に教わっ
た炭もぐさを使う温灸メガネ作り、それもとてもよ
かったですね。作る過程が工作みたいで楽しい。し
かもそれをかけると目にとっても良いと評判でした」

よしこ「今、目が疲れてる方も多いですし、とても
良さそう。今度なおし家でも作ってみたいですね」

すがこ「ぜひやりましょう！」

　紙コップの中には
　炭もぐさの入りの
　茶こしが。
　目にやさしい～

＜温灸メガネ＞
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すがこ「わあ～、なんだか深いお話しですね」

陸川さん「生きている中でこういう出会いが
あったことは本当に幸せで、病気になったから
そういうつながりを持てるようになったと思う
んです。自分の本質につながる人が周りに増え
たのは、本当に病気のおかげだと今は感謝して
います」

よしこ「素晴らしいです。そんな陸川さんを施
術させていただけることにも感謝です」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
院長「これからも引き続き体のメンテナンスで
お力になれれはと思います。ワークショップも
実現したいですね。
今日は有意義な時間をありがとうございました」

　　　　　（2020年12月3日　なおし家にて）

－病気は「自分で自分を産みなおす」　　　 
　　　　　　ための経験だった　　　　　　　

陸川さん「この体を持って生まれてきて、調子
が悪い時もあるけれど、体を治すためだけの一
生にしたくない、体のことをあまり気にせず、
やりたいことをやって過ごしたいという想い。
それと体の調子の波は誰でもあるんだけれど
も、その波を自分である程度改善できるような
術を身に付けたいという想い、そういう気持ち
でこういうことをやってきたように思います」

院長「だから陸川さんのスタイルはとても素晴
らしいと思います」

すがこ「最後になおし家の感想をお聞きして
いいですか」 

陸川さん「なおし家は私にとって実家のよう
なものです。院長がお産婆さん。なぜかとい
うとこれまでお話ししたように、最初の頃す
ごい激痛だったでしょう。まるで陣痛のよう
な。つらつらと経過の中で思ったんですけど、
あれは自分で自分を産み直すということだっ
たんだなあと。自分を産み直すための陣痛だっ
たんじゃないかなと思うんですよ。 
そこの一番肝心なところに院長先生が立ち会っ
てくれたような感じです。それが私にとって
のなおし家ですね」 

よしこ「今回、ゆっくりお話を伺って、昔の陸
川さんがそんな大変な経験をされてきたことに
驚きました。でもそれを経た今の陸川さんのあ
り様が本当に素晴らしいです。感動しました」

臨床心理士 
ヨガインストラクター 
サウンドセラピスト 
三井温熱療法士 
ヘナインストラクター

陸川祐有加      Rikukawa Yuuka

椅子ヨガ、温熱療法、ワークショップ
などに興味のある方は
HP「ほっとスペースKIRAKU」
をご覧ください

＜　院長、陸川さん、すがこ、よしこ　＞


