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小川 剛

おがわ・つよし

1957年８月29日、
大阪市に生まれる。
中
学生からバレーボール選手として活躍し
たが、
大学や実業団チームで肩や腰を痛
める。
そんな体験をきっかけに治療家へ
と転身。
米国健康科学博士号、
NSCA認
定CSCS
（米国ストレングス＆コンディシ
ョニング協会認定スペシャリスト）
、
厚生
労働省認定健康運動指導士などの資格
を取得する一方、
日本カイロプラクティ
ック総合医術協同組合代表理事、
大阪商
業大学高等学校スポーツ専修科講師な
どを歴任する。
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濃密な現場主義教育で︑
﹁治せる治療家﹂の
育成をめざす
たしかな技術力を持った︑治せる治療家を育成する︒これが︑ホリス
ティック医術学院の校是だ︒学院長の小川剛先生は︑ 年にわたって
磨き 上げた 自らの手技を ︑惜しげもなく 後進に伝える ︒受講生に課
せられた︑厳しい授業と課題︒しかしそれを乗り越えた先には︑小川
先生のような﹁治せる治療家﹂への道が拓ける︒
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ホリスティック医術学院学院長・小川カイロ＆ヘルスケアジム院長
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﹁僕の授業が面白かったんでしょうね︒授業中︑

痛みがある人にパパッと施術をすると︑その場で

的場選手︑西武ライオンズの赤田︑宮地選手︑同

写真が何枚も収められていた︒阪神タイガースの

た写真帳には︑スポーツ選手と写る小川剛先生の

小川カイロ＆ヘルスケアジムの待合室に置かれ

しかし︑学院の授業は︑けっして施術の片手間

まだ︑いまの自分の技術に満足していないからだ︒

った︒﹁基本は︑施術﹂と 現役にこだわるのは︑

術学院学院長という二足のわらじを履くことにな

こうして︑治療院の院長と︑ホリスティック医

痛みが取れる︒結果がすぐに分かりますから﹂

石井︑大沼投手︑Ｖリーグ堺ブレイザーズで元全

ではない︒むしろ︑自分の持つ技術のすべてを後

﹁学校をつくってほしい﹂という
強い要望に押されて

日本の伊藤選手︵いずれも撮影当時︶⁝⁝︒これ

に続く者たちに伝えたいという︑意志と熱意にあ

ふれていた︒後で書くように︑それは︑ハードな

までに︑小川先生が施術してきた選手たちだ︒
小川先生の施術に信頼を置いているのは︑スポ

がった︒その声に押されるように︑小川先生は兼

いスクールをつくってほしい﹂などの声が湧き上

の生徒から﹁先生の授業をもっと受けたい﹂﹁新し

して指導していた学校法人平成医療学園で︑多く

人でも多くの人に僕の技術を広めたいし︑僕自身

療家がますます必要とされます︒そのために︑一

る一方です︒これからは癒しではなく︑治せる治

その一方で高齢社会が進み︑具合の悪い人は増え

﹁この業界の技術は日進月歩で︑競争も激しい︒

カリキュラムにも表れている︒

任していた国際総合医術学院の学院長を辞め︑ホ

も現場でもっと勉強する必要があるのです﹂

ーツ選手だけではない︒ 年以上前︑特別講師と

リスティック医術学院を立ち上げることになった︒
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その治療で︑肩は８割方良くなったものの︑ま

ーション病院の治療を受けたんです﹂

﹁治せる 治療家﹂だ︒そこにこだわるのは︑若い

だ少し引っかかりを感じていた︒そこで出合った

小川先生が 育てたいのは︑
﹁癒し 家﹂ではない︒

頃の小川先生が︑常に痛みと闘ってきたからだ︒

の選手だった︒大学４年のときに肩を痛め︑社会

なりました︒アッと思いましたね︒昭和大学のリ

﹁カイロに行ったら︑首の圧迫が取れて肩が楽に

のが︑カイロプラクティックだった︒

人になっても肩を動かせなかった︒しかし︑１年

ハビリとカイロのテクニックを合致させれば︑痛

小川先生は︑中学︑高校︑大学とバレーボール

間肩を休めたら動くようになり︑全国大会常連の

先生が痛めていたのは︑肩だけではなかった︒

みは良くなる︒自分の肩の痛みを通して︑そうい

だったんですよ﹂と小川先生は当時を振り返る︒

以前から腰椎すべり症があり︑試合中によくぎっ

クラブチームを経て︑実業団チームに参加した︒

強くなれば︑当然︑練習にも熱が入る︒仕事が

くり腰を起こしていた︒腰を痛めたときのレント

うことがなんとなく分かったんです﹂

終わった後︑週２回は集まって︑練習を続けた︒

ゲン検査では︑変形性脊椎症とすべり症と診断さ

﹁このチームは強くて︑Ｖリーグと接戦するほど

そこで︑また肩を壊してしまう︒

れた︒さかのぼれば︑大学時代には膝を悪くして︑

膝も腰も肩も︑西洋医学ではほとんど治らなか

﹁スパイク１本打つたびに肩に電気が走って︑頭

は肩から腕︑手首まで動かなくなってしまいまし

った︒それが民間療法やリハビリテクニックで治

まったく曲げられなかったこともある︒

た︒そのとき︑千葉ロッテマリーンズの牛島投手

ってしまう面白さと︑自分の身体を自分でメンテ

まで痛くなる︒針が刺さるような痛みで︑最後に

︵当時︶の 肩を 治したという 昭和大学リハビリテ
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は一大決心をする︒ 代のとき︑勤めていた薬品

ナンスしたいという気持ちが強くなり︑小川先生

た関節に動きをつけ︑リハビリテーションのバラ

小川先生は︑首の調整をしながら動きの悪くなっ

ンス運動なども行った︒週に１度の施術で︑１年

後には普通に身体が動き︑今ではゴルフもできる

ようになったという︒

﹁腰痛︑肩こり︑膝の痛み︑腰椎・頸椎ヘルニア︑

では︑どのような症状を扱っているのだろうか︒

状を取ってしまうという小川先生の施術︒治療院

授業やデモンストレーションで︑一瞬にして症

﹁何か︑導かれるものがあるんですよ︒痛みのあ

先生の手にかかると︑ほとんど治ってしまう︒

で︑ほかの治療院で取れなかった痛みでも︑小川

も１時間以内に痛みが取れるという︒腰痛も然り

診てきたそうだが︑ほとんどがその場で︑長くて

そのほか︑頭痛の患者さんはこれまで何千人と

坐骨神経痛︑脊柱管狭窄症などのほか︑頭痛︑め

る人の︑首や顔の位置を中心に︑全体をさっと見

まさに︑﹁神の技﹂と言うしかない︒

まい︑目の痛み︑耳鳴り︑知覚過敏︑生理痛・不

そのなかから︑最近の事例を聞いた︒

小川先生の施術は︑カイロプラクティックをベ

るんです︒その動きや立ち姿で︑どうやれば痛み

例えば︑脳梗塞の後遺症のあったＳさん︒８年

ースに︑これまで先生が修得した︑さまざまな考

順︑不妊症︑難聴など︑整形外科疾患以外でもい

前に脳梗塞を起こし︑右半身にマヒが残った︒病

え方や療法をプラスしたものだ︒

が取れるか︑瞬間的に分かることがありますね﹂

院のリハビリでは︑動きはあまり良くならない︒

ろんな症状の患者さんが来られます﹂

取れない痛みはない
と言われる﹁神の手﹂の技

会社を辞めて︑治療家になる道を選んだのだ︒
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﹁結局︑患者さんが良くなればいい︒僕は理学療

法も勉強してきたし︑有名な施術家のセミナーに

はほとんど参加してきました︒そうしたいろいろ

な技法を取り入れて︑総合的に施術する︒それが

ホリスティック医術につながると思うのです﹂

学院の名前に冠したホリスティックには︑２つ

の意味が込められている︒１つは︑人間の全体を

診ること︒もう１つは︑自然治癒力を引き出すこ

と︒西洋医学にこだわらず︑伝承医学や民間療法

などを総合的に組み合わせて︑全身状態を良くす

るのがホリスティック医療だとすれば︑小川先生

もその考えに基づいて︑さまざまな症状に対処で

きる整体をめざしている︒

﹁身体をその人の本来の形に戻してやれば︑自然

治癒力が引き出されてくると思うのです︒ですか

ら︑施術では身体を元のポジション︑中間位に戻

すということが基本にあります﹂

そう言って︑いちばん分かりやすい例を挙げて
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授業で受講生を徹底指導する小川先生
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肩まわりとは︑先ほど説明した三角ユニットだ︒

背骨のゆがみの典型的な症状である脊柱側湾症で

くれた︒例えば︑身体のゆがみを診るときによく
使われる︑あおむけに寝た状態での足の角度︒こ

も︑肩の調整と肩甲骨の動きを少しずつ変えて︑

三角形のユニットで動かしていくと︑背骨の形が

れが両足とも 度ずつに開いていればゆがみのな
い状態だが︑片足が 度に倒れていたら︑ 度の

戻ってくるそうだ︒

半身のゆがみが強く出るようになったのです︒カ

位置に戻さなければならない︒では︑足が倒れて

このように︑表に出ている症状の原因をたどっ

バンをいつも右手で持っていたら︑右肩が下がり︑

﹁人間は︑四足歩行から二足歩行になって︑手が

て︑そこを調整し︑最終的には左右対称の形に持

骨盤も右側が縮みます︒するとバランスを取ろう

いる原因は何か︒その原因を追求し︑股関節の梨

っていく︒そのときにカギになるのが︑頭︑首︑

として︑首が反対側に傾くでしょ︒

無意識にそういうことが起きていますから︑ま

からね︒肩を常にニュートラルなポジションにし

ず肩まわりをしっかり調節します︒肩関節は首と

背骨より肩まわりが大事︒
３軸５点療法で身体をニュートラルに

て︑バランスよく動くようにすれば︑背骨に無理

ポイントは︑首︑肩︑肩甲骨︑骨盤︑股関節の

つながっているし︑首は背骨につながっています

﹁実は肩まわりがすごく大事です︒背骨がゆがん

な負担がかからなくなるんですよ﹂

てくる︒僕は︑背骨にはあまり触りませんね﹂

でいても︑肩まわりを良くしてやれば背骨は戻っ

イントだという︒

肩甲骨を結ぶ三角ユニットと︑骨盤︑股関節のポ

自由に動かせるようになりました︒そこから︑上

60

状筋が引っ張っていたら︑そこをゆるめる︒

80
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のポイントの位置を元に戻し︑安定させることだ︒

運動療法の目的は︑身体を支える先ほどの５つ

背骨に触らなくてもゆがみを矯正できるという︒

現在︑その５点がしっかり固定されるように︑リ

５点だ︒この５点をニュートラルな位置に戻せば︑

多くの整体院がしている背骨の矯正では︑１週間

もう１つは︑背骨を動かす３軸ストレッチだ︒

ハビリテーションのマシンを開発中だという︒

ただし︑小川先生は︑骨ではなく筋肉で調整す

これは︑前後の屈伸︑左右の屈曲︑左右の回旋と

も経たないうちに戻ってしまうそうだ︒

る︒筋肉が骨を引っ張って︑骨格がゆがむという

いう動き︒簡単なストレッチなので︑最低これだ

﹁３軸ストレッチをして︑５点のポジションを戻

基本的な理論があるからだ︒筋肉が元の長さに戻

しかし︑せっかく５点を調整し︑ニュートラル

してやれば︑あとは勝手に背骨がついてきます︒

けは自宅でやってもらうという︒

な位置に固定しても︑３ヵ月後︑半年後に元に戻

この３軸５点療法は︑腰痛︑膝痛︑股関節痛︑ぎ

ると︑骨の位置も復元できるのだそうだ︒

ってしまうことがあるという︒身体が︑本当にニ

重度の人には︑カイロプラクティックのなかで

っくり腰など︑すべての痛みに万能です﹂

防ぐために取り入れるのが︑リハビリテーション

も高等技術といわれる関節アジャストメントを行

ュートラルな状態になっていないからだ︒それを

の要素や運動療法だ︒そこが︑ほかの整体院と大

う︒関節の遊びがなくなったところに痛みが出る

しかし関節アジャストメントは︑誰にでもでき

げる手技だ︒

ので︑ダイレクトに関節を調整して︑可動域を広

きく異なるところだろう︒
運動療法は︑患者自身が行う︒チューブエクサ

サイズやダンベルトレーニング︑徒手抵抗運動な
ど︑いろいろなものがあるという︒
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る手技ではない︒できない人は︑先に運動療法を

生﹂と呼ばれている人もいるという︒

国 家 資 格 を 持 っ て い る 人︑ す で に 開 業 し て ﹁ 先

先生の引き出しにしまわれた︑膨大な技と知識︒

それをどのように使いこなすかで︑施術者の力量

様に驚くのは︑そのハードな授業内容だ︒

まず︑どんなコースがあるのか見てみよう︒資

格を取るためのコースは︑２つある︒

１つは整体基礎コース︒ソフトカイロプラクテ

ィックの技術と︑整形外科で理学療法士が使う関

節モビリゼーション・テクニックをベースに︑安

全で効果の高い学院独自の整体テクニックを学ぶ︒

最短なら︑１クール３ヵ月でマスターできる︒

これを修了し︑学科︑実技の試験に合格すれば︑

ア整体士の資格が取れる︒家族や自分のセルフケ

日本総合医術士協会が認定するホリスティックケ

短期間でマスターできる
のには訳がある

アはもちろんのこと︑癒し系の整体ならこのコー

だ︒まったく整体は初めてという受講生もいるし︑

ナルコースがある︒基礎コースを終了し︑ホリス

もっと上をめざす場合は︑整体プロフェッショ

スの技術で十分通用するという︒

別のスクールを卒業した人︑鍼灸︑柔道整復師の

小川先生の技術を直に学びたいという受講生たち

ホリスティック医術学院に集まるのは︑そんな

は決まるのかもしれない︒

ほかのスクールで学んだ経験のある受講生が一

使って筋肉に刺激を与え︑関節が少し動くように

なったら手技を入れるという方法をとる︒
﹁私は受講生にたくさんの手技を教えますが︑そ

の引き出しから何をどう選ぶかは︑施術者の判断
です︒治療には経験値が必要で︑治療家が 人い
れば︑ 人の施術の仕方があります︒その選択は︑

10

多くの経験のなかから生まれてくるものです﹂

10
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GOD HAND

C O L U M N

数分の施術で痛みが消失！
その感動で自らカイロプラクターに……
兵庫県明石市 ｆカイロプラクティック院長／福森康倫

８年ほど前、趣味のスキーを楽し
んでいたところ、大転倒して、右手
の親指を痛めてしまいました。
時間が経てば治るだろうと思って
いたのですが、１ヵ月経ってもその
痛みは消えません。そのときに初め
て、母親が通っていた「小川カイロ
＆ヘルスケアジム」に足を運びまし
た。
カイロプラクティックは聞いたこ
とはあったのですが、初めてのこと
で少し緊張して受診しました。
そのとき、院長の小川先生に言わ
れたのは、
「首の骨がずれている」
ということでした。痛いのは親指で、
その親指を診てもらいに行ったのに

ティックケア整体士の資

格を取ったうえで︑さら

に高度な筋肉の伸展療法︑

瞬時に関節を動かすアジ

ャ ス ト メ ン ト 技 術︑ 運

動・リハビリ療法︑小川

式３軸５点療法などをマ

スターする︒

カイロの高等技術とい

われるアジャストメント

技術は︑開業している先

生でもできる人が少ない

そうだ︒それも使えるプ

ロのカイロプラクターを

育成するのが︑このコー

スだ︒

試験に受かると︑日本

総合医術士協会認定のホ

29

です。
小川先生の施術を受けると―
しかも、それはわずか数分間―、
親指の痛みは消えていました。
あまりにも感動してしまい、３ヵ
月後には小川先生の下で、カイロプ
ラクティックの勉強を始めていまし
た。
そして今、厚生労働省近畿厚生
局認可・日本カイロプラクティック
総合医術協同組合指定院の院長と
して、かつて私自身が感じた感動を
少しでも感じてもらい、患者さんが
辛い痛みから少しでも回復できるよ
うにと、お手伝いさせていただいて
います。
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リスティックカイロプラクターの資格が得られる︒
こちらは︑１クール１年でマスターできる︒

経験とノウハウが︑詰まっているからだ︒

まず︑授業内容の濃さだ︒３ヵ月の基礎コース

るかどうか︑見きわめてほしい︒そのうえでもっ

ず基礎コースをやってみて︑自分がこの道でいけ

骨などの解剖学と生理学の基礎をしっかり学ぶ︒

テキストだという︒このコースで︑筋肉︑関節︑

綴じられていた︒ほとんどが︑先生のオリジナル

のテキストは︑分厚いＢ５のファイルにびっしり

と勉強したいと思ったら︑プロコースに進む︒臨

１回の授業は１時間半の講義と１時間半の実技が

﹁最初からプロコースに入ってもいいですが︑ま

機応変に考えればいいと思います﹂と小川先生︒

﹁かける４倍だと思ってください︒３ヵ月の基礎

マスターできるのだろうか︒

段に短いように思われる︒これで︑本当に技術を

１年というのは︑他の整体スクールに比べると格

活かした話をします︒解剖学の授業でもそうです︒

﹁僕は授業で︑なるべく現場で行っている治療を

とし︑宿題のプリントを提出しなければならない︒

ればならない解剖学や生理学の基礎は家での課題

講義では︑毎回テストがある︒絶対に覚えなけ

セットになって︑計３時間だ︒

コースでも︑１年分の内容が詰まっています︒本

そこでいちいち︑骨盤の構造がこうなっているな

それにしても︑基礎コース３ヵ月︑プロコース

気で勉強すれば︑３ヵ月でも他校で勉強した１年

んて話はしません︒そういうことは︑自分で勉強

そうなのだ︒ここでは︑自分で勉強しなければ︑

を割くのはもったいない話です﹂

して覚えればいいことで︑そのために授業の時間

と同じレベルのものが身に付きます﹂
小川先生が自信を持ってそう言い切るには︑理
由がある︒ここのカリキュラムには︑ 年以上︑

いろいろな学校で講師として指導してきた先生の

10
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夫婦で開業した整骨院は、
私の手技療法も大好評です！
奈良県吉野郡 たくみ整骨院／北平裕子

スクール在学中に結婚した柔道整
復師の夫が整骨院に勤務していたと
き、独立を考えていました。開院す
るなら手技療法が必要だと考え、私
も役に立ちたいと思って、スクール
に入学しました。
ある講義の日の前日、ぎっくり腰
になってしまったのか、腰の痛みで
動けなくなってしまいました。夫や
同じ柔道整復師の父に診てもらった
のですが、良くなりません。
とにかく小川先生に診てもらおう
と、足をひきずりながら早目に家を
出て、はうようにしてスクールに登
校しました。
痛みに耐えながら講義を受け、実

先に進めないのだ︒小川

先生も︑薬品会社に勤め

ていた頃は自分で医学や

薬学の勉強をした︒きち

んとした知識がなければ︑

医者を相手に薬を売るこ

とはできないからだ︒

受講生も︑課題をこな

すことで︑授業で受ける

２倍︑３倍の知識が身に

付く︒勉強は誰のためで

もない︑自分のためにす

るから︑身に付くのだ︒

また︑クラスは少人数

にこだわっている︒１つ

31

のクラスは︑多くても十

人︑ 人と人数が多

40

数人が限度だという︒

﹁
30

技の時間になりました。そのとき、
小川先生が私の状態に気づき、みん
なの前で施術をしてくれ、いとも簡
単に私の腰の痛みを取ってしまった
のです。
しかも、その際の手技は、私がす
でに学んだものからチョイスされま
した。ビックリです。
そのときです。私が学んでいる手
技は、使い方次第ですごいものなん
だと実感したのは……。
今、夫と２人で整骨院を開業して
います。夫は保険治療を行っていま
すが、そのかたわらで私が自費で行
う施術も、大変好評を得ています。
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人なら

組で

くなると︑それだけ実技の精度が低くなります︒
実技は２人１組でやりますから︑
20

﹁フリーパスとは言いませんが︑３クールまで授
業が受けられます﹂

例えば基礎コース︒１クールは３ヵ月だ︒カリ

１クール授業を受けて自信がなければ︑あと２ク

キュラムは３ヵ月で終了する形で組まれているが︑

人なら５組でしょ︒講師の目も行き届くし︑生徒

こうして︑講義も実技も徹底的に指導する︒こ

３クールまで受けられる︒しかも︑なかもず本校

プロコースも同様で︑１クール１年間の授業を

の︑４倍以上の内容が身に付くと思いますよ﹂

40

の方法は 年以上続けているが︑２年制︑３年制

クール︑繰り返し受けられるということだ︒

ールは無料で受けられる︒つまり︑同じ授業を３

ほうはどうしてもダラダラしてきます︒でも︑

きますね︒ 組もあると時間がかかるし︑最後の

40

もたくさんの手技を覚えられます︒ 人のクラス

10

20

いう︒それにしても︑これだけ中身の濃い内容を

のスクールに負けないほどの成果を上げていると

田校では週２回の昼間スクールだが︑両方のスク

現在︑なかもず本校は週４回の夜間スクール︑梅

と梅田校の２スクール共通で受けられるという︒

ールで授業を受けてもいいそうだ︒

﹁１回目よりも２回目︑２回目よりも３回目のほ

す﹂と︑小川先生はこともなげに言った︒フリー

﹁マスターできるまで︑何度でも通えばいいので

経ってもいいから︑分からなかったら来てほしい︒

したい﹄と言って︑再受講します︒卒業して何年

整体院に勤めた後や開業した後に﹃もう一度勉強

うが内容をよく理解できます︒勉強熱心な人は︑

パスで︑授業が受けられるということだろうか︒

求められているのは︑
本気度の高さ

３ヵ月でマスターするのは︑たしかにハードだ︒

10

32

神の 手

講生の本気度が試される︑とも言えそうだ︒

人には︑またとない環境だ︒このことは逆に︑受

強できる︒本気で治療家になりたいと思っている

ここでは︑やる気のある受講生はいくらでも勉

くの人助けができることが︑僕の願いですから﹂

もらいたいし︑僕の治療法を理解し︑一人でも多

僕らが教えた仲間は︑みんな良い方向に向かって

とテクニックを自分のものにするため︑実習経験

ックの修得に励むが︑３ヵ月目からは覚えた知識

ある︒基礎コースなら︑２ヵ月間は知識とテクニ

ホリスティック医術学院では︑必ず実習期間が

の身体に触って初めて︑学んだことが生きてくる︒

宝の持ち腐れになってしまう︒手技は︑患者さん

いという︒それでは︑いくら学校で勉強しても︑

﹁国家資格を持っている人や開業している人でも︑

全国大会の日です︒この日は僕たち講師も全員同

﹁今度の実習は︑バレーボールのシニアオープン

を積んでもらうという︒

なかなか満点は取れません︒むしろ初めて勉強す

行して︑生徒をフォローします︒最低でも２００

終了後に受ける認定試験も︑難しいようだ︒

る人が︑一生懸命勉強して満点を取ったりします︒

人くらい来ますから︑朝から晩まで︑１人が十数

﹁そうです︒結果を出すことで︑自信がつきます︒

れば︑かなりの技術が身に付くだろう︒

次の実習のときに生かす︒これを何十人と経験す

実習でやって悪かったところは授業で修正し︑

りますが︑それで痛みの取り方を覚えるのです﹂

人を施術することになります︒もうクタクタにな

そこでも︑本気度が問われますね﹂

実習を重視する現場主義が︑
知識を生きた技術に変える
もう１つ︑小川先生が力を入れていることがあ
る︒それは︑﹁実践経験を積む﹂ことだ︒
整体の学校を卒業しても︑施術できない人が多
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いうのが分かりますから︑生徒にとってはムチャ

こういうときはこういう流れでこうやればよいと

講師をしていますから︑そちらからのオファーも

紹介することもありますし︑整骨院グループでも

﹁僕はドクターとも信頼関係があるので︑病院に

多いですね﹂と小川先生︒

クチャ勉強になりますね﹂
こんな例があったそうだ︒あと１ヵ月で卒業予

過当競争の整体業界では︑せっかく開業しても︑

２︑３年で 店を 畳んでしまう 人が 少なくない︒し

定の受講生が︑実習でＶリーグのトップ選手に関
節アジャストメントを含めた施術を行った︒施術

卒業生のなかには︑全国展開している有名整体

かしここの卒業生は︑一人も店を畳んだ人はいな

の原動力になっていると︑小川先生は見ている︒

スクールの学院長になっている人︑卒業後わずか

後︑この実習生は選手から﹁すごく楽になった︒

プロコースが終わると︑３ヵ月間のインターン

５年で３店舗経営している人︑大学にコンディシ

いそうだ︒それは﹁癒し系ではなく︑治療系の整

期間がある︒小川先生が治療している現場に入り︑

ョニングルームを設けて全運動クラブのトレーナ

ありがとう﹂とお礼の言葉を言われ︑大きな自信

小川先生の治療を実地で勉強できる︒ここでは︑

ーをしている人︑現在の１店舗からさらに店舗を

体院だから﹂だと︑小川先生は言う︒

接客の基礎から厳しくしつけられるという︒開業

増やそうとしている人⁝⁝などなど︑活躍してい

につながったという︒今︑その自信が︑彼の活躍

しても困らないようにという︑小川先生の配慮だ︒

﹁ホリスティックカイロプラクターは国家資格で

る人も多い︒

病院︑フィットネスクラブなどや︑自分で開業す

はありません︒しかし︑現場では国家資格と同等

卒業した後の受講生の進路は︑接骨院︑整体院︑

る人も多いという︒
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G U I D A N C E
ＣＯＮＴＥＮＴＳ

●速修コース〈入門者向けコース〉・費用：23,800円（税別／矯正枕代含む）・期間：
1日（10時間）
●整体基礎技術コース〈資格はいらないが、技術だけ学びたい人のコース〉・費
用：180,000円（税別）・最短２ヵ月（66時間）
●整体基礎コース（資格認定講座）〈初心者から開業レベルの知識と技術を身
に付けるためのコース〉・費用：270,000円（税別）・期間：最短3ヵ月
（140時間）・取得資格：日本総合医術士協会認定ホリスティックケア整体士
●整体プロフェッショナルコース（２つの資格認定コース）〈プロとしての技量を
さらに高め、そのための資格取得をめざす人のコース〉・費用：1,100,000円
（税別／整体基礎コース修了者は、その差額だけで受講可）・期間：15ヵ月（最
短1年、800時間）・取得資格：日本総合医術士協会認定ホリスティックケア整体
士、同ホリスティックカイロプラクター
ＣＯＮＴＡＣＴ

ホリスティック医術学院
●〒591-8023
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大阪府堺市北区中百舌鳥町4-571

●TEL.072-256-6622

●http://www.yoikosi.com/gakuin/

◆梅田校：〒530-0026

大阪市北区神山町６-４

北川ビル６Ｆ

以上のレベルが求められ

ます︒ですから︑国家資

格を超える技術力を身に

付けて︑卒業してほしい

ですね﹂

そう話す小川先生自身

も︑国家資格はない︒し

かしこれだけ多くのとこ

ろから声がかかり︑八面

六臂の活躍をされている

のは︑資格以上に︑ゆる

ぎない技術力と経験があ

るからだろう︒

整体は︑実力の世界だ︒

そこで生き残るには︑本

物の治せる治療家として

の技量を身に付けること

だ︒

GOD HAND

