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【効能】 

この「防癌法」は、 身体内に侵入した風邪や寒邪などの邪気を徹底的に排除し、 

病害に対抗することができます。 

また防癌法は、 別名「病気排除法」とも呼ばれ、 この流派の気功医師が外

気治療中に患者から受けた邪気を排除する際に使います。 

防癌法は、 患者から自分の身を守る護身術でもあり、 気功師にとって絶対

不可欠な専門功法です。 

そのうえ、 体内に蓄積された各種の有害物質を、 汗や尿と共に体外に排出

することもできます。さらには、 細胞の悪性化をある程度防ぎ、 初期「癌」

の治療にも応用されています。 

 

【防癌法の瀉法としての性格】 

第一巻から第六巻までの功法は「補法 ほほう」と呼ばれ、 主に自然の外気を

採り入れ、 元気と合成することで、 内気を強化することが狙いでした。自己

の気を補うための強身・強健が目的でした。 

それに対して、 防癌法は「瀉法 しゃほう」と呼ばれ、 邪気を体内から排除

することが目的です。邪気を排除すると、 同時に自分の内気も放出されてしま

うので、 多少の消耗を伴います。 

消耗から自分の身体を守るために、 いくつかの規則があります。まず一つは回

数です。 

補法は一セットを３、 ５、 ７回など奇数回行いますが、 瀉法は ２、 ４、 

6 回など偶数回で行います。次に期間です。補法は最低一ヶ月が練功期間です

が、 それに対して「防癌法」は最長二週間が練功期間です。体力が消耗するの

で、 二週間以上はやってはいけなのです。 

《方法》 

【功法の構成】 



防癌法は、 次のように構成されています。 

「（1）起勢⇒（2）立禅⇒（3）手指按動法+動作⇒（4）立禅⇒（5）収功」 

 

(1)起勢自動車のエンジンをかけるときのスイッチのように、 これから内気を

起動させる役割を果たしています。 

 

(2)立禅: ３分(体力のある人は 5 分) 

自然界の気(外気)と身体内の気(内気)を交流させ、 この功法による体内の気血

の循環促進を準備します。 

 

(3)手指按動法＋動作 

立禅の姿勢のまま始めます。下半身の姿勢はそのままで、 手指と腕のみを動か

します。手指按動法と両腕の動作を行うことで、 上記で挙げられている効能が

生まれてきます。 

 

(4)立禅: 3 分(体力のある人は 5 分) 

後半部の立禅は、 激しく動かしてきた気血を静める役割があります。 

 

(5)収功 

日常生活に戻るための方法です。 

【防癌法の手順】 

この防癌法は、 立禅の姿勢のままで手の指だけを動かす「手指按動法」と、 単

純な両腕の動作の組合せで構成されています。 

立禅を3 分間後に手指按動法+動作を行います。立禅の姿勢のまま、 指を以

下の順に降ろします。 

小指⇒中指⇒親指⇒人差し指+薬指⇒両腕の動作の順に行います。 

（1）小指 ３０度 ４５秒 １分 

（2）中指 ３０度 ４５秒 1 分 

（3）親指 １分 

（4）人差し指+薬指 ３０度 ４５秒 １分 

（5）人差し指+薬指と両腕の動作 

以上左右を一セットとして、 ２回ないし４回繰り返します。（左右という意味

は次の【手指按動法と動作】の中にあります） 

【手指按動法と動作】 

(1)小指 

〈1〉立禅3 分 

〈2〉梯形から五指を軽く伸ばす。 



〈3〉ゆっくり小指を降ろす 角度30 度 時間45 秒 

この写真では小指の第二関節が曲がっていますが、 真っ直ぐに伸ばします。 

45 秒後に五指を伸ばしたまま小指を戻し、 ゆっくり梯形に戻す。 

   

〈1〉立禅      〈2〉五指を伸ばす   〈3〉小指を降ろす 

(2)中指 

〈1〉梯形から軽く五指を伸ばす。 

〈2〉中指をそのまま下に降ろす 角度30 度 時間45 秒 

45 秒後に五指を伸ばしたまま中指を戻し、 ゆっくり梯形に戻す。 

  
〈1〉五指を伸ばす     〈2〉中指を降ろす 

(3)親指 

〈1〉 梯形 

〈2〉五指を軽く伸ばす。 

  

〈1〉梯形       〈2〉五指を軽く伸ばす 



〈2〉 a～g 五指を伸ばしたまま、 親指を大きく回しながら降ろす。 

このとき、 自分の側から手を見て、 右手親指は逆時計回り(左回り)、 左手親

指は時計回り(右回り)とする。右手親指を例にとると、 梯形の形から親指を人

差指に寄せるように左回りとし、 人差指の脇を通って大きく開くように回しな

がら降ろす。 

  
〈3〉a 右手親指左回り   〈3〉b 人差指の脇を通る 

  

〈3〉c            〈3〉d 

 

  

〈3〉e            〈3〉f 

 〈3〉g 

〈3〉 降ろしたとき、 親指は人差指の真下にくるようにする。正面の図を参照。

45 秒停止。梯形に戻す。 

このとき、 右手親指は時計回り(右回り)、 左手親指は逆時計回り(左回り)と

し、 親指を降ろすときとは全く逆の回し方とする 。そして梯形に戻す。 



  

〈4〉親指が人差し指の真下にくる  同正面 

(4)人差し指と薬指 

〈1〉 梯形から五指を軽く伸ばす 

〈2〉五指を伸ばしたまま、 人差し指を軽く上げる。 

〈3〉人差し指を止めずに、 薬指と同時に降ろす。 角度30 度 時間45 秒 

45 秒後に人差し指と薬指を降ろしたままで、 次の（5）の動作に移る 

   

〈1〉五指を軽く伸ばす 〈2〉人差し指を上げる 〈3〉人差し指と薬指を降ろす 

 

(5)人差し指+薬指と動作 

〈1〉両手の人差し指と薬指を降ろしたままの動作から始める。 

〈2〉まず、 右手を下に左手を上にして、 両手を正中線に移動させる。 

〈3〉そのまま止まらないで、 右手の中指付け根関節を支点として、 左腕の中

央に沿って１～２センチ離して、 左肘までゆっくり移動させる。このとき、 左

手は正中線のまま動かさない。 

(中指の付け根関節とは、 関節が盛り上がった部分です。また、 左腕の中央が

レールで、 右手の付け根関節が車輪と考えれば分かりやすいかと思います) 



   

〈1〉人差し指と薬指 〈2〉右手下、 左手上    〈3〉肘へ移動 

〈4〉右手の中指の付け根関節を、 左肘の下に １～２ｃｍ 程離して１分間停

止する。 

〈5〉同側面 

〈6〉同細部 

   

〈4〉正面      〈5〉同側面      〈6〉同細部 

〈7〉１分後に、 両手の人差し指と薬指を降ろしたまま、 右手の中指付け根関

節を左腕の中央に沿って、 同じように手首へ向けてゆっくり移動させる。 

〈8〉両手が手首付近で重なったら、 人差し指と薬指をゆっくり戻しながら梯

形にし、 両手を立禅の姿勢まで移動させる。 



  

〈7〉手首へ移動   〈8〉立禅の姿勢 

立禅の姿勢にもどったら、 今度は左手を下に右手を上にして、 同様に（1）か

ら（5）までの動作を行う。以上、 左右一回を１セットとして、 ２回ないし４

回繰り返す。 

【練功時間】 

手指按動法と動作の「(1)小指⇒(2)中指⇒(3)親指⇒(4)人差し指+薬指⇒(5)

人差し指+薬指と動作」を左右一セット10 分として２回（ないし４回）繰り返

します。10 分×２回=20 分（10 分×４回＝40 分）。 

通常の練功では、 立禅を前後3 分ずつ計6 分（5 分ずつ計10 分）を行うの

で、 20 分+6 分=計26 分（40分+10 分＝50 分）です。 

〈3〉と〈7〉の手を移動させるときに、 多少の時間はかかりますが、 適当

に時間の処理をして下さい。数秒の違いは問題ありません。 

この防癌法は、 必ず回数を2、 4、 6 回の偶数回でやって下さい。3 回、 5 

回、 7 回というように奇数回で行わないで下さい。なお、 体力に自信のない

方は、 内気を放出させ消耗するので、 ２回以上はやらないで下さい。 

 

★ 気との遭遇(その五) ★ 

【病気排除法の応用】 

防癌法は、 外気治療の際に患者から受けた邪気を排除するのが目的です。した

がって、 この功法は外気治療の一部を構成する専門功法で、 本来は「外気功」

の中で扱うべきものですが、 一般にも応用ができるので、 ここで紹介するこ

とにしました。 

防癌法を二週間練功したあとで、 邪気の受け易い体質の方は、 通常は２～３

週間に一度ぐらいの割合で、 防癌法を左右一セット２回練功をします。瀉法 に

属するため内気の消耗を伴いますので、 やり過ぎないようにして下さい。また、 



病院へお見舞いに行き、 重症の患者と接し不快感を覚えたときにも防癌法を左

右一セット２回行います。不快感を伴うときは、 邪気の侵入が考えられますが、 

その症状には一般に、 身体が重い、 だるい、 冷たいなどの反応があります。 

 

【初期癌の治療応用】 

初期癌は、 Ｘ線や抗がん剤など西洋医学的な 治療を受けながら、 防癌法の練

功を行い癌の克服を目指します。初期癌の治療は、 第四巻の「扶正長寿法」と

の組合せで行います。 

 

初期癌の治療法 「扶正長寿法 １～2 週間 + 防癌法 ３～４ 週間」 

たとえば、 扶正長寿法だけを２週間練功したら、 次の四週間は防癌法だけを

練功します。これを癌が克服されるまで続けます。 

 

◆ 気の一般的反応 (その二) ◆ 

【八触】 

気功のトレーニングを続けていると、 身体にいろいろな気の反応が生じてきま

す。これを「八触」と呼び、 正常な感覚とされています。 

(1)熱感 身体全体やある部位に温かい熱感があります。 

(2)涼感 身体の中を風が吹き抜けるような感じがして、 頭がすっきりしてきま

す。 

(3)痒み(かゆみ) 顔などに虫が這うような痒みがあります。 

(4)痺れ(しびれ) この痺れは、 静電気による生物場が作られたことによります。

人間は、 通常の状態では、電子は不規則に混在していますが、 練功を重ねて

いくとプラスとマイナスが整然とした列を作り始めます。 

これは、 気功の効果に係わる本質的な問題です。 

(5)軽い 自分の存在が無くなってしまうかのような軽い感じになります。不快

感はありません。 

(6)重い 異常に重くなり、 大地に沈み込むような感じになります。これも不快

感はありません。 

(7)滑々(すべすべ) 肌が滑々した感じになります。 

(8)渋い 掌に粘っこいものが付いている感じがしてきます。 

 

「八触」については、 この他にも一寸違う説明もありますので、 固定的に

捉えないで下さい。たとえば、 腫れぼったい感じや痛いなどもあります。そも

そも気の感覚を八種類に限定するのは無理があるのです。 

 



◆中医学理論(その六) 六淫◆ 

【六淫】 

中医学の際立った特徴の一つは、 病気を人体だけで完結させるのではなく、 

人体と環境との関係を重視して捉えることです。 

人体は自然の一部と考え、 自然環境の変化に伴って人体も変わるという古代

中国哲学の「天人相応」がベースにあります。季節が変わると、 気候も変化し

ます。  

この気候の変化は、 具体的には「風・寒さ・暑さ・湿潤・乾燥・火(熱)」と

なって現れます。これを「六気」と呼んでいます。適度な寒さや暑さなど「六

気」が正常な場合には、 人体の生理活動にプラスの作用をします。しかし、 酷

暑などのように「六気」が異常な場合には、 人体にダメージを与えます。「六

気」が「六淫」に転化することになります。この「六淫」が「病邪=邪気」であ

り、風邪、 寒邪、 暑邪、 湿邪、 燥邪、 熱邪と呼ばれます。ちなみに、 日

本でいう風邪(かぜ)は、 中国では感冒といい、 風邪は六淫の「ふうじゃ」の

ことを指しています。 

【六淫と季節】 

六淫は季節との関係が深く、 発生しやすい時期は、 風・寒・暑・湿・燥・

火(熱)がそれぞれ主気になっている季節です。一般には寒邪は冬に現れやすく、 

暑邪は夏に現れやすいなどです。 

自然の摂理としては、 春は風病が多く、 夏には暑病、 長雨には湿病、 秋

には燥病、 冬には寒病が多くなります。また、 暑いはずの夏が涼し過ぎたり

したときにも、 寒邪となり寒病をもたらすこともあります。 

 

 

 


