GOD HAND FILE
治療の極意を聞いてみた︒

先生

﹁関節深部矯正﹂という独

も︑脊柱管狭窄症も治せるという成瀬豪先生に︑その

を根本から治す成瀬整骨院がそれだ︒椎間板ヘルニア

自の技術によって︑腰痛の原因となっている体のゆがみ

っていく整骨院がある

︱

どこへ行っても良くならなかった腰痛患者が︑次々と治

痛くない・ボキボキしない関節深部矯正で、
腰痛を引き起こすゆがみを即効解消

成瀬 豪

成瀬整骨院院長

08

「椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症は
私のところで治療可能なので、
どんどん来ていただいてかまわない。
特にヘルニアは パーセント改善します」
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成瀬 豪

なるせ・ごう

腰痛の専門家。腰痛を「手技のみ」で
根本から治療する。成瀬独自の整骨治
療術により、多くの関節痛、しびれの原
因となる「骨のゆがみ治し」にもっとも
その手腕を発揮。骨盤・背骨矯正の２
本柱で、椎間板ヘルニア、脊柱間狭窄症、
坐骨神経痛などを治療するプロフェッシ
ョナル。1999 年開院後、延べ 10 万人
を超える膨大な治療経験（治療院平均
患者来院数の 3 倍以上）から、骨の弱
い高齢者でも絶対安心の、強く押さない
ボキボキしない「関節深部矯正」を開発。
テレビ・雑誌・書籍などのメディアに「腰
痛・骨格矯正の専門家」としてアドバイ
ス多数。

腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

ヘルニア改善率 パーセント。
メディアで話題の「ゴッドハンド」
成瀬整骨院は横浜市金沢区︑金沢文庫の住宅
地にある︒
エントランスには腰や膝の痛い患者のために
足踏み台とイスが置かれ︑殺菌機能付きのスリ

万人を超える膨大な

快活な笑顔でこう語るのは成瀬整骨院の成瀬
豪先生︒
その目の奥には︑延べ

治療経験に裏打ちされた確たる自信が垣間見え︑

この発言が自らを過大評価したものではないと
分かる︒

さらに先生は治癒率ばかりでなく︑その治っ

ていく速度にもこだわりを見せる︒

﹁腰痛の中でも︑椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄

治療のクオリティは群を抜く︒

で綺麗な整骨院とそう変わらない︒だが︑その

通院へつながるモチベーションを与えるため︑

はもう来なくなる︒だから︑患者さんに次回の

回の治療で納得いく改善がなければ︑患者さん

予約を無理に勧めることは一切しないので︑初

﹁２回目以降の通院に関して︑こちらから治療

症は普通の整骨・鍼灸院は治療したがらないと

初回で納得できる結果を可能な限り出すように

ここまでは今どきのスタイリッシュ

ッパラックの置かれた広めの待合室と︑明るい

︱

思います︒なぜならばなかなか症状が良くなら

その初回治療時に治癒までの通院回数がほぼ

しています﹂

善できますから︑どんどん来ていただいてかま

いう︒治癒までの期間は個々人で異なるが︑い

分かり︑そのとおりに治っていくことが多いと

ないから︒しかし︑私の整骨院では治療して改

診療室

10

パー

わない︒特に椎間板ヘルニアは今までに
セント改善しています﹂
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さっそく行ってみたら︑なんと

不思議です︒本当に不思議です︒

たのです︒１回で︑ですよ︒

み続けてきた痛みが取れてしまっ

１回施術を受けただけで︑あの悩

「ゴッドハンド」は
ウソじゃない。
１回で腰痛解消！

﹁ゴッドハンド﹂というのは︑嘘
じゃなかったんですね︒
もう５〜６年以上も右側の腰の
痛みに悩んできました︒特に朝起
きたときと︑生理のときに︑強く
よその整体に通ったり︑病院の

んなさい︒でも︑そう思うしかな

う 〜 む︑ 宇 宙 人 か な︵ 笑 ︶
︒ごめ

成瀬先生は何者なんでしょうか？

内科で腎臓の検査を受けたりして

した︒

感謝です︒ありがとうございま

すよね︒

というのは︑嘘じゃなかったんで

﹁ゴッドハンド﹂の持ち主だった

く り 返 し ま す が︑ 成 瀬 先 生 が

いですからね︒

痛みました︒

神奈川県
Y・O さん
（45 歳・女性）

みたんですが︑原因は分からずじ
まい︒
もちろん︑腰痛が解消すること
もありませんでした︒
そんなとき︑たまたまインター
﹁ピン！﹂ときましたね︒

ネットで知ったのが成瀬整骨院

︱

ずれにせよ非常に短いのは

確かだ︒

そのため︑成瀬先生の存

在は口コミであっという間

に広がり︑患者数は一般的

な治療院の１日来院数の３

倍に︒その活躍はメディア

の目にも留まり︑２００８

年にはテレビ朝日の番組

﹃ 賢 コ ツ！﹄ で﹁ 骨 の 構 造

に熟知した先生﹂として紹

介され︑その翌年には雑誌

﹃Ｔａｒｚａｎ﹄の記事﹁ゴ

ッドハンド名鑑・自然と噂

が立つ東西の達人をご紹

介﹂に掲載︒さらに︑雑誌

全国治療院ガイ

﹃ 女 性 自 身 ﹄︑ 書 籍﹃ 腰 痛

に効く！
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ド︱腰の悩みがすべて解決﹄などにも﹁ゴッド
ハンド﹂として紹介された︒

成瀬先生が現在行っている治療スタイルに至

骨格ばかりでなく、筋肉、神経、脳も
視野に入れ完成した「関節深部矯正」

膝の痛み︑変形性股関節症︑ムチウチ症︑頭痛︑

るまでにどのような経緯があったのか︒まずは︑

その成瀬整骨院には︑腰痛のほか︑首肩痛︑

慢性関節リウマチまでさまざまな症状の患者が

先生は高校時代︑柔道に取り組み︑講道館柔

そこからこの独自の治療法に迫ってみたい︒

形性腰椎症などが主なところだが︑特に多いの

道２段という腕前︒練習でケガが絶えなかった

訪れる︒腰痛の場合︑腰痛症︑坐骨神経痛︑変

が先に挙げた腰椎椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄

ことから︑整骨院や接骨院で治療を行う柔道整

という︒

復師という職業に関心を抱き︑この道に進んだ

症だという︒
ここにやってくる腰痛患者の多くは︑病院を
含む他院で治療したが効果がなく︑長期化した

矯正し︑さらに自然治癒力を引き出すための気

骨のゆがみ︑特に仙腸関節という関節のズレを

﹁関節深部矯正﹂という独自の手技で骨盤と背

科医に準ずる医療職として国家資格となってい

いわば﹁骨のプロ﹂であり︑医師︑特に整形外

復や固定を施す治療法のこと︒その技術者は︑

骨︑関節︑筋︑腱︑靭帯などの損傷に対して整

柔道整復術とは日本古来の伝統医術であり︑

功治療を行う︑というのが成瀬式の腰痛治療法

る︒

痛みを抱える人が多い︒そういった患者に対し︑

だ︒

﹁柔道整復術は繊細な職人芸であり︑私はそこ
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長い間、苦しんできた
腰痛、膝痛が解消！
これからも「神の手」を信頼

神奈川県

分近くかかっていましたが︑

膝の痛みが日に日に良くなっていくのが分かりま

実際に施術をしていただいてから︑腰の痛み︑

通院するようになりました︒

ましたが︑知人に紹介してもらい︑成瀬整骨院に

長い間︑腰痛と膝関節痛で苦しい思いをしてき

Ｓ・Ｈさん
（68 歳・女性）

分ほどで行けるようになり︑近所の方や

した︒初め︑通院に
今では

30

します︒

ります︒これからも︑ずっとよろしくお願いいた

成瀬先生︑ありがとうございます︒感謝してお

たいと思います︒

﹁神の手﹂を信頼し︑この喜びを多くの方に話し

す︒これからも︑成瀬先生を信頼し︑気功による

良くなってくると︑通院するのも楽しくなりま

知人にもびっくりされます︒

20

から独自の技術を発展させました︒特に骨盤矯

正を得意としています︒柔道整復術から発展し

た私の技術では痛くなく︑ボキボキしないで骨

盤矯正が容易にできます﹂

一方︑独自の気功治療に関しても柔道の経験
が関係している︒

学生時代︑成瀬先生は同じレベルの選手同士

であっても︑﹁気﹂が乱れているように思える

選手は簡単に投げられることに気づき︑﹁気﹂
の重要性に思い至った︒

現在の気功治療に至る過程では︑気功治療の

達人でもあり著名な認知科学者でもある方の話

からも︑ヒントを得たという︒

さて︑柔道整復師の専門学校を卒業し︑国家

資格を取得した成瀬先生は︑埼玉県内の整形外

科内科に勤務することになる︒

﹁病院では︑患者さんの状態と照らし合わせな

がらレントゲンやＭＲＩの画像をたくさん見る
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たった２回の治療で、
腰痛が快方に向かった。
ついでに便秘も解消！
神奈川県

と説明を受けま

日から︑毎日便通があるようになったのです︒

した︒ところが︑腰痛で受けた１回目の治療の翌

実は︑私は腰痛のほかに︑便秘でも悩んでいま

した︒

痛の原因になっているのだ﹂

︱

の巡りが悪く︑体が冷えの状態である︒それが腰

だと思っていたのですが︑そうではなく︑﹁血液

いすに座っているのが原因で足指がしびれるの

ぐらいで腰が軽くなってきました︒

まだ２度しか治療を受けていませんが︑１週間

骨院にお世話になるようになりました︒

娘の通院がきっかけで︑腰痛に悩む私も成瀬整

Ｍ・Ｋさん
（女性）

腰痛の回復はもちろんのこと︑便秘まで良くな
るとは⁝⁝︒本当に感謝です︒

ことができたのが大きな収穫でした︒そこで私

が知ったのは︑画像データに現れる結果と患者

さんの訴える痛みがほとんど一致しないという

こと︒また︑１日２００人もの患者さんを診て

きて気づいたのが︑﹃心と痛み﹄との関係性で

す︒精神的ストレスを抱えている患者さんほど

痛みが強く︑治りが遅い︒そのうちに︑西洋医

学の対症療法に限界を覚えた私は︑自分の目指

す治療が見えてきたことをきっかけに︑自分の

整骨院を開業することにしました﹂

整形外科ではすでに副院長という責任ある立

場に就いていた成瀬先生だったが︑意を決しそ

の職を辞し︑１９９９年︑横浜市保土ヶ谷区に

整骨院を開院︒その腕前は評判を呼び︑１日１

００人という来院数をこなす日々が続いたとい
う︒

しかし保険を使った範囲内の治療では︑治療

方法が制限されることが多いために︑もっと根
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本的な治療をしたいと考えるようになる︒

自の技術なのである︒

成瀬整骨院は腰痛をはじめとする体の問題に苦

これにより先生の治療は比類なき高みに達し︑

生の地元である現在の金沢区に整骨院を移転︒

しむ人々の﹁駆け込み寺﹂的存在として︑その

そこで保険外の治療への転換を機に︑成瀬先

移転後は︑﹁既存の治療術の枠を破りたい﹂

外科医ほか︑他分野の研究者や学者とも交流し

会学といった分野の本を読み漁り︑さらには︑

１年かけて技術をみっちり仕込まれた彼が開業

の﹁楽しんご﹂は︑成瀬先生の一番弟子である︒

なお︑余談だが︑吉本芸人にして現役整体師

名声を高めていくことになった︒

た︒それは︑整形外科での経験から︑痛む部位

した整体院は︑いまや予約半年待ちという人気

との思いから︑脳科学︑心理学︑精神医学︑社

を物理的に治すだけでは痛みは完全になくなら

ぶりだというが︑これも︑成瀬先生直伝の技術

成瀬先生は初診の患者であっても︑診療室に

「痛い整体」は椎間板などの
軟骨部分を壊してしまうこともある

ゆえのことだろう︒

ないことが多いと︑分かっていたからだ︒
その結果︑生まれたのが成瀬式の﹁関節深部
矯正﹂である︒
これは︑痛みの原因は骨格の問題だけでなく︑

に基づくものだ︒つまり︑柔道整復術の骨格矯

入ってきた瞬間に全身状態を瞬時に判別してい

筋肉︑神経︑脳も深く関与しているという理解

正を極めた成瀬先生が︑学生時代から親しんで

るという︒

どんな病名の腰痛であろうと︑それにこだわ

きた独自の﹁気﹂に対する感性と︑さまざまな
学びから得たアイデアを合わせて編み出した独
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﹁１を見て

を知る﹂という言葉があるが︑先

生 の 場 合︑ い き な り﹁

ると難治性のものは治らない︒そこで︑病院の
診断ではなく自分の目で判断して治療方針を定

者が口を開く前に︑痛いところが分かり︑本人

を 知 る ﹂︒ つ ま り︑ 患

めているのだ︒
具体的には︑ある患者が診療室に入ったとき︑

も気づいていない不調までも感知する︒これを

どちらが強いか︑手首は左右どちらが硬いか︑

は左右どちらが太いか︑親指を起こす力は左右

骨盤は左右どちらに傾いているか︑ふくらはぎ

なく︑骨粗しょう症の高齢者でも安全に受けら

ら背骨にかけてバランスを整えていく︒痛みは

んだり叩いたりしないソフトな刺激で︑骨盤か

治療は手技による骨格矯正が中心であり︑揉

達人技と呼ばずして何と呼ぼうか︒

左右どちらの肩が上げにくいか⁝⁝といったパ

れる治療だ︒

ツごとの骨格の特徴︑皮膚の色︑筋肉の状態︑

先生はそれについて︑体全体のゆがみ︑パー

性のセンスであり︑経験のたまものなのだろう︒

いうのは愚問かもしれない︒一言で言えば︑天

腰や首の関節で起きると︑椎間板などの軟骨が

とで太くなっているんです︒これと同じことが

したような状態となり︑それが再生してくるこ

れますが︑あれは関節の軟骨部分が削れて骨折

ボキボキ指を鳴らすと関節が太くなると言わ

﹁私は﹃痛い整体はダメだ﹄と断言します︒

仕草や声に表れる精神状態などの部分情報から

削れて骨が変形します︒その骨の変形がトゲの

と

全体の情報を読み取る︑と説明する︒だが︑そ

ようになり︑それが神経に触ってシビレの原因

どうしたら︑そんなことができるのか？

ターンを瞬時に読み取る︒

その人は口の左右どちら側で咀嚼をしているか︑

10

れは決して容易ではないはずだ︒
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になることもあります︒多くの整体ではまさに

力を入れるだけで骨がググッと動いて整うとい

刺激で骨格を正確に矯正する技術であり︑軽く

細胞レベルの修復作用がはたらき、
ヘルニアも狭窄も元に戻る

力が自然に働きはじめるのだ︒

う︒それにより体のゆがみが整い︑身体の治癒

それをやっています﹂
なるほど︑われわれはつい﹁荒療治のほうが
効きそうだ﹂と思ってしまいがちだが︑よく考
えてみれば︑痛みというのは体に良くないこと
を教えてくれる危険信号なのだから︑避けるに
越したことはない︒ソフトな刺激で骨格が矯正

では︑関節深部矯正において腰痛の治療はど
のように行われるのか？

成瀬先生によると︑腰痛とは全身のバランス

の崩れが痛みの症状として腰部に出ているもの

であるため︑まずは背骨から骨格のゆがみを見

極め︑それを整えることが第一であるという︒

それによって傷ついた周辺組織のはたらきが回

復し︑全身の再生が進んでいく︒

さらにその上で︑椎間板ヘルニアであれば椎

間板そのものへ︑脊柱管狭窄症であれば狭窄箇

所そのものへはたらきかけることになる︒
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できるのなら︑そのほうがいいに決まっている︒
成瀬先生の関節深部矯正は︑非常にソフトな
まずは背骨から骨格のゆがみを見極める
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気を送って骨格のゆがみを調整する成瀬院長

椎間板ヘルニアは︑背骨を構成する個々の椎

骨の間でクッションの働きをする椎間板という

軟骨が壊れて起きるものであり︑具体的にはそ

の椎間板の中の髄核というゼリー状の部分が︑

周囲の繊維輪から突出して脊髄神経を圧迫する

というもの︒坐骨神経痛などもこれが原因で起
きることが多い︒

治療は︑問診の後に座位や立位での骨格のゆ

がみの確認を行い︑ベッドでの施術へと進む︒

この流れ自体に特徴的な点はないが︑実はベッ

ドに移る前から治療は始まっていて︑椎間板ヘ

ルニアの患者であれば︑腰に手を当てて﹁気﹂

を送って筋肉をゆるめ︑それと同時に背骨や骨

盤のゆがみから︑問題を生じている椎間板の位
置を探り当てる︒

そして︑ベッドに移って骨格のゆがみを調整

するのだが︑このとき単に骨を動かすだけでな

く︑筋肉︑神経︑血流︑細胞まで視野に入れた
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がみを治すだけではダメです︒患者さんの多く

﹁腰の痛みを完全に治すには︑骨盤や背骨のゆ

ても痛みがなくなるという︒

えば︑壊れたり擦り減ったりした椎間板があっ

矯正を行う︒それにより︑椎間板ヘルニアで言

か﹄と︑痛みが消えてもなお残っている痛みを

も 悩 ん で い た の に︑ こ ん な の で 治 っ て た ま る

治ってしまうと︑﹃そんなはずはない︒何十年

される方も少なくない︒そういう方が短期間に

いため︑遠方から関節深部矯正を希望して来院

﹁狭窄症の患者さんは長年悩まれている方が多

な ん と も 不 思 議 な 心 理 だ が︑ そ う い う 人 は

は何らかの精神的ストレスを抱えていて︑そこ

ですから︑その方の意識を変えて自然治癒力を

﹁痛みと戦う自分﹂がアイデンティティになっ

探そうとする人もいます﹂

引き出さなければなりません︒そこで即効性が

てしまっているのかもしれない︒しかし逆に言

病名にとらわれる固定観念が
「病名による痛み」を生んでいる

成瀬先生が腰痛の主因として警鐘を鳴らすの

が精神的ストレスの存在だ︒
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に痛みによるストレスも加わっているのです︒

ある関節深部矯正を行い︑痛みが根本的に楽に

えば︑こういう患者の存在は︑成瀬先生の関節

脊柱管狭窄症でもそれは同じことで︑狭くなっ
てしまった脊柱管を内から拡げることができる
という︒

証でもある︒

なることによって︑治療効果に期待がもてれば

骨格を巧みに矯正する治療家はいても︑細胞

深部矯正がそれだけ劇的な効果を上げることの

がない︒おそらく成瀬先生だけかもしれない︒

治癒が早まっていくのです﹂

豪 先生

レベルから修復する治療家のことは聞いたこと

成瀬
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整骨院を知りました︒

院を探したところ︑たまたま成瀬

ボキボキなしの
気功対応。
順調な回復に安心です

ここのところ︑３年に１度程度
の割合で︑腰痛に悩まされていま

近年︑西洋医学でもスト

レスなど心理的要因が腰痛

に影響するという説が主流

になりつつあるが︑先生は

そ こ か ら 一 歩 進 ん で︑﹁ 精

神的ストレスこそが腰痛の

主因である﹂という立場を

したり︑骨をボキボキしたりしな

がみを生み︑それが腰痛と

﹁精神的ストレスが体のゆ

とる︒

発症のきっかけとなるのは︑咳

いですし︑さらに気功でも対応し

成瀬整骨院では︑身体を強く押

や洗顔時の姿勢︑また不用意に重

てくれると聞き︑それが最終的に

が精神的ストレスを抱えて

される患者さんのほぼ全員

す︒私が見たところ︑来院

自分で気づいていないので

そういう方が一番危ない︒

と言う患者さんがいますが︑

トレスなんかありません﹄

なります︒たまに﹃私︑ス

い物を持ち上げたときなど︑日常

でした︒

治療を受けようと決めたポイント

ですから︑常に腰痛の不安を抱

実は︑

法を習っており︑その効果に驚い

えている状態です︒
で︑先日︑ついに意を決し︑腰

ていましたので︑気功で治療して

に回復しています︒

実際に治療を受けてみて︑順調

のです︒

もらえるという点に興味を持った

る場合もあるとのこと︒別の接骨

ら︑高齢者の場合は骨などを痛め

あるので︑知り合いに話を聞いた

近所にカイロプラクティックが

年ほど前から西野呼吸

生活のちょっとしたことです︒

す︒

千葉県
春日睦夫さん
（仮名）

痛の治療を受けることにしました︒

15
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いるといえます﹂
そのような精神的ストレスの解消にも︑やは

その考え自体を消してしまうように仕向けます︒

パソコンでいうとアンインストールするのです︒

弊害も説く︒病院でつけられた病名や︑
﹁その

先生はさらに︑
﹁病名にとらわれること﹂の

れいに消してあげる︒すると︑それまでの痛み

ういう固定観念でいっぱいですから︑それをき

へ行ってもなかなか治らない方はたいてい︑そ

成瀬整骨院にはそういう技術があります︒どこ

病気は治りにくい﹂というテレビや口伝での情

がウソのように消えます︒﹃病名による痛み﹄

り関節深部矯正が効力を発揮する︒

報などにとらわれてしまうと︑﹁この痛みは簡

が消えてしまうということです﹂

それでも病名は大事ではないか︑と考える人

単に治るわけがない﹂という固定観念を持つよ
うになる︒そして︑物理的に骨格を矯正して異

もいるだろう︒だが整形外科では︑保険点数を

上げるために︑簡単な腰痛でもレントゲン診断

常がなくなっても︑本人の感覚としては痛みが
取れきっていないと感じられるという︒

る︒

だ︒手術しないといけないかもしれない﹂とい

あるという︒そして︑患者は﹁自分はヘルニア

のみで﹁椎間板ヘルニア﹂と診断を下すことが

﹁病名にとらわれる患者さんには︑﹃ウチは東

う思いにとらわれ︑その﹁病名による痛み﹂に

先生はそれを﹁病名による痛み﹂と呼んでい

洋医学だからヘルニアとかの診断は関係ありま

悩まされることになる︒

あるということだろう︒

不思議な話だが︑人の心にはそういう側面が

せん﹄と言うこともあります︒それでも病名に
こだわって﹃脊柱管狭窄症だから手術が必要じ
ゃないか﹄とか思いつめているような方には︑
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氷嚢による腰痛対策

氷嚢

腰痛があるときには、痛い箇所を氷嚢で冷やす。その際、アイスノンなどで代用しない。
氷嚢は摂氏０度以下に温度が下がらないが、アイスノンなどは０度より低温となり、長時間当
てていると凍傷の危険がある

「来て良かった」と患者さんが
心から思える治療がここにある

そういった背景もあり︑成瀬整骨院では過剰

な情報を患者さんに与えることはせず︑腰を守

るための生活上の注意などは必要最低限しかし
ない方針だという︒

﹁あえて言うなら痛いときには患部を冷やして︑

と︒それだけです︒治療で体のゆがみを治して︑

痛いところ＝炎症の熱を下げればそれで十分で

す︒痛みとは要は炎症なので︑痛いときはそこ

を氷のうで冷やすのです︒それから︑痛くない

ことなら何をしてもいいと伝えます︒痛み止め

の薬を服用しているなら話は別ですが︑基本的

には痛くなければどう動いてもいい︒それ以上

のことをアレコレ言うのは患者さんにとっても

ストレスですから︑それはしない﹂

なぜならば生活指導で日常生活を制限しすぎ
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ると︑かえって腰を気遣うことで腰痛に意識を

向けすぎてしまい︑いつまでたっても﹁病名に

よる痛み︑とらわれ﹂から解消されないからと

いうのも理由の一つだ︒

そういうわけで︑受付や初診時の問診は別と

して︑長々とした説明は基本的にはないので結

果的に他院に比べて患者さんも気が楽だという︒

﹁治る﹂からこそ︑余計な言葉はいらないのだ︒

﹁ほかでは技術的に決してマネをできない治療

をしています︒そして︑来て良かったと思われ

るような整骨院作りを常に考えています﹂

それが実現されていることは︑患者さんの体

豪 先生

成瀬先生は︑骨格ばかりでなく心のゆがみを

果を実現している︒この類まれな﹁神の手﹂を

求め︑成瀬整骨院には日々︑多くの腰痛患者が

来院する︒

成瀬

験談からもうかがえる︒

08

も治すことで︑腰痛に対して劇的で即効的な効
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ACCESS DATA

成瀬整骨院

住所◉〒 236-0014
成瀬整骨院
神奈川県横浜市金沢区寺前 1-5-27
君ヶ崎バス停
駅から徒歩 6 分
TEL ◉ 045-785-5976
ファミリーマート
H P ◉ http://www.naruse-seikotsu.
至横須賀
com
金沢文庫駅前
国道
16
号線
E-MAIL ◉ carenaruse@yahoo.co.jp
君ヶ崎交差点
診療時間◉完全電話予約制
至磯子
東口
月〜水・金 9:00 〜 12:00
京急線
金沢文庫駅
15:00 〜 20:00
至横浜
至金沢八景
土曜日 9:00 〜 12:00 15:00 〜 18:00
日曜日 9:00 〜 12:00
※専用駐車場有
※高速横浜横須賀道路並木出口・堀口能見台 IC 方面、
休診日◉木曜日・祝祭日
京浜急行金沢文庫駅東口徒歩 6 分、君ヶ先バス停
治療料◉初診料 4,000 円 治療料 6,500 円
下車徒歩 1 分
（初回 10,500 円。２回目以降 6,500 円）
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