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臓テクニック﹂なのだ︒

先生

いう考えを根本から覆すおなかからの整体︒それが﹁内

骨格の不調は改善される︒単に痛みが和らげばいいと

るサイン︒だから 内 臓の機 能を回 復させれば︑ 筋 肉や

腰痛など不快症状を引き起こすのは︑内臓が弱ってい

おなか整体による腰痛治療、
「内臓テクニック」の推進者

林 一成

極理整体専門学院学院長
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「施術者は、患者さんの状態を一瞬のうちに捉え、
何をどうすればよいかを頭の中に
パッとイメージさせることが大切なんです」
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林 一成

はやし・いっせい

1978 年千葉県に生まれる。極理整体専
門学院指導者養成科修了。上海中医薬
大学国際教育学院短期留学修了。健康
管理士。学生時代に受けた大輪紀代志
先生の整体の効果に感動し、極理整体
専門学院の門をたたき、大輪先生に師
事、整体師を志す。その後、学院附属
の施 術 院に勤 務、 経 験を 積 む。 現 在、
学院長。現場での経験を生かし、相手
の立場に立ったまごころの指導に努めて
いる。
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標もされている︒

後に︑現学院長である林一成先生が引き継ぎ︑

をご存じだろうか︒実際︑腰痛の改善にはさま

腰痛は８〜９割が原因不明といわれているの

すい生活を強いられています︒その限界を超え

どにより︑自然治癒力や免疫力の低下を招きや

﹁現代人は︑疲労︑飲食の不摂生︑ストレスな

臨床経験を積み重ねてきた︒

ざまな療法による施術がされているが︑原因が

ると内臓の不活性化が引き起こされ︑内臓筋が

自然治癒力の低下を招きやすい
現代人のための「おなか整体」

分からないため対症療法になりやすく︑再発も

硬くなって血液の循環が悪化し︑骨格のバラン

スがくずれてしまう︒その結果︑腰痛︑肩こり︑
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しやすいのが実態だ︒
ところが︑極理整体ではズバリ︑腰痛など身

の根本原因に焦点を当て︑内臓機能を回復して

頭痛︑自律神経の変調などが現れるのです︒こ

として捉える︒内臓の働きが悪いと内臓筋が硬

病気にかからない身体をつくる施術が︑内臓テ

体の痛みや不調の根本原因を︑内臓の機能低下

直し︑骨格のアンバランスへとつながる︒そこ

クニックなのです﹂と林先生︒

であるのは確かであり︑もちろん簡単に身に付

これは︑医学の領域に踏み込んだ大胆な試み

で︑おなか全体への優しい押圧を中心とした施
術によって内臓機能を整えようというのだ︒
このようなおなかの整体を︑極理式﹁内臓テ

く手技ではありえない︒

このおなか整体習得のために設立された極理

年前に設立

された極理整体専門学院の前院長である大輪紀

整体専門学院には︑整体師養成のため︑ホーム

クニック﹂という︒この整体は︑

代志先生によって提唱され︑現在は特許登録商
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ケア科︑修練科︑内臓専攻科︑内臓療法科︑極
理整体錬成科の５コースが設置され︑日々多く
の生徒が修練に励んでいるという︒

徐々に説明していくというのだ︒

内臓と背骨は神経でつながっており︑内臓の

疲れは背中側に反射して︑筋肉の硬直となって

現れる︒これを﹁内臓体壁反射﹂というそうだ︒

そしてこの筋肉の硬直が骨格のバランスの悪さ︑

腰痛の原因もまさにそこにあって︑だからこ

背骨や骨盤のゆがみにつながっていくという︒

腰痛の患者さんが︑腰を施術してもらうつも

そ内臓の正常な機能が取り戻されると︑腰痛も

腰痛が出にくい体にする
コーチの役割を重視

りで来院し︑いきなり内臓テクニックだといっ

良くなっていくのだ︒

臓のコリをほぐして腰痛を改善していくといっ

﹁この時点では︑まだ半信半疑でしょうね︒内

な説明を聞いた患者さんの反応は？

ところで︑おなか整体をするにあたり︑こん

ておなかから触られたなら戸惑うのは必至︒
そのためもちろん︑内臓テクニックの説明は
事前にきちんと行う︒
ここで︑どのような手順によって施術が行わ
れるのかを見ていくことにしよう︒

そのとき腰痛は？﹂

内臓にかける負担を説明していく︒この際︑
﹁胃

食事︑ストレスなど全体像を把握し︑それらが

臓が関係していることを体験的に感じている人

ってきたという人もいらっしゃって︑痛みと内

には︑胃腸の調子が悪くなったあとに腰痛が襲

ても︑想像が及ばないのが一般的です︒でも中

の負担を感じませんか？

も多少はいます︒とにかくできるだけお話をさ

まず初めは問診︒患者さんの仕事︑生活習慣︑

など尋ねて︑内臓と筋肉︑骨格の密接な関係を
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を感じていたため︑施術を受ける

腰痛だけではなく、
全身のメンテナンスのため
通っています

我慢できないほどの腰痛があり︑

せていただき︑少しでも患

者さんに納得してもらう努

力をします︒患者さんの話

をお聞きすると︑最近の医

師の中には体にも触れず︑

パソコンの画面ばかり見て

いて処方を出し︑説明もし

数回施術を受けて感じたことは︑

安になるそうです︒大切な

ない先生がいて︑とても不

すべり症と診断を受けました︒そ

胃が上がって下腹がへこんだこと︒

のはやはり信頼関係の構築

ことにしたのです︒

の時は︑湿布などをもらってひど

夜中にトイレに何回も起きていた

経節の皮膚や筋肉の異常と

め︑脳は胃の不調を同じ神

をも支配している︒このた

神経が︑体表の皮膚や筋肉

つながる脊髄の神経と同じ

う少し付け加えると︑胃に

内臓体壁反射の説明をも

だと思っています﹂

い痛みはなくなったものの︑足の

れていたこと︒腰の痛みや足のだ

のに︑気づくと朝までグッスリ眠

私は肩こりにも何十年来悩まさ

全身の調整を受けると身体が楽に

るさも感じにくくなっていました︒

なり︑疲れも取れて元気に生活が

れており︑週１回ペースでマッサ

春も終わりの頃︑たまたま通り

腰痛そのものはもう気にならな

がかりに極理整体の看板を見つけ

できるので︑今でも週１回のペー

ージには通っていたのですが︑今

て 入 っ て み た と こ ろ︑﹁ 腰 痛 も 肩

スでメンテナンス的に通院してい

くなっていますが︑内臓の施術や

こりも姿勢と胃の不調が原因﹂と

ます︒

一つスッキリしませんでした︒

だるさが取れません︒

病院を受診しましたところ︑腰椎

東京都
H・W さん
（60 代・女性）

言われ︑実際︑胃下垂で胃の不調
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勘違いして︑痛みやコリ︵筋肉の硬直︶をつく

それはこんな姿勢となって出やすいといった話

ある程度のパターンはあるという︒それを確認

をする︒どんな姿勢になるかは十人十色だが︑

これは他の臓器でも同じで︑内臓の不調がコ

し︑理解をしてもらい︑いよいよ施術にとりか

るのだ︒

リをつくり︑姿勢をゆがめる結果となる︒人間

腰痛の人もまず仰向けに寝てもらい︑おなか

かる︒

体のバランスを保っている︒だから︑どこかで

を触って軽く押圧して︑どのくらい硬直してい

の身体は︑骨格から内臓まですべてを含めて全

問題が起きると︑その分︑他の部分でバランス

るかをみていく︒健康な人の内臓は︑弾力のあ

る筋肉を押す感じ︒ところが︑胃や腎臓︑肝臓

をとろうとして余計な無理がかかるのだ︒
林先生は︑痛みをとる以上に患者さんの体質

は硬くなると︑境界がくっきりして形がはっき

りと分かるのだという︒患者がおなかを押され

を改善し︑腰痛が出にくい体にしていくための︑
いわばコーチの役割を重視しているようにも思

て︑腰に抜けるような﹁響き﹂が感じられるか

いるというわけではない︒とはいえ︑経験的な

内臓と腰痛との関係は︑科学的に証明されて

どうかが施術の大切なポイントとなる︒

える︒

施術のポイントは
腰に抜けるような「響き」

江戸時代には按腹というおなかのマッサージ

あんぷく

裏付けは︑かなり古くから得られている︒

がらの姿勢チェックだ︒その際︑どの内臓の機

があり︑﹁万病は内臓にきざす﹂と医者の吉益

問診の次は︑鏡で自身の全身を見てもらいな

能が低下すると身体のどこの部分にコリが出て︑

149

腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

東洞が述べており︑おなかを押すと血流が良く
なり︑筋肉のコリが緩和されることが経験的に

がっていく要因となる︒

ぎっくり腰の患者さんのなかには︑重いもの

を持ったり︑階段で足を踏み外したことが原因

であると︑整形外科で診察されるケースは少な

知られていた︒
現存する中国最古の医学書﹁黄帝内経﹂には︑

くない︒しかし︑それらは原因ではなく︑きっ

こうていだいけい

内臓の異常が病気の原因であることだけでなく︑

かけであることが多いと林先生は指摘する︒

内臓や筋肉︑骨格を含めて︑いつぎっくり腰

内臓と精神との密接な関係についても書かれて
いる︒

になってもおかしくない状態があり︑そこに重

いもの持ったりするきっかけが加わって︑症状

明らかにケガをしやすい体質の人はいるそう

筋肉がゆるみやすいので治りやすい︒それに対

﹁症状が出て日が浅い患者さんは︑施術しても

が引き起こされたのでは︑というのだ︒

で︑そういう人は︑筋肉や関節が硬くなりやす

して︑何年︑何十年にわたって症状を抱えてい

内臓→筋肉→骨格という
流れで総合的にアプローチ

い身体をしていて︑生活習慣を尋ねると︑咀嚼

る人は︑内臓と筋肉が硬くなって︑姿勢も悪く︑

本来なら大きな圧力を受けても︑身体全体で

の回数が少なかったり︑好き嫌いがあって栄養

と︑食生活に偏った傾向がみられることが多い︒

吸収できるのですが︑背骨全体が動きにくいと

簡単には矯正できないことが多いのです︒

ちなみに内臓を冷やすと筋肉が硬くなり︑動き

どこか１ヵ所に負担がかかりやすく︑また︑関

バランスが悪かったり︑冷たい物好きだったり

が阻害されやすくなり︑腰痛などの症状につな
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的にアプローチしていくのだ︒

おなかのあとは患者さんの痛みの部位をさぐ

る︒腰痛は臀筋にコリの玉があるため臀部をほ

ぐすことが多いという︒腰の痛みが緩和される

と骨盤のゆがみ︑
背筋のＳ字カーブが整っていく︒

排出する働きが活発になる︒もちろん施術はお

される︒酸素︑栄養素をめぐらして︑老廃物を

内臓を押すと自然治癒力が高まって代謝が促

﹁内臓が疲れると筋肉が硬くなって骨格が引っ

スムーズに骨格のゆがみがとれるのだそうだ︒

のバランスをみて施術していく︒すると安全で

身の筋肉にゆるみが出たところで︑筋肉と骨格
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ストレスによる内臓機能の低下が
腰痛の原因となることも

最初から骨格を調整しないのは︑骨格のまわ

りは硬い筋肉や靭帯で囲まれているので︑筋肉

をゆるめずに骨格を矯正すると無理が生じるか

らだ︒これは︑ストレッチをせずに運動を始め

なかだけでなく︑腰の筋肉を和らげ︑骨格を施

張られます︒ですから︑筋肉をゆるめると楽に

るようなもの︒内臓テクニックをほどこし︑全

術して︑内臓↓筋肉↓骨格という流れで︑総合

ー上野の真島敦先生︒

こう解説するのは学院附属施術院整体センタ

症状が重くなりやすいのです﹂

節まわりがガチガチになっていると︑悪循環で

林院長をサポートする真島敦先生

腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

なります︒おなかを押すと背中の筋肉がゆるむ
ことが多く︑そうなると骨格のゆがみも整って

くしたりすることがあるのだ︒
しち じょう ない しょう

東洋医学では︑多様な感情変化と内臓との関

者さんがいて︑そのプロセスは簡単には言えな

すぐに良くなる患者さんと︑時間を要する患

の機能が低下し︑そこに関係する背中や腰の筋

が悪くなり︑血流も悪化する︒すると腎臓や胃

れている︒ストレスがあると内臓の気のめぐり

係 を 示 し た﹁ 七 情 内 傷 ﹂ と い う 考 え 方 が 知 ら

いのだという︒たとえば︑神経を圧迫する坐骨

肉が固まってしまい︑痛みを感じることもある

くるのです﹂︵真島先生︶

神経痛の痛みは︑根気を要するのが一般的だ︒

というのだ︒

食生活がもとで筋肉が疲れ、
悪い姿勢になることでも腰痛に

歳の女性が︑腰痛で

椎間板ヘルニアの患者さんを手術に頼らず治
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坐骨神経痛では︑骨盤の中にある筋肉の梨状
筋が緊張し︑下肢に伸びる坐骨神経がギュッと
圧迫されて痛くなることがある︒また腎臓など
内臓につながる感覚神経と︑筋肉の感覚神経が

﹁背骨がゆがんで猫背の

訪れ施術しました︒すると︑かかりつけの医師

同じところから出ているため︑内臓の機能低下
を筋肉の痛みと脳が誤解するケースもあるとい

から姿勢が良くなったのはどうしてかと驚かれ

たというのです︒それがきっかけで︑医師から

たい︒それと同じで強い感情の動きは内臓を通

したいという医師は多く︑良い治療法があれば︑

の紹介による患者さんが増えています︒

して腰痛として現れたり︑背中などの筋肉を痛

じた後︑胃が痛くなることを想像していただき

脳と痛みの関係は︑例えば強いストレスを感

うのだ︒
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小学校の高学年からずっと︑慢

ぐされました︒立ち上がると腰が

背中にとても響き︑快い痛みでほ

腰が反り返るほど
軽くなり、悪かった
大腸も顔色も良好に

性的な腰痛があり︑私の場合は︑

友人の勧めで整体を知り︑さら

くさん飲み︑相当な猫背でした︒

さん吸い︑大食いで冷たい物をた

院通い︒当時の私はたばこをたく

炎になり︑食事制限しながらの病

生活習慣の乱れから︑潰瘍性大腸

査結果も良好になり︑食事制限も

半年後︑大腸の調子も良く︑検

法のご指導もしていただきました︒

見直すアドバイスも受け︑自然療

また︑体質改善のため食生活を

転反応で︑私は強く出たようです︒

っていました︒眠さ︑だるさは好

と探している医師も多いの
です﹂

と林先生︒

椎間板ヘルニアの場合は︑

椎骨のまわりの筋肉が硬直

していたり︑姿勢がゆがん

だり︑筋肉が引っ張られて

いたりする︒ゆがんだ姿勢

肉にゆるみが出てくると︑

い状態にもどしていく︒筋

筋肉をゆるめ︑姿勢を正し

するには︑血流をよくし︑

だから︑ヘルニアを改善

たりする︒

椎間板が飛び出してしまっ

あるとき何かのきっかけで

のまま動き続けていると一

に他とは違う﹁内臓をほぐす﹂と

ほぼなくなりました︒血行が悪く

帰宅後すごく眠くなり︑翌朝起

いう極理整体を見つけて施術を受

黒ずんでいた腰まわりもきれいに

部に力がたまってしまい︑

反り返るほど軽く︑とても楽に︒

くなるというものでした︒
歳になると仕事のストレスと

けたところ︑内臓への押圧は︑体

なり︑顔色も良くなってきました︒

きると腰だけでなく全身が軽くな

腰が痛くなると決まってお腹が痛

東京都
増山大輔さん
（極理整体職員）

の背面を直接押さないのに︑腰や
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椎骨に対する負担が少なくなって︑ヘルニアは

重要なるのである︒

におさめて︑自然に良い姿勢でいられることが

なに頻繁にレントゲンを撮るものでもないし︑

外科でもう一度診てくれとお願いすると﹁そん

ている︒それには︑睡眠不足など生活スタイル

ロッと背が高いか︑太り過ぎかの両極端になっ

今の若い人の体型は中肉中背が少なく︑ヒョ

冷たい食べ物と咀嚼不足が
内臓を疲れさせる大きな原因

だんだんと引っ込んでいくという︒
ある時︑整形外科で何ヵ所かヘルニアがある
と診断されたという患者さんが訪れ︑施術を受

そう簡単には良くならない﹂と言われたため︑

が不規則で︑添加物が多く味が濃い出来合いの

代でヘルニアにかかる人
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けて３週間ほどで痛みが楽になった︒元の整形

別 の 整 形 外 科 で 診 断 し て も ら っ た ら と こ ろ︑

物で済ます食生活が影響しているともいわれる︒

そのためなのか︑

親も子どもも理解していないのだ︒

つまり︑何を食べたらどんな身体になるのかを︑

﹁ヘルニアはない﹂と診断されたこともあった
という︒
普段の姿勢が大きく関与すると思われるが︑
林先生は内臓機能を低下させる食生活が基本に

成長期にどんな食べ物を食べたかによって︑

が少なくないのは︑内臓がしっかり機能してい

だから︑何より内臓を良い状態にすることが

骨格や筋肉の質も変わってくる︒きちんとした

あり︑筋肉が疲れて悪い姿勢となって︑腰痛が

肝要なのだ︒それにはまず︑胃下垂や腎下垂な

食生活を送っている若者は︑それなりに健康体

ないからではないかと推測される︒

どの内臓下垂を治し︑内臓を本来の正しい位置

誘因される結果になっているとみる︒
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を維持できているはずだ︒
胃腸が疲れる大きな原因は︑冷たい食べ物と
咀嚼不足だと林先生は指摘する︒ストレスの影
響も大きく︑冷たい食べ物や甘い物を身体が求

や機能の衰えは︑免疫力や抵抗力︑自然治癒力

の低下につながって︑病気になりやすく︑回復
も遅くなりがちだ︒

だから︑林先生はこう指摘する︒

﹁施術で痛みを緩和するのは健康にとって半分

ことが大切なのです︒結局︑内臓が大切なこと

めているというよりも︑ストレスが強いと脳が

腰痛は︑身体が冷えた状態で起こるケースが

に各自が気づき︑健康になるための意識を高め︑

でしかなく︑残りの半分は自分で健康管理する

多いので︑なるべく身体を温める物を飲み食い

生活習慣をつねに顧みる努力をすることで︑自

それらを求めがちになるようだ︒

するのは食養生の観点からも理にかなっている︒

分の人生を少しでも良くすることにこそ︑本当
の意味があります﹂

また︑砂糖やカフェインをたくさん取ると身体
が冷えて︑血流を悪くすることにつながるのだ︒

俺はもっと頑張れたのに﹂﹁もっと旅行に行き

痛みを抱えた人に限って︑﹁これがなければ︑

紅茶は身体を温める︒中国の食養生では︑陰は

たかった﹂﹁どんどん仕事をしたい﹂などと言

コーヒー︑緑茶は身体を冷やし︑ほうじ茶や

冷やし︑陽は温めるとされる︒

健康体になるための自己管理をすることが極め

いがちだ︒つまり︑いい人生を送りたいならば︑

体力が衰えて腰痛︑肩こり︑だるさ︑疲れとい

て大切になるのだ︒

結果として︑今の日本では︑内臓が弱くなり︑

った︑原因不明の国民病が増える︒その要因が
冷えにあると言えるかもしれない︒内臓の疲れ
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おなかを押圧することで︑内臓の機能を整え︑

その位置を正しい位置にもどす︒それだけでも︑

姿勢が良くなり︑腰にかかる負担が軽くなって

腰痛の解消につながっていく︒腰痛の場合は消

腰痛は消化器と腎臓を
重点的に押圧
施術後に︑身体にいつもと違う変化が出るこ

化器と︑特に腎臓を重点的に押圧して︑腰痛を

消化器は︑胃を冷やしたり︑よく噛まないこ

ともある︒これは良くなっていく前の症状で好

と思われる︒たとえば︑胃腸が相当に弱くなっ

とが原因で疲れがもたらされやすい︒腰痛の人

くり返さない体質をつくっていくそうだ︒

ている場合︑おなかを押すと強い口臭が出やす

で︑調子が悪い人は多いようだ︒

転反応といわれ︑解毒が促進されることによる

い︒また便や尿の排泄が良くなり︑一時的に蕁

青っぽいのは肝機能が低下している︒施術後は︑

青は肝機能を示し︑青筋を立てたり︑瞼の上が

毛細血管が開きがちで︑心臓に負担がきている︒

る︒たとえば︑赤は心臓の色であり︑赤ら顔は

るとされ︑赤︑青︑黒︑白︑黄の５色で判断す

内臓の疲れは︑東洋医学ではすべて顔色に出

ます︒冷たいものを１ヵ月飲み食いしてみたら︑

﹁実は︑私たちは︑自分の身体で実験をしてい

がなくなり︑朝起きるのが楽になった人もいる︒

べることをアドバイスしたら︑背中と腰の痛み

けてください﹂と話す︒よく噛んでゆっくり食

はなく︑﹁量は控えめにゆっくり飲むように心が

で︑ビールが大好きな人に﹁やめましょう﹂で

患者さんのできる範囲でのアドバイスが大切

顔色はピンク色に変わり︑唇が紫がかった人は

胃腸が冷えて猫背になり︑精神までおかしくな

麻疹が出ることもある︒

赤みを取り戻すという︒
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けから︑患者さんの体質に合わせて的確なアド

根拠があるわけではない︒ただ実践による裏付

った体験があるのです︒こうしたことは科学的

喜ぶ患者さんもいるという︒水がたまりやすい

おなかを押すだけでもウエストが細くなって

といった効果を実感した患者さんが増加中だ︒

れる︑体調が良くなる︑姿勢が真っすぐになる

﹁患者さんが身体に触られた瞬間に︑自身が感

くようになるといった方もいる︒

胃腸の調子が良くなって︑体にほどよく肉がつ

位置におさまると︑自然と体型が良くなるのだ︒

人は身体がしぼんで引き締まる︒内臓が正常の

バイスができるようになるのです﹂︵林先生︶

患者さんが安心して身を
任せられると思えるかどうか
％が女性︑他は

歳代までさまざまだ︒来院のきっ

整体センターの患者さんは
小学生から

われがおなかを触ったり整体的観点で身体をみ

さんのおなかを触らない方が多いようで︑われ

うが結果的に良いのです︒最近の医師は︑患者

ックのつもりで定期的にメンテナンスされるほ

﹁悪くなってから施術を受けるより︑健康チェ

て頭の中にパッと浮かぶことが大切です︒自分

に捉え︑何をどうすればよいかがイメージとし

施術者のほうは患者さんの状態を一瞬のうち

心して身を任せられると思えるかどうかです︒

れ方というものがある︒この先生だったら︑安

抜けた感じとか︒分かっているなと思える触ら

覚的に捉えるものがあります︒たとえば︑力が

たところ︑医療機関での受診を勧めるような大

のねらいをピシーッとしっかりさせるには︑直

感力と集中力が欠かせません﹂︵林先生︶

病が見つかったケースもあります﹂︵真島先生︶
健康チェックで来院し︑疲れにくくなる︑眠
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かけは口コミがほとんどで全国から来院する︒
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加減は施術者によってまったく異なるのだ︒

肉をゆるめるようにする動きであるが︑その力

コリを捉え︑押していって血流を促進させ︑筋

減かは言葉で言い表せないものだ︒物理的には

触ったり押したりといっても︑どういう力加

さめるという塩梅がある︒大切なのはいかに患

やればよいが︑そうではなく︑これぐらいでお

ただ揉みほぐして良くなるのであれば長時間

ぐいぐい揉んでも反発にあってしまうだろう︒

相手は緊張してしまう︒やる気を出し過ぎて︑

者さんの自然治癒力を引き出すかであり︑治す

整体は単に骨格を真っすぐにする︑足の長さ

身体の状態を整えていく結果として腰痛が改

に︑そのまま微妙に反映される︒触った瞬間か

を揃えることではなく︑本来その人が持ってい

力は患者さん自身が個々に備えているのだ︒

ら︑いかにリラックスした状態にもっていける

る身体の機能を取り戻すことに意味がある︒そ

善されていく︒施術者の心のあり様は患者さん

かどうかが大事なのだ︒遠方から来院される患

れができれば︑後は自然と良くなることが多い︒

んだり︑筋肉が凝ったりするのか︑内臓の観点

者さんもいるのだから︑何回かやっているうち

・瞬間的にリラックスさせるのが︑施術の第一

から説明できる理論を身に付けるように指導し

林先生は︑学院の生徒には︑なぜ骨格がゆが

条件

ている︒無言でただ揉んだり︑通り一遍の施術

にそうなればよいでは︑患者さんは不満を抱く︒

・そこから︑その人の状態のポイントを捉える

で患者さんを捉え︑生活習慣のアドバイスまで

優れた施術者とはいえないであろう︒トータル

を行って済ますのでは︑いくら技術が良くても

というプロセスを経るのがベストである︒

・内臓のコリをとって︑筋肉をゆるめていく

︱

患者さんを治してやるという気持ちが強いと︑
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極理整体専門学院附属

東武伊勢崎線

整体センターグループ
整体センター春日部

春日部
西口

至大宮
大塚家具

住所◉〒 344-0067
埼玉県春日部中央 1-16-10
TEL ◉ 0120-354-706

イトーヨーカドー

りそな
銀行

P

P
P

整体センター上野

公園

コンビニ

整体センター
春日部

住所◉〒 110-0015
東京都台東区東上野 6-27-7
TEL ◉ 0120-184-706

小川整体療院

群馬整体センター

住所◉〒 379-2214
群馬県伊勢崎市下触町 746-4
TEL ◉ 0270-63-2323

昭和
通り

至鴬谷

JR
山手
線

住所◉〒 340-0002
埼玉県草加市青柳 6-60-4
TEL ◉ 048-936-5950

地下鉄日比谷線入谷
1 番出口
言問通り
ローソン

かしわせ
呉服店

めぐりんバス
北上野 2 丁目

富田商店

上野

地下鉄銀座線 整体センター上野
稲荷町
翠雲堂
3 番出口
浅草口

H P ◉ http://www.kyokuri.com./
診 療 時 間 ◉ 10:00 〜 12:00 14:00 〜
20:00
休診日◉春日部：水曜日 年末年始／上
野：年末年始
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できなければ整体

師を名乗れないの

だ︒

体の状態を整え

ていき︑その結果︑

腰痛や肩こりが改

善される施術と指

導こそ︑内臓テク

ニックの推進者︑

そして指導者とし

ての林先生の使命

なのだ︒

腰痛は生活習慣

病であり︑体質改

善こそが腰痛治療

の着地点といえそ

うである︒

ACCESS DATA

