
・肋骨にひびが入りエネルギーワークを試したとこ
ろ、やる前にあった痛みがエネルギーワーク後に
はかなり減り驚きました。数回のエネルギーワー
クで治癒が早く進み助かりました。体の調子も以
前より良くなったのでエネルギーワークもカイロプ
ラクティックの治療と一緒に続けることにします！
・主人との死別後、両親の介護も続き、数年にわた
り気力も失せていました。初めの数回まではエネ
ルギーワーク時になぜか涙が出ました。３ヶ月間
毎週続けたところ、今では元気溌溂になり、友人
にも驚かれています！
・プロのボールルームダンサー（競技ダンス選手）
のため、パフォーマンスを上げるためにもエネル
ギーワークを続けてみました。ライフエナジーエ
クササイズなども取り入れたところ、パートナー
との息があうようになり踊りやすくなりました。
また、応援をされるほど自分が縮こまるなど、な
ぜそうなってしまうのかが良くわからなった苦手
意識や弱点をエネルギーワークで克服していき、
競技会でも効果が表れてきています。
・エネルギーワーク中、体が伸びたり縮んだり手が
動いたりしているのがわかり不思議でした。
・エネルギーワーク後三日間頭がスッキリしとても
良かったです。
・頭から首を通り背中の方、下肢へと何かが流れる
のを感じます。
・睡眠の問題が改善されました。

・気分がすっきりし、イライラが解消され助かりま
した。
・エネルギーワーク中に波の音が頭の中に聞こえ、
足がじんじんしてきたのが不思議です。
・エネルギーワークを開始後、急に数年前のとても
ストレスだった仕事のことを鮮明に思い出し、その
映像を見ていました。その後今日仕事であったスト
レスのことも思い出しました。最後にスッとそれも
消えて今までにない程呼吸が楽になりました。
・エネルギーワークの間目を閉じていると、きれい
な紫の光が見えてきて、気が付いたら体がリラック
スしていました。（他、青・緑・白・赤・黄色・金
色etc.. の声がありました）
・首の筋肉にエネルギーワークをやってもらったと
ころ、緩んで凝りが減りました。
・以前は、周りから嫌なもの（ネガティブなもの）
を受け取ってしまい疲れたりしてしまうようなこ
とがありましたが、エネルギーワークを受けるよ
うになってからはそういったものに影響されなく
なったように感じます。
・自然にタバコを吸わなくなってきました。
・気持ちがよくあっという間に落ちるように寝てし
まいます。
・ピリピリとした感じが頭から腕の方へ感じました。
・お腹がグルグルキュルキュルと鳴り出しました。
・目の奥が温かくなりました。

エネルギーワークを受けた患者様からいただいたコメントの紹介次のような方に特におすすめです

エネルギーワークを取り入れている
医療機関の一部

・いつも緊張している
・ストレスを感じている
・疲れている
・痛みの緩和
・創傷治癒の促進
・ホルモンバランスの問題
　( ストレスホルモンを減少させアンチエイ
ジングホルモン（DHEA）を増強したい )
・認知・判断力・集中力の向上
・感染しやすい（免疫力の増強）
・右脳と左脳のバランスを整えたい
・すべての健康になりたい方！   ....etc.

ハーバード大学　ウェルネスセンター
ハーバード大学医学部　ダナ・ファーバー

ジョージワシントン大学メディカルセンター
コロンビア大学メディカルセンター
ニューヨーク大学メディカルセンター
MedStar ワシントン病院センター
ジョンズホプキンス病院
アメリカンがん治療センター
ハートフォード病院
セント・ジョゼフ病院
クリーブランドクリニック

　

外山 まな（Mana Toyama)　　学位 /資格取得・技術修了歴

がん研究所（DFCI)

当院のネルギーワークは医療行為ではありません。また、いかなる宗教とも関係ありません。

ヘンリーフォードマッコーム病院

Music for Life Enhancement Diploma 取得
Art for Life Enhancement Diploma 取得
Quantum Touch® Certified Practitioner
Energy ALIVE® Certified Practitioner
Visceral Biomechanics Certified Illustrator

Usui Reiki Shiki Ryoho Practitioner Master/Teacher 
Usui/Tibetan Reiki Master/Teacher
International Iridology Practitioners Association (IIPA) 会員
IIPA approved Anatomy & Physiology( 解剖生理学 )修了
Techniques in Iris Analysis and Nutrition Therapies 修了
Self Created Health 修了

ベスイスラエル　ディーコネス医療センター
アリゾナ大学がんセンター
プロビデンス　聖ヨハネ医療センター
カリフォルニア太平洋医療センター
ロンドン大学病院
サンクト・アウグスティーヌス病院
DRK病院リヒテンシュタイン　etc.
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Life Energy- ライフ エナジー（気）とは、身
体の中にある自らを治癒し健康を維持・促進
する力です。
日本では ”気 ” と呼ばれ、身体の中を流れて
いる血液やリンパ液のように、ライフエナジー
も経絡を通り身体の中に流れています。
そして、臓器、筋肉やあらゆる組織、細胞一
つ一つに栄養、活力を与えています。
ジョン・ダイアモンド医師 ( 精神科医・ホリ
スティック医学の先駆者であり世界的権威 )
は「体に症状が現れるより前に、ライフエナ
ジーの減退が生じる」と唱えています。
つまり、ライフエナジーが下がっていたり、
ライフエナジーの滞りが起こると、身体には
何かしらの不調や症状が出て来たり病気につ
ながりやすくなるということです。
また、ライフエナジーが通るそれぞれの経絡
は、臓器や筋肉といった肉体的なものだけで
はなく、特定の様々な感情とも関係しており、
精神と肉体とのリンク (結びつける場）にも
なっています。
ライフエナジーがそれぞれの経絡を自由に流
れている時は、そこに関係する感情はポジ
ティブで、関連する器官、筋肉や組織の働き
も健康ですが、トラウマ、ストレス等により、
感情がネガティブになるとライフエナジーの
流れは妨げられ、その状態を改善しないでお
くと、病気にもつながりやすくなるのです。
ライフエナジーの問題を見つけ整えることは
疾病予防に大いに役立つのです。
精神的または肉体的な様々な身体の不調を克
服するためには、まずライフエナジーを引き
上げること、流れを良くすることが必要だと
考えます。
そして、このようにライフエナジーに働きか
けることをエネルギーワークといいます。
身体が本来持っているライフエナジー（気）
の力は想像を絶するほど素晴らしいもので
す。

しかし、現代社会において私たちは避けられな
い汚染物質、化学物質、電磁波、精神的ストレ
ス等に常にさらされ、またその様々なストレス
により、たやすくエネルギーを奪われやすい環
境にいます。ストレスをいかに軽減し、影響を
受けないようにするかということは重要な問題
です。
そのような時代において、このエネルギーワー
クは、海外ではエネルギーメディスン（エネル
ギー医学）とも言われ、先端医学の一つとして
研究が進んでおり、多くの医療の現場で患者の
肉体的、精神的ケアのため取り入れられていま
す（裏面参照）。コロンビア大学医学部心血管
研究所所長メフメト・オズ医師はアメリカの有
名番組で「医学における次なる重要な先端分野
はエネルギー・メディスンである。」と語ってい
ますし、神経外科医で米国ホリスティック医学
会創立者ノーマン・シーリー医師は「エネル
ギー・メディスンはあらゆる医療の未来であ
る。」と明言しています。また、ノーベル医学
賞を受賞したアルバート・ゼント・ギョルジイ
医師の言葉に、「現代とは違い、過去に存在し
た全ての文化と全ての医学的伝統では、ヒーリ
ングはエネルギーを動かすことによって行われ
てきた。」というものがあります。
ヴォイス・オブ・スパインのエネルギーワーク
は、ジョン・ダイアモンド医師の 50 年以上
にわたる西洋医学と代替医療の研究と臨床に
基づいたシステムを取り入れており、ダイア
モンド医師が開発した行動キネシオロジーと
Acupancture Emotional System( 経絡感情シス
テム）の他、Reiki（レイキ）、Quantum Touch
（クォンタムタッチ）、Energy ALIVE( エナジー
アライブ）などの手法を織り交ぜ、手を頭や体
に置くハンズオンとオフのヒーリング、ライフ
エナジーエクササイズやライフエナジーアー
ト・ミュージックなどを使用することで、皆様
のライフエナジーにはたらきかけ、心身が治癒
しやすい状態を促進します。
ライフエナジーを引き上げ調整することにより
皆様の身体の中の自己治癒力がはたらきやすい
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