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先生

摯な姿に︑患者が寄せる信頼は厚い︒

さない体質改善のためだ︒最後まで患者に寄り添う真

り当て︑それを取り除く施術は︑二度と腰痛をくり返

ない手技︒患者自身にさえ分からない本当の痛みを探

ていねいな問診︑的確な触診︑痛みや苦痛をともなわ

脳にアプローチして、
「本当の痛みの解消」に挑む

文 英智

川口しば整骨院院長

10

「脳に刺激を与えて本当の痛みを
引き出すことで、体が覚えてしまった痛みを
消すことができます。 そこまで
やらないと、腰痛は根治しないんです」
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文 英智

ぶん・えいじ

1979 年、埼玉県川口市に生まれる。中
学生時代に大好きだったサッカーでケガ
をくり返し、スポーツをあきらめざるを
えなくなる。そのとき、スポーツトレー
ナーへの夢 が 芽 生える。 高 校 卒 業 後、
スポーツトレーナーの専門学校に進学、
アメリカへの研修留学などで学んだこと
がきっかけで、
「プロの治療家」を目指
すことを決意。卒業後、治療院で修業
のかたわら柔 道 整 復 師の資 格を取 得、
独立後も手技の技術を磨き続け現在に
至る。

腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

代謝や体のメカニズムまで変える。
二度と腰痛に悩まされないように

カニズムが変わらなければ︑治癒したとは言え

ません︒最終的には痛みの閾値︵あるいは許容

量︶を上げて︑痛みに強い体になる︒そこまで

度も再発するのが非常にやっかいだ︒しかも︑

てすぐにやめてしまう人がいる︒けれどもそれ

施術を受けて痛みが取れると︑治ったと思っ

持っていくのが︑私の考える﹃治癒﹄です﹂

病院で椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症と診断さ

は︑﹁治った﹂わけではない︒そのあと痛みが

腰痛に悩む人は多く︑また︑一度起こると何

れても︑手術以外に治療方法を提案されない場

ぶり返し︑治療院に戻ってくるケースは多いと︑

文院長は言う︒しかし︑文院長が考える﹁治癒﹂

合も多く︑とまどう人も多い︒
埼玉県川口市にある川口しば整骨院︒ここを

までいけば︑よほどのことがない限り︑二度と

腰痛治療にこれだけの強い情熱と自信を持っ

レベルのまったく違う技術と出会い、
すべてがそこから始まった

の終着駅﹂︒文院長が目指すのはまさにそこだ︒

文院長の言葉を借りると︑﹁患者さんの痛み

腰痛に悩まされることはないというのだ︒

訪れる腰痛患者の多くも︑
﹁どこに行っても治
らなかった﹂人たちだ︒文英智院長はこう言う︒
﹁ここで一度治れば︑再発することはまずない
と︑私は思っています﹂
なぜここまで自信を持って言えるのだろうか︒
それは︑﹁治す﹂ことの意味を︑文院長がよく

﹁
﹃痛みが取れること﹄と﹃治ること﹄はまっ

ている文院長も︑初めは軽い気持ちでこの道を

理解しているからだ︒

たく違います︒痛みが取れても︑代謝や体のメ
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衝撃的な施術。
直後に痛みが取れて、
思わず涙

腰に痛みが出始め︑病院でレント

ださいました︒しかも︑すごく分

つ一つ本当にていねいに答えてく

してしまったのですが︑先生は一

ゲンを撮ったところ︑椎間板ヘル

かりやすく︒

生が﹁鈴木さん︑ちょっと立って

その日私は︑痛みで寝返りを打

みましょうか﹂と言われました︒

つことすらできない状態だったの

で す︒ で す か ら︑
﹁動くなんてと

あれ？

もううれしく

動け

ても無理﹂と内心思いながら︑動

痛くない

すると︑えっ？

こうとしてみました︒
る！

てつい泣いてしまいました︒
その時︑先生から﹁ヘルニアと

あ と︑﹁ 痛 い の を 取 る こ と 自 体 は

う？﹂と笑っていましたが︑その

短時間でしょ
診断されたことは忘れてください︒

先 生 は︑﹁ ね！

大丈夫︑良くなりますよ！

が出ないようにするのが私の仕事

くない状態を継続し︑二度と痛み

むずかしくはないんです︒今の痛

っとしていても激痛が走るように

短期

なり︑痛み止めを飲んでどうにか

間で﹂と︑力強く励ましていただ

なの？﹂と思うほど体全体に感じ

でした︒先生の手が﹁本当に２本

く痛みもなくなり︑楽しく毎日を

す︒３ヵ月たった今では︑まった

に︑先生の指示通り通院していま

私は︑二度と痛みが出ないよう

です﹂と続けられました︒

誌に紹介されていた川口しば整骨

られ︑何も言っていないのに︑痛

施術は私にとってとても衝撃的

きました︒

院さんのことを思い出し︑通い始

いところに手が届いているのです︒

初診の日︑不安でたまらなかっ

過ごしています︒

めたのです︒

いと困っていた時に︑以前ある雑

けれども︑このままではいけな

過ごしていました︒

それ以来︑ひどい時にはただじ

ニアと診断されました︒

代で出産したのをきっかけに︑

埼玉県
鈴木博子さん
（45 歳・女性）

分くらい施術を受けた頃︑先
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手術しました︒先天的に膝蓋骨︵﹁お皿﹂と呼

年でした︒けれどケガで都合５回︑両膝などを

﹁僕は中学までスポーツが大好きなサッカー少

選んだのだという︒

う強く思ったんです﹂

と で し た︒﹃ こ の 施 術 を も っ と 極 め た い！﹄ そ

を受けている側にいっさい痛みや苦痛がないこ

わったのです︒しかも僕が惹かれたのは︑施術

る︒いままで漠然としていた効果が︑確証に変

はっきりした自覚を得たこのとき︑﹁プロの

ばれる骨︶が脱臼しやすかったんです︒ですか
らスポーツはあきらめざるをえなかった︒その

専門学校を卒業すると同時に︑本格的に施術

治療家﹂を目指す決意を固めたのだという︒

うと︑スポーツトレーナーの道を選んだのです﹂

のできる治療院に職を得た︒そこで修業するか

分︑スポーツをする子どもたちを治す道に進も

漠然と描いていた夢がはっきりと方向性を持

勉強会に参加し︑手技を磨いてきた︒その手技

たわら︑柔道整復師の資格を取り︑さまざまな

に︑研修でアメリカに留学したときだった︒約

の基本にあるのは︑かつてアメリカで出会った︑

ったのは︑スポーツトレーナーの専門学校時代

１ヵ月に及ぶオステオパシーの講義と技術指導︒

本場のオステオパシーの技術だった︒

る︒

アメリカ留学中︑心に響いた先生の一言があ

手の感覚を鍛え、触診で痛みの
原因を特定するのがプロの技

そこで学んだ施術が︑文青年の心を揺り動かし
た︒なぜなら日本の専門学校で学んだオステオ
パシーとは︑レベルがまったく違ったからだ︒
﹁日本で同じ施術を受けても︑﹃あれ︑何とな
く違う︑良くなったかな﹄程度でしたが︑アメ
リカの先生の施術を受けると︑明らかに良くな
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ってくるという︒

﹁まだまだ発展途上ですが︑この世界に入った

﹁手の感覚を鍛えろ！﹂
手の指の感覚が鋭ければ︑ミリ単位以下とい

頃に比べると︑格段に指先の感覚は上がりまし

この指先の感覚がとくに必要とされるのが︑

うわずかな筋肉の変化が分かるようになる︒同

ズレも感じ取れる︒オステオパシーの施術では︑

初診時の触診だ︒痛みの原因がどこにあるのか︑

たね﹂と︑文院長︒

そういったわずかな違いに気づくことが︑結果

指で全身を探っていく︒腰に痛みがあるから︑

じように並んだ︑左右の背骨の位置のわずかな

を大きく左右するのだ︒

原因が腰にあるとは限らない︒下肢にあったり︑

まったく別の︑思いがけないところにある場合
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指先の感覚は︑指先に意識を集中させなけれ
ば鍛えることはできない︒文院長は︑暇さえあ

もある︒施術は︑まず触診でそれを探し出すこ

ひとり違ってくるからだ︒

この原因によって︑アプローチの仕方が一人

とから始まる︒

れば指先の感覚を鍛える訓練に励んだ︒それは︑
次のようなものだ︒
厚い辞書に︑細い糸を１本挟む︒その糸の感
覚が︑何枚ページを重ねるまで分かるか︑指で

原因を探るための問診は 分以上。
時には１、２時間に及ぶことも

る︒問診だ︒

初診のときに重視していることがもう一つあ

30

探っていく︒１枚なら︑簡単だ︒しかし２枚︑

枚を超えると︑

３枚とページが増えていくと︑だんだん糸がど
こにあるか分からなくなる︒

しかし訓練しだいで︑それが分かるようにな

指で探ってもなにも感じない︒

10
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﹁痛みの原因や痛み方は︑

人によってそれぞれ違いま

す︒痛みは筋肉疲労や筋緊

張によって起きますが︑そ

の原因の多くは日常生活に

が出るようになったのは３年ほど

歩くと右足に強い痛みとしびれ

ところが通院当初は１００メー

正直最初は信じられませんでした︒

よ！﹂と言っていただきましたが︑

最初の問診にはかなり力を

１００メートル歩けなかった
私が、２ヵ月で登山も
できるように

前のこと︒病院では脊柱管狭窄症

トルも歩けなかった私が︑施術を

入れていますよ﹂

あります︒毎日の生活習慣︑

と診断され︑手術でしか治らない

始めてから日増しに歩ける距離が

ど︑日常の生活習慣もあり

﹁痛みは悪い姿勢やクセな

き出す︒

限り︑患者さんから話を聞

るそうだ︒施術中も可能な

間︑２時間かかることもあ

分以上︒人によっては１時

問診にかける時間は︑

環境の影響が大きいので︑

仕事︑人間関係など︑生活

と言われました︒けれどもどうし

２ヵ月が過ぎたころには︑大好き

延び︑痛みやしびれもなくなって︑

そんなとき︑知人の紹介で川口

な山登りを再開できたのです︒
私がしたことといえば先生の指

４ヵ月たった今も︑予防のため

日常の注意点に気をつけたくらい︒

示通りに通院し︑先生に言われた

以外にも痛みの原因があり︑それ

に月に１度の通院はつづけていま
本当に感謝しています︒

分かりやすく説明していただきま
必ず良くなります

すが痛みやしびれはありません︒

が改善すれば痛みはなくなると︑

初日の問診で︑先生から狭窄症

駆け込みました︒

しば整骨院を知り︑すがる思いで

ても手術だけはいやでした︒

埼玉県
加藤茂さん
（67 歳・男性）

し た︒ そ の と き︑﹁ ３ ヵ 月 頑 張 っ
てください！
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ますが︑ストレスがかかりすぎると︑自律神経
が乱れて腰痛を起こす原因にもなる︒本当は人
間関係など︑もっとプライベートなことまで聞
けるといいんですけど⁝⁝﹂と文院長︒
ストレスチェックのために︑自律神経の検査
なども行う︒検査は︑Ｏリングテストや筋反射
テストが中心だ︒患者さんも一緒に行う検査な
ので︑患者さんにも分かりやすいからだ︒
問診をし︑検査をして︑さらに触診すると︑

腰痛のほとんどは、ヘルニアや
狭窄症が原因ではないという事実

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症と診断され︑

慢性的な痛みに悩まされている人も多いのでは
ないだろうか︒

しかし文院長によると︑ヒトは成長期を過ぎ

たら︑だれでも加齢とともに軟骨がすりへり︑

ヘルニアや狭窄症になるという︒つまり︑ヘル

てくれるんですよ﹂と文院長は言う︒施術の前

﹁感覚で分かるというか︑患者さんの体が教え

ている人はごくわずか︒病院でヘルニアと診断

んの中で︑本当にヘルニアや狭窄症で痛みが出

﹁私がこれまでに診てきた数多くの腰痛患者さ

ニアや狭窄がすべての原因ではないのだ︒

の問診や検査などにここまで力を入れるのは︑

され︑﹃ヘルニアだから﹄という自己暗示で痛

原因が自然と見えてくるという︒

患者さんに納得してもらうためだ︒

行っても治らなかった﹂患者さんが多い︒その

てもらう︒その上で痛みと向き合うと︑痛みの

だから︑患者さんにはいったん診断名は忘れ

みが出ている人もいます﹂

患者さんが痛みの原因をきちんと理解し︑納得

本当の原因が見えてくる︒

前述のように川口しば整骨院には︑﹁どこに

してもらって初めて︑施術を始めるという︒
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腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

気エネルギーの循環を促す文院長の施術

文院長によると︑腰痛が発生する原因は︑主

に次の２つが考えられるという︒

一つは︑日常の悪い姿勢︑習慣︑クセなどか

ら起きる筋肉疲労によるもの︒仮にヘルニアや

狭窄があっても︑筋肉が正しい使われ方をされ

ていれば︑痛みは出ないはずだし︑間違った使

われ方をしていれば︑痛みは増してくる︒

もう一つは︑自律神経のバランスが崩れ︑筋

肉が過緊張になって起きるもの︒いつもストレ

スがかかって緊張していると︑筋肉が緊張しや

すくなる︒すると血流が悪くなり︑神経が圧迫

されて痛みが出る︒また︑自律神経が乱れると︑

内臓機能も低下する︒それも腰痛の一因になる︒

原因は︑どちらか一方ということはない︒両

方が複合していたり︑ほかの要因が加わること

もある︒大事なことは︑診断名にとらわれず︑

何が痛みの原因かを見きわめることだ︒

﹁今の社会︑ほとんどの人がストレスを持って
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はまったく違うんです︒

という感じでこれまでの治療と

ないの？﹂

えっ、何？
気づいたら、
ぎっくり腰が治っていた

代前半にぎっくり腰になって

以来もう何年もの間︑１年に一度
は急激な腰の痛みに悩まされてき

とても良くなったという話を聞い

がひどくなった時に通っていて︑

そこで︑以前友人がやはり腰痛

に︑気がつくと痛みが消えていた

ほんわかしていて全然痛くないの

違うような感じで︑何だかすごく

ですが︑気功とも呼吸法とも何か

言葉ではうまく表現できないの

て︑川口しば整骨院さんに伺うよ

のです︒本当に不思議な気持ちで

に行っては裏切られた気持ちにな

みが取れても骨盤自体の調整をし

先生がおっしゃるには︑私は痛

いっぱいでした︒

っていた私なのですが︑文先生の

ていかないと痛みが再発してしま
通わせてもらっています︒

施術を初めて受けた時︑本当にビ
何で痛く

うとのことなので︑ちょくちょく

今までさまざまな病院や治療院

うになりました︒

ました︒

埼玉県
Ｓさん
（31 歳・女性）

ックリしました︒
﹁えっ︑今何したの？

いますが︑ストレスをある

程度取り除き︑内面︵自律

神経の乱れ︶と外面︵姿勢

など︶のバランスが取れて

初めて︑腰痛が解消される

と思います﹂

いうまでもなく︑腰の痛

み自体もストレスになる︒

「ヘルニアだから痛い」
という自己暗示が
痛みを生み出している

先ほど文院長から﹁自己

暗示で痛みが出ている﹂と

いう言葉を聞いたが︑自己

暗示で痛みが出るとはどう

いうことなのだろうか︒

﹁それは﹃体が覚えてしま
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﹁ヘルニアだから痛い﹂といった先入観や思い

いのに先入観で痛みを感じることがあるのです﹂

てしまうと脳にインプットされ︑本来は痛くな

った痛み﹄とも言えます︒一度体が痛みを覚え

骨格も連動的に整い︑リンパや血液や気の流れ

筋肉にアプローチして筋肉バランスを整えれば︑

痛みを取る療法だ︒そのとき︑一番疲れている

血液︑リンパ︑気エネルギーの循環を促進して

そ の 際 の 治 療 点︵﹁ 圧 痛 点 ﹂ と も い う ︶ は︑

がよくなり痛みが改善する︒

﹁最終的には︑体が覚えてしまった痛みを取り

必ずしも痛いところではなく︑背骨や首や下肢

込みによる痛みが︑意外に多いというのだ︒

除かないと痛みがまた起こる︒この痛みを取る

といった腰から離れた︑しかも体の深部にある

ことが多く︑触ると硬かったり硬結の度合いが

には︑脳にも働きかけなければなりません﹂
体だけではなく︑脳へのアプローチも必要な

﹁脳に刺激を与えて本当の痛みを引き出すこと

者さんにとってそこはふだんは痛くはないのだ︒

微妙なその変化を探り当て刺激するのだが︑患

違ったり︑左右でバランスが崩れていたりする︒

で︑体が覚えてしまった痛みを消すことができ

文院長によると︑そこの痛みこそが﹁正しい

のだろうか︒

ます︒そこまでやらないと腰痛は根治しません﹂

痛み﹂︑﹁本来あるべき痛み﹂だと言う︒その痛

みを取らない限り︑腰痛は治らず︑いつまでも

き 大 事 な の が︑ 気 の 流 れ だ︒ 文 院 長 は︑ 頸 椎

間違った痛みに悩まされることになる︒このと

ここからが本題︑文院長独自の施術の話だ︒

︵首︶と仙腸関節︵腰︶に手のひらを当て気を

脳に働きかけることで
自然治癒力が生まれ、痛みがとれる

文院長が行っている施術は︑ひと言で言うと︑
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る本当の痛みが治りやすくなるのです︒瞬間的

﹁こうして気の流れを活発にすると︑深部にあ

入れる︒

じない体ができてくるのです﹂

容量を増やす︒すると少々のことでは痛みを感

みが出るというラインを引き上げて︑痛みの許

こまでなら痛まないけれど︑それを超えると痛

メートル歩くのがやっとだった
患者さんが、いまでは登山が趣味に

院長の言う﹁痛みの終着駅﹂なのだろう︒

痛みに強くなるための体質改善︒それが︑文

に痛みが取れることもあります﹂
なぜだろう︒文院長は脳に関係すると言う︒
﹁ここが本当の痛みであることを︑脳に伝える
のです︒そして︑気の流れを私の気でより活発
にすると︑﹃そこが痛いのなら治さなければ﹄
という指令が脳から出ます︒つまり︑自分で治
そうという気の流れが生まれてくるのです﹂
ふだん私たちが感じている表面の痛みではな
く︑深部にある痛みを探り出し︑脳に認識させ

文院長の施術を受けて︑腰痛を克服した患者

代後半の男性︒頸椎と腰椎にヘル

さんの例を聞いた︒
Ｔさんは

東洋医学では︑気の流れがよくなれば︑血や

モゾ感など全身に不定愁訴があり︑問診票は︑

っての来院︒顔のしびれ︑びくつき︑胸のモゾ

ニアがあり︑手足のしびれと痛みがあった︒最

水︵リンパ︶の流れもよくなるとされる︒それ

文院長曰く﹁まるでらくがき帳﹂のようだった︒

る︒そうして初めて︑痛みを取る自然治癒力が

が痛みの改善に役立つことは︑言うまでもない︒

こんなにも多くの症状があるのに︑どこに行

初は１人ではまともに歩けず︑娘さんが付き添

﹁私の中には︑痛みのラインがあるんです︒こ

生まれるのだ︒

50
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トラックの運送業をしているＮさんは︑積み

院長は︑腰痛の原因はそこではないと感じた︒

Ｔさんとっては︑異常がないと言われること

荷を左から右に動かす動作をくり返す毎日だ︒

っても異常が見つからないとは？

自体がストレスなので︑﹁﹃大丈夫︑良くなりま

なる︒

ある日突然︑ぎっくり腰になり︑それから足が

みや緊張が強く︑その体の不調もストレスだっ

﹁狭窄症というより︑今回の原因は右の股関節

すよ﹄と励ますと︑だいぶ変わられたのです﹂︒

た︒そのうえ家庭内のストレスも追い討ちをか

です︒積み荷を左側から右側に動かす動作の中

しびれ始め︑さらには間欠性跛行に進むことに

け︑全身に不定愁訴が出ていたのだという︒

で︑踏ん張っている右の股関節にかかった過剰
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問診をして検査をすると︑Ｔさんは体のゆが

﹁思い込みによって症状が出ている患者さんも

節や臀部の周辺が硬くなっていました︒そこを

な負担が原因でしょう︒触診すると︑右の股関

きます︒痛みのメカニズムがしっかり納得でき

ケアしていくうちに︑症状も取れていきました﹂

多いので︑施術とともにその思い込みを取り除

ると︑比較的簡単に症状が取れていきます﹂

分ほどの距離をノンストップ

Ｎさんは１ヵ月後には間欠性跛行が治り︑治
療院から駅まで

っくり腰の施術では腰にさわらないという︒

ぎっくり腰について聞いてみると︑なんとぎ

山登りを楽しめるまでになったという︒

で歩いて帰れるように︒４ヵ月後には︑趣味の

10

Ｔさんは順調に回復し︑今は１人で治療院に
来て︑帰りは散歩するほどの余裕もでてきた︒

メートル歩くのがやっと︒足

代後半のＮさんは脊柱管狭窄症で間欠

次は︑日常の悪い習慣が原因で腰痛になった
例だ︒

性跛行があり︑

のしびれという狭窄症特有の症状もあるが︑文

20
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﹁腹筋︑大胸筋︑鼠蹊部など︑まわりの表面の

きる一番簡単な方法をアドバイスしています﹂

られて腰が痛くなる︒そんな人には誰にでもで

それは本当に︑驚くほど簡単な方法だ︒ポイ

筋肉をゆるめるだけで改善する人が多いです︒
急に出る症状は︑治りも早いのです﹂

﹁腰がノーマルの状態に戻る前に︑再び負担が

張が取れないと完全に治ったとは言えない︒

◎寝つくまでは︑仰向けに寝て両手を体に沿っ

ももの上におく︒

◎座っているときは︑手のひらを上に向けて太

ントは︑座り方︑寝方︑歩き方の３つ︒

かかると︑ちょっとしたきっかけでまたぎっく

て伸ばし︑手のひらを上に向ける︒

ただし︑腰の炎症が治まっても︑周囲の筋緊

り腰が出ます︒ですから︑ノーマルなところに

◎歩くときは︑なるべく大股で歩く︒

が開いて肩が内側に入らなくなります︒自然に

﹁太ももの上で手のひらを上に向けると︑胸筋

なぜ手のひらを上に向けるといいのか︒

戻るまで施術を続けることが大事ですね﹂

いますぐ誰にでもできる
簡単な腰痛予防法

どを患者さんにアドバイスしているという︒

院長もできる限り︑日常生活の習慣や考え方な

で︑再発防止には日常生活の注意が必要だ︒文

に向けて歩くのがいいそうだ︒

る︒歩いているときも︑本来なら手のひらを前

らを上に向ければ︑肩が開いた状態を維持でき

寝ているときも同様だ︒仰向けに寝て手のひ

目線も上がって︑背中が伸びます﹂

﹁腰痛の人は猫背の人が多いようです︒背中が

﹁でも︑それではちょっと﹃変な人﹄に見えま

腰痛はふだんの姿勢やクセの影響が大きいの

丸まり腹が縮んでいると︑背中がつねに引っ張

173

腰痛解消！「神の手」
を持つ15人

腰痛予防のための姿勢のとり方

すから大股で歩く︒股関節をしっかり使い足を

大きく踏み出すと︑かかとがきちんとついてひ

ざが伸び︑自然に歩く姿勢が良くなります﹂

姿勢が整うだけで背中の筋肉の負担が軽くな

り︑腰痛を予防できる︒大事なのはつねに姿勢

を意識すること︒それにより﹁痛みを取ろう﹂

という意識が生まれ︑施術効果も早く出る︒脳

に働きかけて自然治癒力を高める一策にもなる︒

なお︑パソコンの下に厚い本を置くと︑自然

に目線が上がって姿勢も良くなるそうだ︒

また︑内臓機能の低下も腰痛の原因︒肉に偏

った食事︑大量の飲酒は内臓にとってストレス

となるので︑腰痛のある人は要注意とのことだ︒

途中で施術をやめない限り、
ほぼ全員が腰痛を克服し再発もない

文院長の言う治癒にはどのくらいかかるのか︒

﹁人間の体は体質が変わるまでに︑少なくとも
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芝銀座通り

２〜３ヵ月はかかります︒体質が変わるという
のは︑自律神経が安定し︑筋肉もほぐれて︑
﹃こ

三菱東京 UFJ 銀行
サーティーワン

れが正常な状態﹄と体が認識するまでの期間と
考えてください︒正常な状態になれば︑免疫力
も上がるので︑再発しにくくなります﹂
施術は間隔をあけずに始め︑週２〜３回︑週

みずほ銀行

東口

至上野

蕨
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に１回︑月に２回と︑だんだん少なくしていく︒

川口しば整骨院

川口しば整骨院

住所◉〒 333-0866
埼玉県川口市芝 5-4-19
TEL ◉ 048-262-5417
FAX ◉ 048-262-5417
H P ◉ http://www.kawaguchi-shibaseikotsuin.com/
診療時間◉
9:00 〜 12:00 15:00 〜 20:00
休診日◉
日曜・祝日（水・土：午後）

これまで文院長が施術した患者で︑途中で施
術を放棄した人以外は︑ほぼ全員が腰痛を克服
し︑再発もない︒しかし︑もし︑文院長の力が
及ばなくても︑最後まで責任を持ちたいと言う︒
﹁一度は自分を頼って来てくださった人を︑見
捨てたくないのです︒ですから︑できるだけの
ことは尽くして︑それでもダメなら︑私が信頼
を置くクリニックや病院︑治療院を紹介して︑
その人が満足できる結果が得られるまで見守り
たいと思っています﹂
ただしこれまで︑そういう例は一例もない︒

ACCESS DATA

