
こんにちは、久家です。 

前回、当院の新たな取り組みとして、 
「人生100年時代の健康法」を考えていくコミュニティを
作るということをお伝えしました。 

今回はそのコミュニティの詳細をお伝えします。 

緊急事態宣言中に 
体の調子を崩す人が急増 

コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言で、 
当院の患者さんたちも来院を自粛をされる方が多くいらっ
しゃいました。 

宣言解除と共に、徐々にご来院される方も増えてきている
のですが、久々に体を診ると、今までに無い症状を訴えて
いました。自粛前はずっと調子良くメンテナンスに通って
いた人でさえも・・ 

もちろん、施術間隔があいた事もあるとは思いますが、 
１番の原因は間違いなく、 
ライフスタイルの変化です。 



在宅勤務、休校、家族の時間の増加… 
コロナ禍が及ぼす健康への影響 
仕事が在宅でのテレワークになり、朝早くから満員電車で
通勤しなくてよくなったのはいいのですが… 

自宅でデスクワークとなると、そもそも仕事をする環境が
ないので、ソファに座ってやったり、ダイニングテーブルの
上にパソコンを置いてやったりと慣れない環境で長時間 
仕事をして、首が痛い、肩が凝る、腰が痛くなった…など
の症状が出てしまったようです。 

そして、普段運動習慣がない人にとっては、通勤で歩く事
が唯一の運動。それがなくなった事で一日ほとんど動かな
くなって、調子を崩している人もいました。 

主婦の方たちにとっては、ご主人は在宅勤務、お子さんは
休校で普段いない家族が家にいる事で、やる事は増え、 
自分のペースで家事ができないとなって、相当な疲労と 
ストレスを抱えている人が多かったですね。 

外出の自粛で買い物も頻繁に行けないため、食事はインス
タント食品などの日持ちするものが増え、食事も普段と 
変わったご家庭も多かったようです。 



急なこと、慣れないこととはいえ、 
わずか3ヶ月足らずでこのような状況… 

これから来る第２波、第３波、、 
しばらくは続くであろう「with コロナ」、、 
そしてAIやIoTの進歩による時代の急速な変化、、 

この先、ライフスタイルはどんどん変化するでしょう。 

その変化に対応できないと体はどんどん悪くなってしまう 

そう思うのです。 

日常の中で 
健康な体をつくる！ 

これは当院のコンセプトですが、 
これができるかできないかが、今後のあなたの健康を左右
するといっても過言ではないでしょう。 

あなたにこれをできるようになってもらうためには、 

施術だけじゃ当然不十分… 
僕からの一方的な情報配信ではなかなか身につかない… 

そこで、考えたのが「オンラインサロン」です。 



Best Formの 
“オンラインサロン”始めます 

別に「オンラインサロン」という形が新しいわけでも、 
珍しいわけでも、流行りに乗っかろうとしているわけでも
ないんですが、 

オンラインサロンという言葉以外になんと表現すればいい
のかわからなかったので、オンラインサロンという形式に
しました。 

このサロンの目標は、 

「自分の体のことは 
　自分で決められるようになること」 

そして 

「自分らしさが存在する健康を 
　実現すること」 

この2つです。 



健康＝正常、 
不健康＝異常？ 

健康について考えるときに、健康＝正常、不健康＝異常 
と私たちはなんとなく思うわけですが、 
果たしてこれ、本当なのでしょうか？ 

なぜこのように思うかというと、 
医学が「健康とは正常のことである」と定義しているから
です。 

例えば、医者が「あなたの胃に異常があります」と言えば 
それはつまり、正常ではないということです。 

じゃあ、 

正常って何？ 

医者は何を基準に正常、異常の判断をしている 
のでしょうか？ 

これって医者にとっては当たり前のことですが、 
僕ら一般の人には意外と知られていないんですね。 



 
医者が胃の正しい状態を知っていて、 
そこと照らし合わせて働きがおかしいから異常って 
言っている 

と多くの人は思っていると思います。 

でも実はそうじゃないんですね。 

医学的な正常っていうのは「基準値内である」という意味
で、その基準値って何かと言われたら、 

「その数値の中に人口の95%以上の人が入ってます」 

というものなんです。 

何かの正解が、医学の教科書に書いてあって、それが 
正常で、そこから外れたら異常って言っているわけでは 
ないんです。多数決なんですね。 
ほとんどの人がここにいますって言っているだけなんです。 

だから健康診断を受けて「あなたはこの数値が異常です」
と言われたとしたら、それは 

「あなたは平均から離れています」 
「多くの人はこういう数値じゃないんですよ」 



と言われているだけなんです。 
それを正常とか異常とかいう言葉で言っているんです。 

そう考えたときに、僕が素朴に思うのは 

「みんなと同じ状態」が 
　自分の望む状態なのか？ 
ということです。 

隣の人と同じ胃の状態になる事が 
本当に自分の望む状態なのでしょうか？ 

日本人の95%が入っている血管の状態が 
本当に自分の望む状態なのでしょうか？ 

例えばBMIとかがそうです。 
BMIって、アスリートがやればだいたい異常です。 
「あなた病気になりますよ」的な数値になりますからね。 

そこでアスリートは一般人の体にすべきなのか？ 
そしてアスリートはそれで幸せなのか？ 
という話です。 



健康というのは「幸福の土台」であるべきだ 
と僕は思っています。 

アスリートの寿命は一般人に比べると確かに短いです。 
それは長いこと体に無理をかけるから当然だと思います
が、だからと言って 

基準値に全てを持っていく事が 
アスリートの幸福を増大させるか？ 

これはもう医学の範疇じゃないですよね。 
生き方の問題です。 

そこまで含めて、改めて健康というものを定義して 
いかないと、健康のために不幸になっていくみたいな 
本末転倒な事が起こると思います。 

そんな状態になってしまったら、 
「もはや健康とは？」ってなりますよね。 

健康オタクの方が寿命が短いっていうことを 
聞いた事があります。 

気にし過ぎてる人の寿命が長くはないという事ですが、 
それは多分、不幸だからだと思います。 



幸福というものが欠落している健康、数値上の健康だけを
追求しているから、生きてる意味がないって体が判断して
いるのかもしれませんね。 

いずれにしても、一般的に正常とか異常とか言われるもの
は、この程度のものなので、ここにあまり踊らされない方
がいいのではないかと思し、これはしっかりと皆さんに伝
えておきたい事です。 

自分が望む状態が何なのか？ 
これが自分で定義できていなかったら、 
そもそも健康を求める事ができません。 

テレビやネットであれがいい、これがいいと言っている 
ものの判断が自分でできないんです。 

これをできるようになる事がサロンの目標の1つである 

「自分の体のことは 
　自分で決められるようになること」 

です。 



健康とは 
幸福の土台 

「もし１００年生きるとすれば、 
　何のためにどう生きるのか？」 

これは僕らに課せられた宿題のようなものです、と前回 
お伝えしました。 

この答えはそれぞれが自分で見つけるものだと思います
が、「何のために？」という問いに最も抽象的に答える 
なら、全員に共通した答えがあります。それは 

幸せ（幸福）になるため 
人は幸せになるために生きている。 
これに関しては、誰も異論はないでしょう。 

そしてその土台となるのが健康だと僕は思っています。 

なので、健康はそれぞれの幸福につながるものでなければ
ならないという事です。 



健康オタクの世界で有名な言葉があります。 

「健康のためなら死ねる」 
ここまでくるともう、何のために健康を追求している 
のか？そもそも健康って何？って感じですよね。 
もはや意味不明です(笑) 

ここまではなくても、無意識に 
幸福というものが欠落している健康、数値上の健康を 
求めている人は意外に多いです。 

なので、しっかりと自分の幸福につながる健康というもの
を明確にしていく必要があります。 

幸福とは？ 
幸福とは人それぞれの形があると思いますが、心理学の 
世界では、次のように定義されています。 

幸福＝【快楽】×【意味】×【没頭】 

幸福は【快楽】、【意味】、【没頭】の3つの項の掛け算で
達成されるという事です。 



大事なのは、3つの項の掛け算だということ。 

快楽ばっかりで他がゼロだったら、幸福度はゼロです。 

快楽と意味はあるけれども、何にも没頭していなかった
ら、幸福度はゼロです。 

どこかの項がゼロになったら幸福がゼロになる 
という理解が大切です。 

幸福の土台となるべき健康。 
その健康を考えるときに、3つの項のどれかをゼロにしてし
まったら、絶対に幸福にはなれないということです。 

そして、これら3つの項を高めていくための 
土台となる健康が「自分らしさが存在する健康」であり、
それを実現する事がこのサロンの2つ目の目標です。 

「自分らしさが存在する健康を 
　実現すること」 

別の言い方をすれば、 

「幸せになる土台を築くこと」 

とも言えます。 



前回お話しましたが、これからは人生100年時代。 

そして時代の進歩はコロナを機に急加速しています。 
おそらく混迷を極めるでしょう。 

「正直、どう生きていけばいいのかわからない・・・」 
そう感じている人も多いはずです。 

 みんなそうだと思います。 

だから、僕自身も「同じ時代を生きる仲間」として、  
様々なことにチャレンジし、様々なことを学んでいく。 

その“生の”姿をサロンで見せられればと思っています。  

正直、施術や一方的な情報発信という形でシェアできるも
のには限界があると感じています。 

これまでのような形でシェアできるのはあくまで知識 
であって、 あなたのそばに寄り添って、あなたの 
モチベーションを高めるような「存在そのもの」では 
ありません。  

知識があっても、安心感やモチベーションがなければ行動
に移せず、結局何も変わりません。  



すごく抽象的に聞こえるかもしれませんが、 
僕やサロンのメンバーの「存在感」を受け取って欲しいと
思っているのです。 

 
同じ時代を共に生きる仲間 
がいることで、きっとあなたの勇気になると思うんです。 

「この道でいいんだ」 

と、確信が持てる。 

どうしても自分1人では、 
心が揺らいでしまうこともあるでしょう。  
不安になることも、迷うこともあると思います。 

そんな時にこのサロンやサロンメンバーがあなたの支えに
なるなら、これほど素晴らしいことはないんじゃないかと
思うのです。 

具体的にオンラインサロンでは 
どんなことをやるのか? 

基本的には、今回お伝えした当サロンの2つの目標 



「自分の体のことは 
　自分で決められるようになること」 

「自分らしさが存在する健康を 
　実現すること」 

を達成するための「役に立つ情報」を 
お届けしていきます。 

ただ、僕から一方的に配信するだけだったら 
オンラインサロンである意味はないですよね? 

そこで、当サロンはFacebookグループを利用して、 
あなたが何らかの行動ができる環境を作ります。 

・記事を読んで、意見や感想を投稿する。 

・疑問点を質問する。 

・他の人の投稿に”いいね”を押してみる。 

・自分で何か投稿してみる。 

など、ぜひ色々と行動を起こしてみてください！ 



前にもどこかで書きましたが、 

いくら良い情報を知っても 
知識として理解していることに意味はない 

と思うんです。 

行動してはじめてその知識が生きる 

記事を読んで、やってみようと思う事があったら、 
何か1つでもいいのでやってみてください。 

そして、一言でもいいので感想を投稿してみてください。 

その行動だけでも間違いなく、 
理解は深まり自分のものになると思います。 

もちろん今まで通り、 
記事を読んでいただくだけでも構いません。 

実際に行動したり、投稿したりすることを強制するもので
はありませんので気軽に参加してくださいね。 



睡眠、運動、食事だけじゃない！ 
あなたの健康を実現するもの 

僕の方からはこれまでのように、 

専門知識を踏まえた情報をお伝えしていきます。 

大きなくくりで言うと、 

睡眠、運動、食事、といった生活習慣に関する記事が 
メインになってくると思います。 

それに加えて、コロナ関連の情報を僕なりに整理して 
お届けしたいと考えています。 

ただ、みなさんそれぞれの健康というものを考えた時、 

これだけではありませんよね？ 

思いつくのものとしては、例えば、 

育児の悩み 
当院の患者さんは育児真っ只中の主婦の方がたくさん 
いらっしゃいます。 



施術中に話を聞く事が多いですが、 
みなさんそれぞれ育児に関する悩みを持っており、 
相談を受けることも結構あります。 

悩みは人それぞれですが、共通しているのが 

生活の中心が育児 
ということ。 

なので育児中の主婦の方たちにとって 
「自分らしさが存在する健康を実現すること」って 
自分の体の事だけではなく、育児の悩みを解決する事も 
含まれると思うんです。 

当院の患者さんは、お子さんが産後数ヶ月の方から、 
保育園、小学校、中学校、高校、大学、そして育児を 
終えた方まで幅広くいらっしゃいます。 

なので、これまで患者さんの悩みにどう答えたらいいか 
悩んだ時は、必ず誰かに聞いていました（笑） 

その度に勉強させて頂いてます。 
やはり経験に勝るものはないですね！ 

そういった悩みを解決する場としてもサロンを生かしてほ
しいと思っています。 



育児に限らず何か悩んでいるときは、その悩みをサロンに
投稿してみてください。 

それがあなたの健康、そしてその先の幸せに必ずつながり
ますから。 

食事は 
栄養素だけを考えてもダメ!? 

食事に関しては専門的に考えると、どうしても 
栄養素の話になりがちです。 

もちろん大事な事なんですが… 

食事ってそれを超えた科学的に証明されていない何かが 
あると思うんですね。 

だって美味しいものを食べてる時って、 
どんなに疲れていても、どんなに悩んでいても、 
なぜか幸せな気分になりますよね。 

美味しいものってそういった何か不思議な力があると 
僕は思っています。 

なので、 



・美味しいお店の情報 

・美味しいメニューのレシピ 

・我が家おすすめの一品紹介 

みたいな投稿も大歓迎です。 

僕はこの仕事を始めてからは、 
食べに行ったり、買いに行ったりするお店に関しては、 
テレビや雑誌、ネットの情報はほぼありません。 

全て患者さん情報です。 

本当にみなさん、 
美味しいお店、美味しいモノをよく知ってる！ 

そういった情報をサロンの中で共有できたら面白いなって
思ってます。 

ざっと思いつくものを書いてみましたが、 
今回初めての試みなので、どういったものになるかは正直
やってみないとわかりません。 



つまり、このサロンで配信されるモノは、別に体系化され
ているわけではありません。 

もし何か面白いアイデアなどありましたら 
ぜひ投稿してください。 
あなたの力を貸してください！ 

そしてサロンメンバーみんなで 
自分らしさが存在する健康を実現しましょう！ 

サロン名は・・・ 
という事で、いよいよサロンを始動させるわけですが、 
最後にサロン名の発表です。 

「そんなの何でもいいんじゃない？」 

と言われそうですが・・（笑） 

サロン名に何か意味合いを持たせたかったので、 
今回はちょっとこだわって決めました。 

サロン名は… 



『Step by step』 
このフレーズ自体はいろんな所で使われていますが、 
バスケットボールの神様と言われるマイケルジョーダンの 
名言から取りました。 

Step by step.  
I can’t see any other way of accomplishing anything. 

Michael Jordan 

ステップ バイ ステップ 
どんなことでも、何かを達成する場合にとるべき方法はただひとつ、 
一歩ずつ着実に立ち向かうことだ。 
これ以外に方法はない。


マイケル ジョーダン


それぞれの健康を実現するための方法が、まさに 
この言葉に詰まっていると思います。 

そして、あのイチローも同じような名言を残しています。 

小さいことを積み重ねることが、 
とんでもないところへ行く 
ただひとつの道だと思っています。 

イチロー 



スポーツ界のスーパースター2人がこのようなことを 
言っているという事は、 

これが物事の真理なのではないでしょうか？ 

Step by step. 
一歩ずつ着実に、小さいことを積み重ねて 
「自分らしさが存在する健康」を実現させましょう！ 

Best Formオンラインサロン
『Step by step』に参加する 

https://www.facebook.com/groups/240188250414680/
https://www.facebook.com/groups/240188250414680/

