


・はじめに

「慢性的な下痢を克服した私からあな
たへ」
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「生きて乗り越えてよかった」

これが今の心境です。

半年後、いえ、早ければ、2週間後に
は、あなたも私と同じようにこのセリフを
口にしているかもしれません。

さて。あなたは、今、この本を書店で
立って読んでいますか？それとも、カ
フェやファミレスで椅子に座って読んで
いますか？あるいは、トイレの便器に
座って読んでいますか？

もしかしたら、ベッドやソファで横になっ
て読んでいるかもしれません。

もし、書店で立って読んでいるとした

2



ら、羨ましいですね。健康な証拠です。

なぜなら、本当にこの本を必要としてい
る人は、家からも部屋からも、トイレから
も出られない人だからです。そのような
人に向けて書きました。

印税？講演料？

少しでもビジネスをかじったことのある
人間であれば、印税だけで一生遊んで
暮らせるほどの収入にならないことは簡
単に想像できます。

仮に全国を飛び回って講演会を開い
たところで、一時の収入です。私には
まったく興味がありません。
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むしろ、微々たる印税や一時の講演料
のためだけに、実名と顔をさらしてまで
も書ける内容では決してありません。

なぜなら、ここに書かれている言葉は
「慢性的な下痢」や「ガリガリ」といった、
私にとっては誰にも言いたくなかった最
大のコンプレックスだからです。

（もはや、モテ期は来世に持ち越しまし
た）

あなたにも、一日でも、いえ、一分でも
一秒でも早く、良くなってほしい。慢性
的な下痢を止めてほしい。私のように
家から出られる体になってほしい。また
は、健康を取り戻してほしい。
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その願いだけで書き上げました。

私は医者でもなければ、医療従事者で
もありませんし、エビデンスもありませ
ん。

それにも関わらず、このようなタイトルで
本を出し、講演会を開催するなんて、
全国の医者やセラピスト、カウンセ
ラー、ヒーラーを敵に回すことでしょう。

実際に私の元から離れていった専門家
もいます。アマゾンのレビューも荒れる
ことが容易に想像できます。どうぞ、自
由に叩き、こき下ろしてください。

嫌われようが、人が去ろうが、叩かれよ
うが、それでも私には伝えなければなら
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ないことがあるのです。知ってほしいこ
とがあるのです。

それは、病気を治せない専門家ではな
く、アマゾンのレビューを荒らす人でも
なく、原因不明の難病と闘い続け、病
気を治すことに疲れ、諦めそうになって
いる人たちに向けられたメッセージで
す。

医者にも、セラピストにもカウンセラーに
も、ヒーラーにも書けないこと、知らない
こと、治せないことをお伝えします。

おそらく、それらの職業の人は誰一人と
して、ここに書かれた内容を無視できな
いことでしょう。
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ただし、「医師の資格のない人間の言
葉に耳を傾けるだけ無駄」「エビデンス
のない話は信用しない」そう思う人には
時間とお金の無駄です。

どうぞ、ここで本を閉じてください。

これまで、病院、整体、指圧、マッサー
ジをハシゴし、サプリ、プロテイン、ドリン
クなど、あらゆる健康法や食事法でも体
調が良くならず、同居の家族にも苦し
みを分かってもらえず、もはや、病気を
治すことに疲れ、諦めかけているあな
た。

是非、体調の良い時に、休み、休みで
構いませんので、読んでみてください。
まだ、諦める必要はありません。
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なぜなら、43年間、慢性的な下痢で苦
しみ続けた重症な私が、克服できたか
らです。あらゆる検査でも「異常なし」と
診断され、病院でも治せませんでした。

・5年間で試した健康法だけで600万円
以上（100種類以上）

・14年間で自己投資4000万円以上
東洋医学、西洋医学、スピリチュアルな
ど、あらゆるものをすべて試してたどり
着いた健康法です。

しかも、私のような慢性的な下痢だけで
なく、

●ビジネスの崩壊（借金・滞納・未納・督
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促・自転車操業）

●人間関係のゴタゴタ（被害妄想、被害
者意識、メンヘラ、逆ギレ、イライラ、子
供とのコミュニケーション、夫婦のトラブ
ル）

●原因不明の難病（過敏性腸症候群、
慢性的な下痢、IBS）

●現代病（うつ病、パニック障害、運転
中のイライラ、嘔吐、嗚咽、神経性の胃
炎、胃もたれ、逆流性食道炎、便秘、
不眠、不登校、引きこもり）

詳細は最後まで読んでいただければ
分かりますが、資格の取得などのスキ
ルアップにも役立つでしょう。
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さらに、
・下痢をする
・胃腸の調子が悪い
・胃炎（逆流性食道炎）
・口内炎
・うつ病
・パニック障害
・集中力がない（継続力がない）
・遅刻する（人との待ち合わせやセミ
ナーなど）
・忘れ物をする
・物をなくす
・スケジュールがブッキングする
・待ち合わせ場所や時間を間違える
・カバンの中がグチャグチャ
・荷物がやたら多い
・いつもバタバタ走り回っている（信号を
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走って渡る、電車に駆け込む、駆け降
りる、車の中で化粧をする、髭を剃る、
おにぎりをかじる、など）
・地図が読めない（道に迷う）
・ケアレスミスが多い
・本番に弱い（スポーツ、受験、資格試
験）
・常にイライラしている
・運転中にイライラする（スピード、よくク
ラクションを鳴らす、煽り運転）
・事故、怪我、トラブルが多い
・人の話を聞いていない（頭に入ってこ
ない）
・本を集中して読めない（スマホをい
じったり、ついアマゾンやYoutubeを見
てしまう）
・夜眠れない（眠りが浅い）
・不平、不満、愚痴が多い
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・そもそもツイていない（何をしてもうまく
いかない）
・努力しても努力しても報われず、成果
が出ない
・結果の出ないセミナーオタク、ノウハウ
コレクター

上記はすべて脳が混乱し、カオス状態
になっている証拠ですが、これらすべ
て改善できる方法です。

あなたはその方法を知りたいですか？

症状や目的が私とは違っても、最後ま
で読む価値は十分にあると確信してい
ます。明るい気持ちで、気楽に最後ま
でお読みください。
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きっと、あなたが健康を取り戻す、重要
なヒント、よりよい人生を手に入れるきっ
かけになるはずです。

そして、それは、これまで医者やカウン
セラー、セラピスト、ヒーラーから、「一
度も聞いたことのない話」でしょう。

（当然、コンサルタントやコーチ、講師、
マーケッター、スピーカー、日本で唯一
認められた弟子たちも知らない話です）

是非、最後までじっくりとお読みくださ
い。

あなたはもう、これ以上、健康本を買い
漁ったり、病院、整体、指圧、マッサー
ジをハシゴしたり、ゴッドハンドを探し回
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る必要はありません。

サプリやプロテインを手当たり次第に試
す必要も無くなります。

なぜなら、私が西洋医学も東洋医学も
スピリチュアルも、可能な限り、ありとあ
らゆる手法を試したからです。

嘘ではありません。どれだけのものを試
したかは、本書ですべてご紹介してい
ます。

それでも、病気が治らなかった私が、自
力で健康になれました。

この本に書かれた方法を試すだけで、
あなたも、私のように原因不明の体調
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不良を改善できる可能性があります。

（それも、早ければ、ほんの数日で。）

もちろん、私は西洋医学も東洋医学も
スピリチュアルも否定しません。むしろ、
信頼しています。信頼しているからこ
そ、すべて試しました。

それでも、もし、あなたの体調が良く
なっていないのであれば、それらは
いったん、保留にし、ここに書かれたこ
とを試してみてください。

ただし、まだ、病院で検査を受けていな
いのであれば、まずは、信頼できる病
院でしっかりと検査を受けることです。
民間療法は、それから、です。
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安易に民間療法に手を出してハマる
と、適切な診察や診断、治療や措置を
受ける機会を失う危険があります。

場合によっては命に関わります。まず
は、病院で検査を受けて医師の判断を
聞くこと。

それでも、原因が分からない場合や、
納得のいく結果が得られない時には、
是非、この本を読み進めてみてくださ
い。

この本に書かれた方法を実践すれば、
ほんの10秒～20秒、次の動作に入る前
に思考パターンを切り替えるだけで体
調が良くなる可能性があります。
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さらに、数週間後、数ヵ月後には、健康
だけでなく、ビジネス（収入、売上）、人
間関係（子育て、夫婦、恋愛）も良く
なっている可能性だってあります。

私は43年間、物心ついてから、ずっと
下痢で悩み、苦しんできました。人と会
うのも苦痛で、外食も怖かったのです。

ところが、今はどこで何を食べても、何
を飲んでも大丈夫な体を手に入れまし
た。

43年、体調が悪かったので、「健康に
戻った」というよりも、「生まれて初めて
健康な体になった」と言えます。

17



あなたは今後も、水、食材、食事にこだ
わって、食事制限し、ストレスフルな生
活を続けて健康を維持したいですか？

それとも、今の私のように食べたいもの
を食べて、飲みたいものを飲んで、スト
レスフリーな人生を送りながら、より健康
になっていきたいですか？

それは、私が決めることではありませ
ん。あなたが決めることです。是非、最
後まで読んでから、あなたが決めてくだ
さい。

医者でもセラピストでもカウンセラーで
もヒーラーでも、薬でも、医療器具でも
なく、あなたの病気を治すのは他でもな
い、あなた自身ですから。さあ、ここから
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失った人生を一緒に取り戻しましょう。

目次

・はじめに「慢性的な下痢を克服した
私からあなたへ」

序章　生まれつきのガリガリという宿命

1.物心ついて以来、胃腸が弱い

2.幼いころからのコンプレックス

3.小さい頃からの思い込みと刷り込み

4.脳（科学）とスピリチュアルの不思議な
関係
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5.自分にとって根底にある「不安」と「恐
れ」とは？

第1章　慢性的な下痢（過敏性腸症候
群）は医者にも治せない難病

1.トイレからトイレの移動

2.「水」が怖い

3.遂に体重が38kgに

4.この生活が10年後も続いたら「地獄」
である

5.自殺者3万人と社会の縮図
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第2章　西洋医学でも東洋医学でも治
せない病気がある

1.「遺伝」「ストレス」「自律神経」と言わ
れたらその専門家は諦めろ

2.それでも医学を否定しないこと

3.民間療法にハマると危険

4.体の声に耳を傾けること

5.こんな専門家には気をつけろ

第3章　慢性的な下痢の正体

1.実は「××」が脅威だった
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2.「～しなきゃ」という義務感によるストレ
ス

3.人は一日に4万8000回もネガティブな
思考をしている

4.日頃どんな情報源にアクセスしている
か？

5. 一歩外に出ればすべてが脅威

第4章　腸活より脳活

1.第1の脳には絶対にかなわない

2.これまでに私が試した健康法（閲覧
注意）
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3.「食事で治った」は勘違いだった（1ヶ
月で慢性的な下痢を自力で治した意
外な方法）

4.脳の思考回路には大きく2種類ある

5.脳の思考パターンを見つめ直そう

6.具体的な報酬系回路の使い方

7.「自覚」をしていますか？

第5章　全ては脳の使い方次第

1.健康、ビジネス、人間関係も、すべて
は脳の使い方次第

2.脳の使い方を変えるとイライラがおさ
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まる

3.脳の使い方を変えると夜、眠れるよう
になる

4.病気は遺伝しない

5.口の中の細菌を除去しても口臭は治
らない

第6章　

1.「なぜ、なぜ、なぜ」を繰り返す
と人はうつ病になる

2.未来は過去の延長上には無い

3.思考パターンを切り替えて未来に目
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を向けよう

4.「潜在意識」「無意識」「イメージ」「ア
ファメーション」「魂」「宇宙と繋がる」前
にやるべきこと

5.セミナー、コンサル、コーチング、高
額な塾、教材でも結果が出ない人の共
通点

終章　クライアントの例

1.あることがきっかけで不安症になり7
年以上の原因不明の下痢が翌日から
快便になったケース（都内・30代・会社
経営・Kさん）

2.離婚を機に続いていた2年以上の下
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痢と不眠症が解決したケース（青森県・
40代・シングルマザー・丸谷真理子さ
ん）

3.いじめが原因で2年以上の下痢と引
きこもりが改善したケース（群馬県・中
学1年・男子・匿名希望）

4. 4年前に発症したうつ病とパニック障
害を克服し、薬をやめられたケース（大
阪府・40代・主婦・山本京子さん）

5. 仕事の責任感から13年以上続いて
いた嘔吐と嗚咽が軽減したケース（群
馬県・30代・会社員・千本木将夫さん）
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「立ち読み」はここまでとなります。是
非、続きは書籍にてご覧ください。

書籍のご注文方法です。

①単行本　1,000円（税込・送料無料）

※予告なく値上げ、または販売を終了
する場合があります。

下記のフォームからご注文いただくと書
籍を郵送いたします。

ご注文フォーム
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※　注意　※

お陰様でAmazonでは完売しました。

「新品」として転売されている場合があり
ますが、実際は「中古」が販売されてい
るケースがあり、トラブルになる場合が
あります。

また、中古でも高値がついている場合
がありますので、ご注意ください。

●Facebook

Facebookで以下の設定にすると坂庭
の投稿を見逃さずにチェックできます↓
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1.「坂庭鳳」とFacebookで検索
2.「管理」⇒「フォロー中」をタップ
3.「お気に入り」をタップ

ご意見・ご感想・お問い合わせ

本書は著作権で保護されています。書面による承諾を得ずに無断転載・無断転用等を行った場
合、損害賠償の対象となります。お取り扱いにはくれぐれもご注意ください。
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