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　最近、お会いする方に痩せたねとよく言われます。
そのときに靴下のおかげですと笑って答えますと、皆さん一様驚きと半信
半疑の顔をされます。
　私自身も不思議に思っていますが、半身浴と私の考案した6足組ソックス
「健康組曲」を履いた以外に特に何をした訳でもないのですが、半年で69kg
あった体重も63kgに減り、それと同時に、医者に直らないと言われていた
持病の狭心症の発作の回数も激減し、加えて「冷えとりスパッツ」を履き始
めてからは、全く起きなくなりました。
　これは当社の五本指ソックス(絹木綿・パワーアシスト）を治療目的で使用
していただいている、治療院の先生に教えていただいた「冷えとり健康法」
のおかげだと私は、思っています。
　実は私自身も「冷えとり健康法」をよく知りませんでしたので、インタ
ーネットや関連の本を調べ「冷えとり健康法」を調べたところ、この健康
法は健康食品や薬に頼らない、人の本来持つ自然治癒能力と免疫力を高める
素晴らしい健康法であることが解りました。そこで「冷えとり健康法」を
知らない方にも判り易くご理解いただけるよう、小冊子にまとめました。
　尚、本文中の内容はインターネットや書籍からの引用であり、私自身の
ことに関しては事実のみを記載しており、わたしの思い込みによる創作及
び捏造は一切ありませんのでご了承下さい。
　さらに詳しくお知りになりたい方は「冷えとり健康法」を検索サイトで
検索してみてください。
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もっと詳しく知りたい方は
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冷えとりはらまき

10ヵ月後

私自身が証明です。驚きの冷えとり健康法



　愛知県小牧市に住む医師、進藤義晴氏が提唱する健康法。 

二十数年前に大学病院の勤務医をやっていた進藤義晴氏が、

従来の西洋医学に疑問を感じ、そこで東洋医学に注目し、

当時の患者さん達に「冷えとり健康法」を実践させたとこ

ろ、患者さん一人当たりの治療回数や薬の使用量が劇的に

減少し、病院の経営を危うくさせるということで進藤先生

は病院を辞めざるを得なくなった、というくらい様々な症

状に効果があった健康法です。

　先生の著書である「万病を治す冷えとり健康法」(右図）

は２０数年前に発売されて以来、今でも売れ続けている

ベストセラーです。

「冷え取り」の四原則
　●半身浴
　●靴下の重ねばき
　●腹八分目
　●正しい生き方　　これをわかりやすい言葉にかえますと・・・
　頭寒足熱にして・・腹八分目。心穏やかにして・・病毒はすべて出し、
  余計な心配はしない。

進藤義晴先生

冷えとり健康法とは

(1)

「冷え取り」の主な特徴
　●特殊な健康食品・健康用品は必要ありません。
　●生活のなかで実践するものですので、自分自身で治療を行えますから
　安心です（薬の副作用などの心配がありません）。
　●年齢・性別・職業に関わらず、どなたでも行えます。
　●効果は自分の努力次第。頑張った分だけちゃんと結果が出ます。



　「冷え」はなぜ万病の元になるのでしょうか。「冷え」があると血管が縮ん

で循環不良がおきますから血行不良になります。

　血液は、身体中のあらゆる細胞に、養分や酸素をくまなく送り届けて、内臓

をはじめさまざまな身体の機能が正常に働くようにしています。そして、また、

これらの細胞が充分に働いて要らなくなった老廃物を運び出す役割もしています。　

血行不良になると当然細胞に必要な養分が届きませんし、老廃物も出ていきません。

体内に老廃物が居すわってるせいで、細胞の機能が落ちたり、狂ったりするので

体内に毒ができるのは当たり前なのです。病気はこの毒が溜まることです。　

　近代西洋医学では異常な数値が血液や尿の中に現れたり、異常な形の細胞、

つまり腫瘍細胞やポリープ、あるいは潰瘍という形になってはじめて病気という

ことになるのです。何らかの疾患という形で現れる前に、すでに病毒があっても

西洋医学ではわからないのです。例えば、一枚の紙に力をかけても、すぐには

破れません。破れないからといって力が加わっていないのかというと、そうでは

ありません。ある程度の力をかけると紙は破れ、ああ力が加わっていたんだなと

初めて気が付くのと同じで、西洋医学では、力が加わっていることが紙が破れる

まで見えないのです。　

冷えは万病の元
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暖

上半身と下半身の温度差と冷えによって血行不良が起こる

冷



　冷えというと一般的に女性特有のものと思われていますが、実は男性にも冷

えはあるのです。誰でも、体温は上半身が高く、下半身は低くなっています。

そして、足もとにいくにつれて一層、体温は低くなって、冷えた状態になって

います。この身体の上と下の微妙な温度差は、血液の流れに大きな影響を与え

て、さまざまな病気の原因になってきます。

　また、現代は、どこへ行ってもエアコンが効き、また、いつでもどこでも、

季節を問わずいろいろなものを食べることができます。一見機能的で、快適な

世の中になったようですが、実は冷えすぎた冷房が体温調節の機能である自律

神経を狂わせたり、本来、夏に食べて体の熱を取る役割をもったものを、冬に

食べて体を冷やしてしまったりしているのです。

　また、社会はますます複雑になり、さまざまなストレスが私たちを襲います。

そして、害のある食品添加物、公害、ウイルス、薬物など、取り込んではいけ

ないものが、街中いたるところにあふれ、無防備でいる私たちの体内に、今、

まさに入り込もうと狙っているのです。

　「私は足がほてるくらいだから、冷え性のはずはない」と言う方がいますが、

足がほてること自体、冷えている証拠なのです。足が冷えると健康上良くない、

細胞機能が落ちますので、身体は防衛機能として温めようとします。だから裸

足でいると、冷やしてなるものかと、足を一所懸命に発熱させます。これが体

感では火照りになって、熱くて熱くて仕方ないといった状態になります。しかし、

温かいのは表面だけで中は冷えた状態のままです。

　足元を冷たくしていると上半身が寒いので、衣類をたくさん着ると今度は足元

がほてってくるのです。ほてっているから冷えていないと思って、寒いときでも

裸足でいるからますます冷えがひどくなります。「冷え性」だけが冷えではあり

ません。上半身と下半身の温度の違い、つまり上半身に比べて下半身が冷えてい

る状態ならば「冷え」を抱えていることになります。ですから夏でも、いえ夏こ

そ「冷え」ている状態の方が多いのです。冬場たくさん衣類を着て下半身を暖め

ていても、同じように上半身にたくさん着こんでいれば、「冷え」を抱えること

になります。

　私たちの身体をサーモグラフィーで見ますと例外なく上半身は高く（心臓を中心

に３７度前後）て、下半身は低く、特に足元は31度以下になる事が確かめられて

います。このことからも現代人は誰でも「冷え」の状態にあることがわかります。　

冷えは誰にでもある

(3)



　病気とは、ぞれぞれの臓器（内臓）に毒素が溜まって、働けなくなった

状態を言います。そして、この毒がいっぱいに溜まって、内臓が動けなく

なってくると、私達の身体は、とりあえずは生命に関係のない、ノド、鼻、

足、目、肩、耳などに毒を移します。そして、ここから“いろいろな症状

という形”で、毒を外に出そうと精一杯に努力をします。これを“（内臓の）

肩代わり”と言いますし、また、身体のこのようなしくみを“自然治癒力”

とも言います。ですから、普通、私達が病気と思っているもののほとんどは、

症状です。具体的には、胃や肺に病気があると、鼻やノドに反応が出ます。

つまり、鼻水やセキなどにして、胃と肺の毒を外に出しているのです。

また、消化器と腎臓が悪いと、耳に“肩代わり”をさせるため、中耳炎や、

耳鳴りなどの症状が出やすくなります。

　今の医学の治療では、こういう表面に出た症状は、薬などで止めてしま

います。そして、症状がなくなれば、病気は治ったとされてしまいます。

実際は、表面の症状だけを止めても、病気の元である毒はそのままですし、

しかも、出そうとした毒はもとの内臓に戻されてしまいますので、病気は

悪化していきます。そしてそれが潰瘍になったり、腫瘍、癌に変化してい

くのです。

症状と病気について

　「病気は治すもの」だと思い、クスリを飲んだり、病院へ行ったりして
いませんか？
しかし、「病気は治すものではない」のです。治そうとしてはいけないの
です。病気は治るような生活をしていれば「自然に治るもの」なのです。
　我々の身体には自然治癒力があり、常に正常に戻ろう、戻ろうとする力
を秘めています。「冷え」を取り、あとは身体に備わっている自然治癒力
に任せればよいのです。治らないのは、治らない生活をしているからで、
治る生活をしていればちゃんと元の健康な身体に戻るのです。
　強調したいのは、病気は病気になる原因があって、結果として病気があ
るのですから、その病気の原因を取り除いてやれば、原因がないのですか
ら病気もなくなるということです。

病気は治すものではなく自然に治るもの
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　人間は、健康体という「秩序」を維持する為に、新陳代謝を行っています。

新陳代謝とは、外部から生存に必要な物質を体内に摂り入れ、不要となった

老廃物等の毒素を体外に出して体を浄化することです。

　人間の細胞は全部で約60兆個あり、人間の体は、死んで老廃物となる細胞と、

新しく生まれる細胞とを入れ替える作業を繰り返しています。体の細胞は約3ヶ

月で全て入れ替わるといいます。この細胞の入れ替えを、一生の間繰り返します。

　普段の生活の中で、鼻水、耳だれ、湿疹、下痢、頭痛といった症状が出る場合

があります。これらは体の中の毒素や死んだ細胞である老廃物が体から排出しよ

うとしている現象であり、すべて新陳代謝の一部です。普段の排尿・排便と同様

に、毒素・老廃物を体外に排出する、いわゆる「秩序維持機能」が働いている

現象です。この排毒作用を毒出し（デトックス）と呼びます。つまり人間は、毒

出し（デトックス）をしながら体を浄化して、健康体という秩序を維持しようと

している訳です。従って、症状が出たら、症状をもっと出やすいようにして、

毒素・老廃物を積極的に体外に出し切ってやる必要があります。

　ところが、西洋医学では「病気」と「症状」の区別

はなく、症状とは病気になった結果の現象であるのに、

症状イコール病気と考えるので、一般的に症状を抑

える治療をします。症状を抑えると一時的に楽にな

りますが、症状の原因の病気はそのままなので、長

い年月の間には毒素が体内に溜まり、重い病気へと

悪化する可能性があります。

　毒出し（デトックス）による健康維持・健康回復

という考え方は、一般的な病気や症状に対する考え

方と異なりますが、ちょっと論理的に考えればわか

って頂けると思います。

　ダイエットをおこなう時も同様で、「身を削る」

のではなく、新陳代謝によって日々発生する老廃物

や不要物をしっかり体外に排出することが、本来のダイエットであると理解して、

体の浄化に心がければ良いでしょう。

毒出し（デトックス）とダイエット
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　冷えとり健康法では、下半身を温める方法として、靴下の重ね履きの他に、
半身浴もおこないます。
　「ちょっとあたたか」と感じるくらいの温度（38-39度程度）のお湯に20分
以上、みぞおちより下だけをお湯につけるように入ります。腕はお湯につけま
せん。身体の芯まで熱が十分に伝わり、血液の循環がよくなるため、内臓の働
きがよくなり、汗が出てきます。この汗は表皮が温まって出る汗とは違い、身
体の芯（内臓の毒素）から出る汗です。
この方法を続けていますと湯冷めもせず、体調が良くなります。　
　寒いときは徐々にお湯の温度を上げると汗が出ます。上半身は腕を含めて
２０～３０秒程度なら湯につけて構いません。汗の出ない方もおられますが、
湯につかっている皮膚から毒は出ておりますので、それほど心配する必要はあ
りません。　
　浴槽の中にきれいにした腰掛を入れ、それに腰掛けて浴槽のふたをし、本を
読むのも良し、ラジオや音楽を聞くのも良し・・・健康タイムと思って、楽し
みながらなさってください。
　湯上り後は身体を拭き、マットの上で靴下を履き、ズボンをはいて下半身を
保温し、上半身は薄着でいてください。上半身が寒いようであるなら、もう一
度少し湯の温度を上げて入る必要があります。　
 半身浴は一日何度でも何時間でもよいのです。　体調の悪いときは１時間以上
することをおすすめします。　

半身浴について

　38-39度のお湯はぬるいと感じられるかもしれませんが、

体温より少し高いお湯にじっくり入ることに意味がありま

す。上半身より冷えている下半身を温めて、上半身と下半

身の温度差を無くします。さらに、20分以上お湯に入るこ

とで、体の芯から体温を上げることができます。体温が上

がると、自律神経の副交感神経が交感神経より優位になり

ます。副交感神経優位になると、リンパ球の分泌が促進さ

れて、免疫力が高まる言われています。リンパ球が最大の

機能を発揮する環境は37度から40度の温度といいます。

　人間の体のほとんどはたんぱく質でできています。たん

ぱく質は42度以上で変性します（変性とは、ゆで卵をつく

るとたんぱく質の白身が白くなって固まるようなこと）。

40度より高い温度のお湯に入ると、お湯の熱で体内のたん

ぱく質が変性しないように、体は自動的に熱をブロックし

ようとします。従って、熱いお風呂では、カッカと体はほ

てりますが、体の芯は温まりませんので、冷えとり健康法

には向いていません。子供は湯船の中に立たせておきます。

（肩まで湯につけて、１００まで数えるのは有害無益）

　

お湯の温度について

《服装》

上半身は薄着（長袖は不可）にし、下半身は特に

足首から下の足元を暖かくする服装にします。

肌に触れるものは絹・綿などの天然繊維にします。　

ナイロンのストッキングや下着は皮膚からの排毒を

妨げたり、慢性の無自覚な「冷え」を作るので使用

しないこと。

《住まい》

冷暖房は、あまり強くしないこと。　 

夏は扇風機を首振りで冬は上に向けて使い、部屋の

空気を攪拌して、上下の温度差が少なくなるように

します。
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リラックス・タイム！

20分以上。BOOK
MUSIC



「足は第２の心臓」といわれます。それは、足は、循環した血液を

また心臓まで送るための、ポンプのような役割をしているからです。

また、足は内臓のツボが集中しているところでもあります。そのた

め靴下を履いて足元を温め、血液の循環をよくすることは内臓を

活発にし、内臓に溜まっていた毒素を外に押し出すことになります。

頭寒足熱に一番良い方法は「半身浴」です。しかし、２４時間お風呂

に入っているわけにはいきませんので、靴下の重ね履きが「半身浴」

の代わりに常に、冷え取りをケアします。

重ね履きについて

足の冷えを感じるようになってきます。誰でも、足もとは身体の中で
最も体温が低く、冷えていますので、これがわかるのは感覚が正常に
なってきた証拠で、とても良いことです。冷えを感じる時は靴下の枚数を増やしてください。
　

重ね履きをしていると

毒素が足もとの方に出てきます。

「絹」と「綿」
驚くべき絹の特性：絹は汗などを吸収すると、そのままどんどん外へ

発散する力が強く、絹自体は汗などの毒素で一杯になることなく毒素

を絶えず吸収し、発散し続けます。また綿は発散する力は弱いが吸収力

があります。この絹と綿の組み合わせが、信じられないほど毒素を取

るのです。絹だけを何枚履いてもほとんど効果はありません。

　絹・綿・絹・綿と交互に２足よりは４足、４足よりは６足と、重ね

るほど効果があります。

出きれば一日中履くようにします。日中履けない場合は寝ているとき

だけでも履くようにしてください。

基本的な
靴下のはき方
五本指をまず履く

もう一枚五本指を
重ねる

先丸タイプを重ねる

もう一枚先丸タイプを
重ねる

(7)

これまで溜まっていた内臓の毒が足もとに出てきます。そのため、
靴下が濡れたようになったり、臭くなったり、穴が開いたりします。
また、身体にいろいろな症状として出ていた毒が、足もとの方に水
虫や湿疹などといった形に変わって出てくることもありますし、時
には指が痛くなるときもあります。しかし、体調がよくなり、毒が
出なくなれば症状は自然になくなります。



食べ物でも「冷え」は起きる
　　食養で有名な桜沢如一氏は、食品の中には陰性のものと陽性のものがあると
教えています。

　陰性の食品は身体を「冷やす」性質があり、陽性の食品は身体を「温める｣性

質があります。 これは料理の仕方の問題ではなく、「冷やす」食品は温めても

「冷やす」性質のままですし、「温める」食品は冷やして食べても「温める」性

質です。

　都会の生活は、身体を陰性に傾けやすく、また「冷え」を強めますので、陽性

のものを多く取り陰性のものを少しだけにしておく　必要があります。　

とはいっても、陰性のものは悪いから全然食べない、陽性のものは良いからそれ

ばかり食べるというのではなく、あくまでもバランスです。

温める性質の食品（陽性食品） 冷やす性質の食品（陰性食品）
塩食製精塩藻・塩天

三温糖・ざらめ・黒砂糖 白砂糖
化学調味料海草 

物加添品食まご
 水料飲涼清類モイ

子菓お類菜根
品製乳類豆 （アイスクリーム・ヨーグルトなど）

大豆食品（豆腐・味噌・納豆など） 牛乳・タマゴ
肪脂性物動類物干

漬け物（自家製） 生野菜
お茶類（ティーパックは不可） 果物
はちみつ（天然もの） 医薬品
加熱調理した野菜 酒・タバコ

腹八分で
食べ過ぎが病気の原因になる理由
　食べ過ぎると、血中コレステロール値が上がる事は広く知られています。

このような血液は粘っこくなって流れにくくなります。　つまり「血のめぐり」

を悪くするわけです。その上、食べすぎでできたコレステロールは、脂肪となっ

て皮下に溜まるだけでなく骨髄の中、内臓の中、内臓と内臓の間、そして血管の

壁にも溜まります。粘っこくなった血液が、狭くなった血管の中を流れるのは難

しいことです。つまり「血のめぐり」が悪くなるということです。　それでも末

梢まで充分な量の血液を送ろうとすれば、血圧を上げるしか方法はないのです。　

「冷え」のために血管が縮んでいるので、血圧を上げる必要がある上に、「食べ

過ぎ」によって、もう一段上げなければならなくなるのです。

(8)



瞑眩（めんげん）について

(9)

　瞑眩（めんげん）とは好転反応のことです。新陳代謝が活発になってきますと、
数日後には瞑眩が始まります。
 慢性疾患が、自然治癒力によって健康を取り戻す過程で体にさまざまな病的な
症状が現れることがあります。
　例えば、皮膚に湿疹が現れることがあります。これは、体のなかに溜まって
いた毒素が皮膚に出てきたために起こる湿疹です。
　下痢をすることもあります。これも毒素の排泄の過程で起こります。体の痛み
を感じたり、倦怠感を感じることもあります。
　これは慢性病で鈍っていた神経が活性化したためです。いずれも日にちが経つ
につれて治まるものです。
好転反応には、つぎのようなものがあります。
弛緩反応……怠い、眠いなどの倦怠感として感じられます。
過敏反応……便秘、下痢、発汗、腫れ、痛みなどとなって現れます。
排泄反応……湿疹、かゆみ、目やに、吹き出物、大量の便などで体内の老廃物・
　　　　　　有害物質が排泄される症状です。
回復反応……胃痛、腹痛、吐き気、発熱、動悸などとなって現れます。
また同時に、心の変化も始まります。心の変化が始まると、無性にイライラし出
すことがあります（イライラしても周りの人に当たらないでくださいネ）。
　一時的にイライラしますが、心の変化が通過した後は、落ち着いて自分の欠点
が冷静に自覚できるようになります。また、自分から逃げないで、その欠点と向
かい合うことができるようになります。考え方も柔軟になります。
　好転反応は、人によって千差万別です。何度か繰り返すことがあります。そんな
ときは、初めは強く出ますが、だんだん繰り返すうちに反応は弱くなってくる傾向
があります。
「冷え取り」をしっかりすれば、病気は自然と治っていきます。もっと自分の力、
「自然治癒力」を信じてください。まずは実行してみること、そして信じてみること、
さらに継続すること。
　長い年月をかけて、毒素を体にため込んだのです、「冷えとり健康法」を１,２回
やってみて、効果がないからとやめないことです。
何事も継続が一番。まず３ヶ月間はがんばって下さい。必ず結果はついてきます。

重要です！！　しっかり読んで理解してください。



おわりに

大法紡績有限会社　
代表取締役　山崎憲伸

　平成19年7月31日に、以前から弊社の五本指ソックス「絹木綿」を治療目的に
使用している治療院の先生が来社されました。
　この治療院では「冷えとり健康法」を治療に取り入れておられ、その治療に
弊社の五本指ソックス「絹木綿」の重ね履きがかかせなく、また、その効能は
様々な病気に効き、糖尿病、リュウマチ、はたまた、癌にも効くというのです。
　冷えとり健康法というものが存在し、それを実践しておみえになる方たちが、
弊社の「絹木綿」や「パワーアシスト」を使用しておられることは認識しており
ました。ですが、私自身、それには全く興味がなく、信じてもおりませんでした。
正直に申し上げて、そのお話を伺っても、とても胡散臭い話だなと思っておりま
したが、先生に薦められ実際にわたしも「冷えとり健康法」を試して約3ヶ月後
には、何年も前から続いていた原因不明の空咳もほとんど出なくなり、また、
半年後には毎日飲んでいた狭心症の薬を止めても発作の回数が少なくなり、1年後、
タイミングがたまたま合っただけかもしれませんが、スパッツを履き始めてからは
全く発作は起きなくなりました。また、長年苦しんでいた、お尻のアトピーも改善
され、怪我の治りも早くなりました。不思議なことですがこれは事実です。　
　この健康法は読んでいただければお解りになると思いますが、なにも難しいこ
とを言っているのではなく、豊かさと便利さによって失った、身体の自然治癒力
を取り戻し、正常な心と身体に戻す一つの方法であるということです。
　序章で私は痩せたと書きましたが、私は痩せるためにこの健康法を始めた訳で
はなく、身体に不要なものが排出され、適正な体重になり、結果として痩せたの
であると理解しております。
　「冷えとり健康法」の良いところは、薬や健康食品を飲むのではなく、半身浴
や食事の見直し、靴下の重ね履きなどでとりあえず身体に害がなさそうであると
いうことと、とにかく安上がりであるということです。わたしの場合は狭心症の
薬代だけでも毎月約3,000円かかっていましたので、随分助かっています。（＾＾）
　皆さんも試してみても損は無い健康法だと思いますよ。
ちなみに、治療院の先生いわく、「何十種類も試したし、注文で作ってもらったこ
ともあるが大法さん（当社）の五本指ソックスが最高に効果がある」とのことです！
（これを一番言いたくてこんな資料を作りました。）（＾＾）
　最後までお読みいただきましてありがとうございます。

私の体験談はホームページで
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