GOD HAND FILE
治療現場に垣間見た︒

先生

療院をきちんと選んで通うからだ︒その技術の神髄を︑

されている︒なぜなら︑ 腰 痛に苦しむ人々は︑ 治る治

は︑毎日１０００人もの患者が訪れることによって証明

術がまったく違っている︒そして︑その技術力の確かさ

﹁小林式背骨矯正法﹂は︑既存の手技療法とは治療技

「確実に治せる技術を全国に広めたい」
。
志を高く掲げるカリスマ治療師

小林英健

小林整骨院グループ総院長・学校法人近畿医療専門学校理事長
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小林英健

こばやし・ひでたけ

1958 年生まれ。さまざまな療法の長所
を取り入れた「小林式背骨矯正法」を
確立。さらに、食生活や精神生活をトー
タルに考えるホリスティック療法による
治療・講演活動を実施している。
「誠意
をつくし、患者さんに喜んでもらえる治
療が、自然治癒力を高め、治りを早める」
という信念を持つ。小林整骨院（小林
整骨院グループ）総院長。小林式背骨
矯正研究会会長。学校法人近畿医療学
園・近畿医療専門学校理事長。柔道整
復師。鍼灸師。

「小林式矯正法は、
人体の力学的バランスをもとに、
その
患者さん個々のゆがみを正常に戻すことで治療します。
ですから、身体的負担も少なく即効性があるのです」

P

腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

「患者さんの痛みをとってあげたい」
。
その一心で生まれた独自の整復術

療技術がまったく違うんです﹂と小林先生︒

﹁急性のぎっくり腰などは︑１回の治療で８割

が治ります︒でも長年の腰痛の場合︑骨格がゆ

では毎日１０００人を超える患者が来院する︒

が訪れる八尾市の本院を筆頭に︑グループ全体

整骨院グループの総院長だ︒１日１００人以上

療で骨が動けば︑痛みをかなり軽減できます︒

坐骨神経痛などの可能性があります︒ですが治

すると︑やがて脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニア︑

肉が骨や関節のゆがみに慣れた状態です︒放置

がんだまま筋肉に支えられて慢性化︑つまり筋

他府県からの患者も多く︑そのうちの大半が

ただ︑ゆがみに慣れた筋肉が元に戻ろうとする

軒を展開する小林

腰痛だという︒腰痛治療についての実情を最も

ため︑３︑４回の治療が必要︒さらに仕事中の

小林先生は大阪を中心に

よく知る小林先生は︑業界の〝カリスマ〟とし

悪い姿勢や歩き方も遠因なので︑それを正して

いく指導もします︒そうすれば必ず治ります﹂

てよく知られる存在なのだ︒
柔道整復術の頂点として︑プロの開業医たち

記者は︑職業病と半ばあきらめていた腰痛が

必ず治ると聞き︑つい身を乗り出してしまった︒

が競って教えを乞う小林式背骨矯正法を考案し
たのが小林英健先生にほかならない︒

体やカイロプラクティックなどの違いを伺った︒

﹁急性ぎっくり腰の患者さんでした︒当時の私

先生はしてくれた︒

そして︑ある日の印象的な体験の話を︑小林

﹁骨格や関節のバランスのゆがみを正常に戻す

の技術では効果がなく︑﹃痛みをとってくださ

初めに小林式背骨矯正法と︑柔道整復や︑整

という基本的な考え方は共通していますが︑治
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小林式背骨矯正と出会い、
一生不安な思いから
解放されました

その後もいろいろ試したのです

が治る気配はなく︑数ヵ月後︑初

めて行った整骨院で︑﹁首の矯正﹂

を勧められたのです︒施術を受け

て い る 人 を 見 た 時︑
﹁ボキボキ﹂

と大きな音がして怖くなり何度も

何かがつかえているような違和感

朝には息苦しさを感じ︑喉の奥に

分で治まったのですが︑次の日の

激痛が走りました︒その痛みは数

４年前︑仕事中に突然︑左肘に

いるだけで５分で診察終了︒結局︑

医師はこちらを見ずに画面を見て

大きな病院の整形外科に行くと︑

ら？﹂と言われ︑内科医の紹介で

知 人 か ら﹁ 首 を 見 て も ら っ た

査も４回しましたが︑異常はなし︒

すほど貼らずにいられず︑血液検

り︑この体調を何とかしたいと思

やめていたのですが︑でもやっぱ

絶対にもう嫌だと思ってしばらく

結果︑その日は気分が悪くなり︑

ことで︑その矯正を受けたのです︒

断ったのですが︑一度だけという

が︒次に鎖骨の下あたりが痛くな

検査︑胸のレントゲン︑心電図な

初めて病院の内科へ行き︑血液

ニ ア ﹂ と 言 わ れ︑﹁ ヘ ル ニ ア に は

ＭＲＩを撮ると﹁頚椎中心性ヘル

が︑最後にまた大きな病院で首の

病院に嫌気が差していたのです

っていないのかもしれませんが︑

年以上がたった今︑ヘルニアは治

が良くなって︑左肘の痛みから１

波はありましたが︑日に日に体調

た時に息苦しさがなくなりました︒

何度目かに変化は現れ︑朝起き

い直しました︒

って︑数日後には背中全体へと痛

疲れが原因とのことでした︒

どをとりましたが結果は異状なし︒

出会い︑
本当に助けてもらいました︒

一生不安な思いから首の矯正と

症状はほとんどありません︒
かありません﹂と︒でも︑首にメ

多少のリスクがありますが手術し

最初の検査から２ヵ月の間は湿

スを入れるなんて絶対嫌でした︒

疲れだと言われました︒

やめまいも出てきました︒

みが広がっていき︑次第に吐き気

福井県
松村沙織さん

布を毎日２袋︑上半身を埋め尽く
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っていたとき︑出会ったのが南條式変形徒手矯

に把握するため︑特に頸椎︵首の骨︶︑仙椎︵お

小林式背骨矯正法では︑背骨のゆがみを正確

位置へ矯正して︑そのあとに背骨を支える筋肉

正療法でした︒戦国時代の武術には相手を倒す

尻の中央の骨︶︑骨盤を重点的に調べ︑念入り

い﹄と訴える患者さんを前に︑どうすることも

殺法と︑逆に負傷部分を治す活法があり︑その

な触診と観察によりゆがみを探り当て矯正する︒

をバランスよく鍛えることが必要なんです﹂

活法が南條家に代々伝わっていました︒信じら

﹁この矯正法は持続性に優れ︑数回の矯正で︑

できなかったんです︒何とかしてあげたいと願

れないほど即効性のある療法を目の当たりにし

背骨・骨盤・筋肉すべてのゆがみが全身にわた

もあるため︑そこにゆがみが生じると︑腰痛を

脳からの神経が体全体に伸びていくための道で

﹁背骨は体を支える柱ですが︑それだけでなく

急性ではぎっくり腰の患者も多い︒

脊柱管狭窄症︑坐骨神経痛などの慢性腰痛で︑

骨院グループの︑最多の症状が椎間板ヘルニア︑

毎日１０００人もの患者が来院する︑小林整

どんな症状にも
対応できる矯正法

かい︑病気にかかりにくい体になります﹂

ってなくなります︒ほとんどの症状が改善に向

たとき︑これだと思いましたね﹂
その療法の修業を３年間積み︑免許皆伝の域
に達したのち︑小林先生が改良・考案して出来
上がったのが︑武術の心得がなくても施術でき︑
患者の身体的負担も少なくて即効性を高める小

はじめさまざまな病気の直接・間接的な原因と

﹁小林式矯正法は体の力学的バランスをもとに︑

林式整復術︑具体的には小林式背骨矯正法だ︒

なります︒それを解消するには︑背骨を正しい
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仕事で毎日重い荷物を持ってい

しても︑実際は︑半信半疑でした︒

先生の説明を受けて理屈は理解

一度の施術で、
体の硬い私の手が
床についた！

るのでよく腰を痛めていました︒

不安もありましたが熱心な先生
を信じて治療を受けることに︒
矯正治療はとにかくビックリで︑
でもそれ以上に驚いたのがその直
後のことです︑体を前屈した際に︑
私の手が床についたのです︒
私は昔から体がとても硬くてス

で

もそれだけじゃなく︑今後痛くな

その患者さん個々のゆがみ

を正常に戻すことで治療し

ますから︑施術方法はどの

症状も基本的に同じです﹂

小林先生はこともなげに

そう語るが︑たとえば椎間

板ヘルニアになると︑病院

に行けば手術をはじめさま

ざまな治療が行われ︑それ

でも再発率がかなり高いと

いわれる︒いわば難病に近

いのだが︑小林式ではなぜ

効果が出るのか︒

出﹄という意味です︒医学

﹁ヘルニアとは﹃脱出・突
度の施術で床に手が付いたんです︒

トレッチをしても全く伸びません
私は思わず声を出

らない体を作った方がいいと思い

︱

てかかることで︑背骨を構

ストレスが長時間にわたっ

的にいえば︑腰椎に力学的
はこの治療方法に感動しました︒

素晴らしい副産物までついて︑私

痛みを取り除いてくれたうえに︑

でした︒そんな私の体がたった一

﹁今の痛みは必ず取ります！

話を聞いたあとにこう言いました︒

ところが︑整骨院の先生が私の

と思い来院しました︒

なのですが︑その場が楽になれば

腰痛は自分にとっていつものこと

大阪府
Ｉ・Ｙさん
（男性・51 歳）

ませんか？﹂
﹁えっ？﹂

していました︒
この痛みが出ない体にできる︑
そんなことできるんだろうか︒
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病院では牽引や神経ブロック療法などの保存療

部が突出して脊髄神経を圧迫して痛む病気です︒

する椎間板に偏った力が加わった結果︑その一

かえって悪化させていたんですね﹂

の起きているところをあれこれといじっては︑

何とかとってあげようと調整をくり返し︑炎症

開業まもない頃の私は︑ぎっくり腰の痛みを

れるのがぎっくり腰です︒

法が効かない場合︑突出した部分を切除する手

小林先生は︑さらにこう言う︒

成している個々の骨の間でクッションの働きを

術をしますが︑椎間板の突出を引き起こした原

出を招いているわけで︑小林式はそれを解消す

放置された力学的ストレスこそが椎間板の突

レを元に戻すことで︑痛みと炎症は早く治まり

を接ぐのと同じように︑一気に骨格矯正してズ

安を覚える方がいるのは当然です︒しかし︑骨

﹁炎症を起こしている患部への骨格矯正に︑不

るために背骨矯正を行う︒それによって椎間板

ます︒人体はそういうふうにできていますから︑

因の力学的ストレスはそのままなのです﹂

にかかる圧力が均等になり︑体重の支持が容易

患者さんにとってはむしろ楽なんです﹂

小林先生はよく﹁カリスマ治療師﹂としてテ

プロの開業者を対象に
小林式矯正法を全国展開

だけの治療で治るというのも納得だ︒

なるほど︑急性ぎっくり腰患者の８割が１回

になり︑椎間板の突出は元に戻っていく︒手術
した人の場合も︑再発を防ぐことになるという︒
では︑急性のぎっくり腰はどうだろうか︒
﹁私たちは誰しも︑仕事や日常生活の中で同じ
ような姿勢や動作をくり返し行っていると︑特
定の筋肉に弾力性や柔軟性がなくなってきます︒
そんなときに不用意な動作によって引き起こさ
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小林式背骨矯正法を広く伝授するセミナー

レビ出演を依頼されたり︑新聞に取り上げられ

たりするが︑ご本人はいたって謙虚である︒

﹁私自身はカリスマなんて思っていませんが︑

ほかの先生方との違いをあえて挙げるなら︑こ

の業界において﹃私﹄ではなく﹃公﹄を大切に

思っていることですね︒正統派の本物の技術を

広く伝えていきたいのです﹂

その思いから１９９９年︑小林先生は開業し

た柔道整復師を対象とする﹁小林式背骨矯正法

セミナー﹂をスタート︒１ヵ月に１回︑１年間

にわたる連続セミナーに︑﹁治したい﹂という

志を持つ柔道整復師らが数多く参加している︒

﹁１人でも多くの患者さんを救ってほしい︑そ

のための確実に治せる技術を身につけてほしい

という気持ちで始めました︒開業者限定なのは︑

そういう方はそれなりの経験があり︑責任感や

真剣さが違うため︒かつて私自身が南條式と出

会ったときと同じような真剣な表情を前にする
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と︑私も自分が培ってきた技術をあますところ
なくすべて公開したくなるんです﹂
年間で︑受講生は１０００名を

各都道府県での同時開催することにした︒

こうした小林先生の﹁公﹂の取り組みは︑次

超えたが︑小林先生は新たな悩みをかかえるこ

畿医療専門学校だ︒小林先生が私財を投じて大

それが２００９年春に開校した学校法人・近

世代を担う若い人たちにも向けられている︒

とになった︒初めは地元大阪でのみセミナーを

阪に設立したこの専門学校は︑地上７階地下１

これまでの

開いていたのだが︑受講希望者が北海道から沖

さらに特筆すべきは︑従来とかく対立反目しが

階建ての本格的な学校で︑柔道整復学科・鍼灸

そんな人たちにできる限り便利なようにと︑

ちな病院整形外科と整骨院の融和︒スポーツ選

縄までに広がっていった︒その人たちにとって

東京でもセミナーを開催するようになり︑福岡

手の治療で有名な大阪関目病院整形外科・リハ

学科の２学科がある︒教鞭をとるのはプロのベ

でも始めた︒２０１３年からは東京・大阪・福

ビリテーション科との連携体制を取っており︑

は︑受講料よりも交通費のほうが高くついてし

岡・北海道・群馬の５ヵ所で開いている︒とこ

これは全国でも極めて異例である︒

テラン教師ばかり︒理事長の小林先生自身も︑

ろが口コミでどんどん評判が高まり︑﹁ぜひこち

﹁これから治療家になろうという人には︑正統

まう︒それでも﹁本物の技術を身につけたい﹂

らでも﹂という声が全国から寄せられるように︒

派の技術を基礎からじっくり学び︑患者さんを

最上級の３年生に小林式矯正法を実地指導する︒

その要望に応えるべく︑小林先生はセミナー

治せる本物の実力を身につけてほしい︒また︑

と︑遠方から毎月通ってくるのだ︒

の新しいシステム作りに着手︑２０１５年から
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整形外科と協力しあうことで︑超高齢化社会と
いう時代の要請にも応えていきたい﹂

術者の声を紹介することにしよう︒

松浪真人先生

もともと営業の仕事をしており︑小林矯正と

◆あすなろ整骨院 梅田

らにその勢いが加速する一方の日本で︑小林式

の出会いがこの業界のスタートでした︒今は院

冒頭に述べたように腰痛が国民病になり︑さ

矯正法はますます重要になってくるに違いない︒

長という立場ですが︑この仕事を誇りに思う良

い経験︑感動︑やりがいについてお話しします︒

イナミックな背骨矯正法に驚き︑ついで︑その

セミナー参加者はだれもが︑まず小林式のダ

れ︑心身ともに限界を迎えた時期からちょうど

んな元気な方が︑最愛のご主人を病気で亡くさ

歳には見えないほどお若く活発な方でした︒そ

その方はダンス教室の講師をされていて︑

劇的な即効性と効果に驚き︑最後には︑他流派

１ヵ月後︑突然体が自由に動かなくなりました︒

「治療家としての生き方が一変」
。
こんな声が次々に寄せられ

なら秘伝として外部に教えないような技術を惜

原 因 は 分 か ら ず︑ そ の 時︑﹁ 死 ﹂ を 身 近 に︑

その結果︑今では歩けるようになっています︒

の変化を糧に︑毎日通院していただきました︒

うになったこともあったそうですが︑日々の体

その当日から治療が始まり︑気持ちが切れそ

自分自身リアルに感じとったそうです︒

しげもなく公開していることに驚く︒驚きは感
動となり︑﹁施術効果が劇的に向上した﹂﹁治療
家としての生き方が一変した﹂という喜びの声
がつぎつぎに寄せられているという︒
最後に︑小林式背骨矯正を学んだことで︑た
くさんの感動をもらっている︑全国の幸せな施
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で５年以上痛みがあったけど︑本当にマシにな

療です︒初めての施術後︑そのＯさんは﹁今ま

﹁先生は常日頃︑痛みは治る︑体質は改善する

りました︒先生のことを信じて通います！﹂
︒

数ヵ月後︑一本の電話がありました︒

とおっしゃられていましたが︑私の場合︑先生

ところが︑数日後来院してもらった時には︑

さい︒僕が必ず治しますから！﹂

ょう︒不安なことがあればいつでも言ってくだ

﹁あきらめずにとにかく一緒に治していきまし

また痛みが戻ってきていました︒

感謝です﹂

に人生を変えていただけました！

榎遼平先生

この一言が今の私の治療家としての原点です︒

◆深江橋駅前整骨院

僕は患者さまから︑ありがとうの一言が欲し

れこれ５年以上痛みが取れず︑昨年は症状がき

院長になり１年ほどたったある日のこと︒か

げで仕事も私生活も快適です﹂と言ってもらえ

たが︑今ではもう気になりません︒先生のおか

そ の 後︑
﹁完治までは少し時間がかかりまし

と︑思い切って発言させてもらいました︒

つく︑痛みに悩んで苦しんだ結果︑鬱症状にな

ました︒僕はこの仕事をしていて本当に良かっ

くてこの仕事を始めました︒

ったという患者さまがいらっしゃいました︒

患者さまが院に来てくれることは︑当たり前

たと思いました︒

子さんから﹁俺が行っているいい整骨院がある

のことではありません︒自分のこと︑スタッフ

すごく不安で日々悩んでいた⁝⁝その時に息

から︑一緒にいこう！﹂と言われたそうです︒

のこと︑院のことを信じて来てくれている患者

さまを裏切ることはできません︒

症状は右下腿部の痛みで︑屈折時の痛みと荷
重痛でした︒もちろん治療は小林式背骨矯正治
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が嘘のようになくなったのです︒

早くこの先生に出会っていたら

苦しまずに済んだのにと思い︑こ

スタッフさんも全員親切で︑嫌

こで体を治すことを決めました︒

な方がいません︒なにより明るく

元気で﹁一緒に治しましょうね﹂

という姿勢で︑院長先生もすごい

来院︒でも︑今まで何件も断られ

悩みにピッタリの整骨院を見つけ

くて︑いつも聴いている腰痛持ち

を使える手です︒あまりにうれし

なくなりました︒先生の手は魔法

なくなりよく眠れて︑鼻づまりも

その後は頭痛︑こり︑しびれが

笑顔で安心します︒

科に行き︑ＭＲＩを撮った結果︑

ていたので不安でいっぱいでした︒

１年後︑インターネットで僕の

ほどの頭痛でした︒

気力で行けても︑休日は動けない

あっさり「治りますよ。
安心してください」と
言われ涙が出そうに……

１年前に頭痛に悩まされ始め︑
内科を受診しました︒肩こりから

頸椎症性神経根症と言われました︒

玄関に入るとすごく明るい雰囲気

り﹁治りますよ︑安心してくださ

院長に問診を受けると︑あっさ

その時の症状は︑頭痛と︑首と
肩のまわりの筋肉の固まり︑左手

で緊張がほぐれました︒

は首を温め︑トリガーポイントへ

めしてしまいました︒いつか来て

くれるといいです︒

日して︑自分で努力して病気に立

の注射︒しかし注射は麻酔薬で︑

ち向かっています︒そんな勇気を

今も︑骨盤矯正スクワットを毎

持てたのも︑この上本町店のあす

まず電気を当て︑そのあと矯正
て僕の体にすごい変化が起き︑１

の治療が始まりました︒一瞬にし

い﹂と言われ︑涙が出そうでした︒

ですが︑診断書を出すと次々に断

そこで近所の整骨院へ行ったの
られることに︒なんとかマッサー

なろ整骨院のおかげです︒

治す目的ではないとのことでした︒

のＤＪさんにはがきを出してお勧

の人差し指のしびれでした︒治療

くる頭痛とのことで︑次に整形外

大阪市
竹口公一郎さん

年間続いた痛くて重たかった頭痛
ジと電気をしてもらい︑仕事には
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だからこそ︑もっと多くの患者さまと関わり︑
一人でも多くの患者さまからありがとうの一言

森下誉士先生

を頂きたいと思います︒

◆北浜小林整骨院
歳の女性の患者さまが初めて来院されたの

ら﹂と言われ︑

分もかけて来院されました︒

﹁ 治 り ま す よ︒ 一 緒 に 治 し ま し ょ う！﹂ と︑ 自

最初は腰の炎症がひどく︑まっすぐ立つこと

は︑整骨院がオープンして１週間経過した頃で

もずっと続くとのこと︒また︑過去５ヵ月間で

も歩くこともできず︒続けて４回の背骨矯正を

然と言葉が口から出ていました︒

４回もぎっくり腰になり︑不安な毎日が続いて

したところ︑痛みが少しマシになってきたと︒

わらず来院されませんでした︒心配していると︑

それから数日後︑予約をされていたにもかか

いわゆる加齢からくるものなので︑痛みと付き

﹁動けそうだったので掃除機をかけたら︑また

患者さまから電話を頂きました︒

湿布と痛み止めを続けていたのですが︑症状

強い痛みが出て前より動けなくなりました︒せ

分の歩行が困難ということ

の変化がないとのこと︒そんな不安な現状をど

最寄りの駅まで

っかく良くしてくださったのにすみません﹂と︒

﹁私の通っている整骨院のグループに行った

うにかしたいと思い︑友人に話をしたところ︑

合っていきましょう﹂と言われたようです︒

病院での検査結果は﹁軟骨がすり減っている︑

おり気持ちも前を向けないとのことでした︒

す︒右腰の痛みと左足のしびれが何をしていて

私も患者さまの想いに応えたいと心から感じ︑

と思います﹂と落胆していました︒

たいのです︒でも今のままでは︑絶対に無理だ

﹁痛みをとって︑半年後の娘の結婚式に参列し

初 診 で︑﹁ ど う な り た い で す か？﹂ と 伺 う と︑
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でしたので︑家でできる運動を電話でお伝えさ

家として精進していきます︒

も多くの患者さまから信頼していただける治療

占部勝久先生

歳のＡ

うになったとか︑料理が作れるぐらい立てたと

て︑仕事に生きがいを持っているということが︑

うらやましいほど体つきがしっかりされてい

さんという男性が首の痛みで来院されました︒

幅広く肉体を使った仕事をされている

建物の解体から水まわりのリフォームなど︑

◆あすなろ整骨院 布施

せていただきました︒
数日後︑患者さまは痛い足を引きずりながら︑
なんとか来院︒初診時よりも痛みはきつくなっ
ているように思えました︒
それからは毎回︑背骨矯正のくり返し︒する
分歩けるよ

か︑履きたかったヒールのある靴を試しても痛

お話からひしひしと伝わってきました︒

感を覚え︑数日後には首から肩へ︑そして腕の

Ａさんは来院する１ヵ月ほど前から首に違和

だとうれしそうに話してくださいます︒

すると︑医師からの返答は﹁治療は首の牽引

医師に治療内容をすぐに聞きました︒

ご本人は治療をすれば治るのだろうと思い︑

首の神経の圧迫による症状との診断でした︒

すぐに病院に行き詳しく検査を受けた結果︑

方までのしびれが両腕に出始めていました︒

毎回︑娘さんの結婚式の話を︑すごく楽しみ

くならなかったことも話してくださいました︒

と症状がどんどん改善し︑駅まで

62

﹁この整骨院に出会えて良かった！﹂との︑治
療家として最高のお言葉もいただきました︒
私自身も改めてこの小林式背骨矯正の治療結
果が実感できました︒患者さまの笑顔が︑私に
とっての最高の喜びです︒
これからも小林式背骨矯正を通じて︑一人で
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ー︒年も年なので︑そんなに無理して仕事をし

などになりますが︑治る見込みはないですねぇ

が済むと︑Ａさんは︑﹁首まわりが軽くなりま

小林式背骨矯正による施術を行いました︒治療

たので︑その部分の骨のねじれを取るために︑

その後︑１ヵ月の施術で完治に至りました︒

した﹂と︑施術の効果を体感されていました︒

なくてもいいじゃないですか！﹂︒
Ａさんは驚いて︑
﹁治る見込みがないんです
か？﹂︒医師は﹁ううん︑ないですねぇ﹂︒

Ａさんは︑こんな話をしてくださいました︒

﹁ここで治療してもらい︑本当に良かったです︒

Ａさんは信じられませんでした︒これから先︑
こんな体の状態でずっと生活や仕事をしていか

ックでした︒治す方法はほかにも絶対にあるは

病院で手立てがないと聞いた時にはとてもショ

納得がいかず︑Ａさんはお住まいの近くにあ

ず︑と思いながらも不安でした︒だから︑とて

なければならないのかと︒

ったあすなろ整骨院布施へと来院されたのです︒

もうれしいです︒あと何年働けるか分かりませ

んが︑頑張れます︒あすなろさんがあるから！﹂

私はこれまでの症状と来院までの経緯を伺い︑
﹁安心してください︒同じ症状で︑しびれや痛

と︑うっすらと涙を浮かべながら話していた

れる治療家でありたいと思っています︒

私は施術を通して︑患者さまに感動を与えら

良かったと思います︒

Ａさんにとって︑最善の治療ができてとても

だけました︒私も涙がにじんでいました︒

みで病院では治らない方も︑来院されて治る方
や︑症状が改善している方もいます︒ですから
ここで︑しっかり治療して治しましょう﹂︒
その瞬間︑Ａさんの表情が少し和らぎました︒
治療は︑頸椎のねじれから首周囲の筋肉と神
経に負担が大きくかかり悪い影響を起こしてい
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ACCESS DATA

小林整骨院

ひのき整骨院

住所◉〒 581-0869
大阪府八尾市桜ヶ丘 2-223-2
TEL ◉ 072-998-9630
H P ◉ http://www.seikotsuinkobayashi.com/
診療時間◉
8:00 〜 12:00 17:00 〜 20:00

住所◉〒 530-0047
大阪府大阪市北区西天満 5-9-3
アールビル 1F
TEL ◉ 06-6363-3380

西梅田小林整骨院

住所◉〒 530-0003
大阪府大阪市北区堂島 2-1-39
日食物産ビル 1F
TEL ◉ 06-6342-0330

あすなろ整骨院 北本町
住所◉〒 581-0802
大阪府八尾市北本町 4-5-9
TEL ◉ 072-998-7221

健志整骨院

住所◉〒 532-0028
大阪府大阪市淀川区十三元今里 2-1-18
TEL ◉ 06-6309-3124

あすなろ整骨院 山本

住所◉〒 581-0013
大阪府八尾市山本町南 4-1-3
岩田ビル 1F
TEL ◉ 072-990-3350

天神小林整骨院

住所◉〒 530-0041
大阪府大阪市北区天神橋 5-8-12
TEL ◉ 06-4801-0333

あすなろ整骨院 布施

住所◉〒 577-0056
大阪府東大阪市長堂 3-2-22
あすなろビル 2F
TEL ◉ 06-6783-9630

すこやか整骨院

住所◉〒 544-0023
大阪府大阪市生野区林寺 1-4-3
TEL ◉ 06-6711-1165

深江橋駅前整骨院

川西小林整骨院

住所◉〒 537-0001
大阪府東成区深江北 1-1-20
TEL ◉ 06-6973-3310

住所◉〒 666-0015
兵庫県川西市小花 1-6-13
イオンリカー & ビューティー川西店 3F
TEL ◉ 072-758-3331

あすなろ整骨院 上本町

住所◉〒 543-0028
大阪府大阪市天王寺区小橋町 14-61
TEL ◉ 06-6774-1230

桜川小林整骨院

住所◉〒 556-0022
大阪府大阪市浪速区桜川 4-1-30
TEL ◉ 06-6599-8393

あすなろ整骨院 梅田

住所◉〒 530-0047
大阪府大阪市北区西天満 4-11-22
阪神神明ビル 1F
TEL ◉ 06-6360-0310

健志整骨院 西中島

住所◉〒 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島 3-20-2
TEL ◉ 06-6390-3363

あすなろ整骨院 三宮

北浜小林整骨院

住所◉〒 651-0097
兵庫県神戸市中央区布引町 4-3-9
村上ビル 1F
TEL ◉ 078-221-3352

住所◉〒 541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町 2-3-9
TAG 北浜ビル１階
TEL ◉ 06-6228-0102
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