厳しい鍛錬に耐えうる
者だけに伝授可能な︑
確実に治せる桐生式整体
慢性的な 痛みが治まらないのは︑痛みを 引き 起こしている 原因を 治療
しないから︒﹁トリガーポイント療法﹂を究極まで突き詰め︑さらに心
の領域にまで踏み 込んで患者さんの身体に自然治癒力を 呼び戻すのが
﹁桐生式整体﹂だ︒その驚くべき 確実性の秘密を 伝授すべく︑桐生雅行
先生が弟子に求めるのは︑厳しい勉強に耐えうる〝本気度〟だ︒
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きりゅう・まさゆき

1972年５月、
埼玉県南埼玉郡に生まれる。
学校卒業後、
コンピュータソフト会社で
ゲームのCG制作に携わる。
過酷な職場
環境が災いし退職、
一時農業をめざすが、
在職中に目覚めた
「痛みを取る施術」
の
道に。
柔道整復師の資格を取得、
治療院
を開業する。
トリガーポイント療法と筋
連結理論を融合した
「桐生式整体」
を開
発、
確実に効く手技として評価を得る。
多
くの受講生を集めたセミナーを開催して
いたが、
そのあり方に限界を感じ、
現在は
弟子の育成をめざす。
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見抜き︑反対方向にストレッチしたり︑背骨と関

節を動かしたり︑見よう見まねでよく施術してあ

の立場で痛みに苦しみ病院を転々としても良くな

﹁神の手﹂を持つ治療家のなかには︑自身が患者

姿勢はもちろん︑
心と身体のバランスとか⁝⁝﹂
た︒

はそのときに︑痛みを 取るコツは 分かっていまし

けっこう効果があって評判だったんです︒実
すが︑

げていましたね︒当時は背骨や首を鳴らす矯正で

らない︑それが治療家によって改善したことに感

懐かしげに昔を振り返る桐生先生だが︑自身も

心と身体のバランスまで︑
﹁痛みを取るコツは分かっていた﹂

動し︑この道に入って修業を積んだ︑という経緯

リーマンだった︒ただ︑転職の大きなきっかけと

アプリ保健整骨院の桐生雅行先生も︑元はサラ

退職して︑真逆のライフスタイルをめざすことに

た︒もっと人間的な生活がしたいと︑思い切って

﹁実は私自身も︑精神的には非常に辛い毎日でし

当時︑厳しい状況にいた︒

なったのは肉体的なトラブルではなく︑むしろ精

したんです︒ 歳のときでした﹂

を持つ方が少なくない︒

神的な負担のほうだった︒

そんなコリや腰痛に悩む同僚のため︑不良姿勢を

身体を壊したりする同僚がたくさんいたんです︒

たり前のような状況でした︒うつ病になったり︑

ンヅメ状態の毎日で︑寝袋持参で勤務するのが当

作の仕事をしていました︒仕事環境はいわゆるカ

﹁コンピュータソフトの会社で︑ゲームのＣＧ制

なく機械のように働かされて蓄積した精神的疲労

お日さまと一緒の肉体労働が︑それまで昼夜関係

菜の創出を夢見て頑張った︒そして︑晴耕雨読の

れた肥沃な土地で︑桐生先生は新しいブランド野

大自然が相手の農業︒利根川の氾濫によって生ま

ＩＴデザイナーと真逆のライフスタイルとは︑
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を心底︑癒してくれたという︒
一方︑自己流﹁痛みを取る施術﹂を忘れてしま

も寝ない生活に戻って猛勉強を続けたのである︒

トリガーポイント理論で
説明がついた施術効果

ったわけではなかった︒近所の友人知人に施術を
しているうちに︑評判が広がり︑やがて自宅のベ

だけで施術してはいけない︒バックグラウンドに

東洋医学の治療家であっても︑あいまいな感覚

その 診療台もすぐに﹁順番待ち ﹂︒その 状況に

は︑現代医学の科学的な裏付けをしっかりと持っ

ッドが〝診療台〟代わりになっていた︒

運命を感じたという桐生先生は︑農業のかたわら

ているべきだ

スタッフとして働き始めたんです︒４年ほどお世

せんでした︒そこで︑整形外科の病院でリハビリ

しただけで開業してプロになれるとも思っていま

﹁といっても︑所詮素人ですし︑専門学校を卒業

ポイント﹂だった︒ご存じの読者も多いと思うが︑

内科医Ｊ・トラヴェル博士が提唱した﹁トリガー

まず桐生先生が注目したのは︑ニューヨークの

療法士が読むような専門書にも広がっていった︒

猛勉強の内容はどんどん深くなり︑医師や理学

桐生先生には︑開業前からそん

柔道整復師の専門学校に通うようになる︒すでに

なこだわりがあった︒

話になりましたが︑今考えると非常に貴重な経験

簡単に説明しておこう︒

︱

治療院開業が視野に入っていた︒

でした︒治療家を志す人は︑整形外科で働いて決

ろうとする︒姿勢も悪くなる︒その状態が続くと︑

痛みがあると︑筋肉は無意識に硬くなって縮ま

その理由は後で紹介することにして︑ともかく

筋肉の緊張は元に戻れなくなり︑外から触れて分

して損はないと思います﹂

治療家として開業をめざした桐生先生は︑再び夜
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血流が悪くなって︑代謝老廃物や痛みを起こす物

かるようなシコリとなって︑押すと激しく痛む︒

こにトリガーポイントがあるかを探し︑そこに少

みは消えないことが多い︒トラヴェル博士は︑ど

ので︑患者さんの痛い部分をいくら施術しても痛

確な施術を行えばいいというわけです﹂

ました︒私たち治療家は︑トリガーポイントに的

量の薬物による効果的な治療を行う方法を発表し

質が滞ってしまうからだ︒

これがトラヴェル博士の言うトリガーポイント
︵痛覚過敏点︑侵害生成点︶である︒
痛みだけではなく︑寒さに耐えたり︑同じ姿勢

が硬直してトリガーポイントができる︒これはや

を捉えていますが︑私は自分の経験から︑もっと

﹁トラヴェル博士は広い範囲でトリガーポイント

ただし︑桐生先生の探究心はそこで留まらない︒

がて︑身体のほかの部分の痛み︵関連痛︶になっ

ピンポイントにまとめられる自信がありました︒

で長時間作業をしたりしても︑同様に特定の筋肉

て現れてくる︒大元のトリガーポイントを的確に

勉強と施術経験を重ね︑現在では１０８ヵ所のト

リガーポイントが分かっています﹂

治さないと関連痛も良くならない︑というわけだ︒
桐生先生は︑こう言う︒
﹁素人ながらたくさんの人の身体を触らせてもら

﹁桐生式整体﹂の根幹となる
﹁筋連結﹂理論

って︑いろいろな痛みの大元が同じ場所にあると
いうことは分かっていました︒トラヴェル博士の

桐生先生は︑筋肉が実際にどのように人体に張

ておきたいと考え︑上海大学での解剖実習を経験

りめぐらされているのかをもっとリアルに把握し

トリガーポイントの説明で︑そのことがよく納得
できたんです︒
トリガーポイントは関連痛の﹃引き金﹄になる
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もう１つあった︒﹁それは︑私にとって

画期的な本だった﹂
と︑桐生先生は言う︒

﹁国立大学医学部の准教授が書かれた︑

骨格筋の形と触擦法に関する本です︒

理学療法士向けの専門書ですが︑解剖

学の本だけでは決して分からない︑実

際の筋肉の存在をベースとした触擦法

が具体的に解説してあり︑とても参考

している︒その結果をこれまでの経験に照らし合

つながっていく部分のことです︒それだけストレ

まざまな筋肉が複雑に連結して１つとなって骨に

これは︑さ

になりました︒とくに准教授が独自に

︱

わせてみると︑筋肉が骨に付着する付近やストレ

スがかかるんです︒強化された靭帯のように見え

言っている﹃筋連結﹄

スのかかりやすい部分に︑ささくれ立った靭帯や

ました︒ノートの内容とも符合するし︑間違いな

すべての筋肉は骨に付着して骨格を動かしてお

筋肉の繊維が確認できた︒

き留めましたよ﹂と桐生先生︒その桐生先生が現

り︑その付着部分にはいつも強い負担がかかる︒

いと思いましたね﹂

在︑独自に行っているオリジナル施術法︑﹁桐生式

しかも︑１つの筋肉の内部はさまざまに分かれて

﹁当時︑実習の記憶を頼りに︑必死にノートに書

筋連結トリガー療法の施術を行う桐生先生

整体﹂に大きな影響を及ぼすことになる出合いが︑
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いて︑骨の付着部付近︵筋連結︶でつながってい

って︑﹁早期のうちに 取っておく ﹂ことは 大事な

痛みは︑﹁我慢するな ﹂という 身体の 警告であ

対処法なのだという︒

さて︑桐生先生は准教授とコンタクトを取るた

桐生先生は︑そう考える︒

る︒だから︑そこは非常に敏感につくられていて

︱

﹁実際︑そのあたりには﹃ポリモダール受容器﹄

めに手紙を書き︑大学まで行って直接対面した︒

当たり前ではないか

という痛みを発信するセンサーが集中しているん

それ以来︑桐生先生は准教授から施術に参考にな

また︑その知識を基に︑指先の感覚を研ぎ澄ま

です︒トリガーポイントに照らし合わせても︑筋

結が重要なネックになっています︒あとは︑この

して体表から筋肉を探っていく触擦法のテクニッ

るさまざまな専門的な情報を得ているという︒

部分にかかるストレスをうまく取り除いてあげれ

クを︑現在も磨いている︒

連結のあたりに非常に多い︒痛み治療では︑筋連

ばいいんです﹂︵桐生先生︶

サー︒その特徴の１つは︑痛みが続くとより敏感

受けやすいところに多く存在している痛みのセン

を超え情報を提供していただきました︒准教授に

療に当たるスタッフ︶の発展のため︑業界の垣根

﹁コ・メディカル︵医師など以外に︑協働して医

桐生先生は言う︒

になっていくことだ︒例えば︑軽い腰痛が急に起

は大きな器を感じました︒とても感謝しています﹂

ポリモダール受容器とは︑人体で重力の負担を

こったときに我慢して生活を続けていると︑その

﹁開業前から現在まで続けているさまざまな勉強

そして︑桐生先生はこう続けるのだ︒

れないくらい悪化する︒しかも︑慢性化して治り

と︑もっと以前から感覚だけに頼っていた私の施

痛みは少しずつ大きくなっていき︑やがて耐えら

にくく︑脳にも痛みの記憶が刻まれてしまう︒
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ような結果を出せます︒いかに良い治療でも︑や

で︑患者さんに明らかなインパクトを与えられる

可能になりました︒痛みに対しては︑１回の施術

解剖学の深い追求によって︑よりソフトな施術が

式整体﹄と言えると思います︒各関節への生理・

術経験とが結びつき︑完成したのが現在の﹃桐生

理解してもらうことも大切だと思います﹂

のなのか︑どうして消えていくのかということを

そのために患者さんには︑痛みとはどういうも

ず︑そのことを理解していただく必要があります︒

のです︒身体はそうできている︒患者さんにはま

的確な施術アプローチを行えば必ず消えていくも

どこへ行っても治らなかったような痛みでさえ︑

桐生先生の説明が続く︒

の手法も︑桐生先生なりに取り入れているという︒

うつ病治療などで行われる﹁認知行動療法﹂
いる︒

さんのメンタルへのアプローチも専門的に行って

アプリ保健整骨院では身体だけではなく︑患者

はり最初にある程度の結果が出ないと︑患者さん
を納得させることは難しいと思いますが︑そこは
自信がありますね﹂

正確なトリガーポイントを
確実に特定する﹁桐生式整体﹂

﹁患者さんのなかには︑長年の痛みをあきらめて

ていただくことにしよう︒

ういうものなのか︑桐生先生に少し詳しく説明し

がかかる病気だなどと誤った解釈がされていて︑

ような感じです︒当時は甘えなど依頼心の強い子

ても苦しく︑例えば毎日ストローで呼吸している

副交感神経が優位のとき発症しやすいのです︒と

﹁私自身︑５歳のときに小児喘息になりましたが︑

しまっている方も少なくありません︒でも︑人間

子供ながら︑病気を克服しようと心と身体の関係

では︑その﹁桐生式整体理論﹂とはいったいど

の身体はいつも代謝で入れ代わっていますから︑
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について自然に意識するようになっていきました︒
慢性疾患の１〜２割は︑心因性のものだと思い

が必要だという観点も︑人によっては大切です︒

ハードワーカーであれば︑なおのことです︒

心と身体は本来シンクロしているんですが︑無

理をすると︑どちらかがおざなりになってしまい

ます︒まず大切なのは︑抱え込んでいることを吐
き出してもらうということ︒治療家は︑患者さん

ます︒心と身体のバランスを整えるとは︑互いの

声に耳を澄ますということなのです﹂

の話を聞くことができなければダメです︒
それから脳の話もします︒人間の脳は︑我慢で

るのは︑脳を休ませているからかもしれません︒

から逃れられて脳が助かる︒痛みで安静にしてい

い︑調子が悪い﹄ということになると︑辛い現実

起こさせて苦しみをそらそうとするようです︒﹃痛

ろもあるんです︒それは︑関連痛との関係は認め

た方なら分かると思いますが︑やはり曖昧なとこ

﹁実際にトリガーポイント療法を施術に取り入れ

が︑桐生式整体はどのように違うのだろうか︒

トリガーポイント療法は一般的にも行われている

次に︑具体的な痛みへの施術アプローチである︒

大事なのは︑そういった事実を認識してもらう

られても因果関係が分からないので︑アプローチ

きないストレスを抱え込むと︑ある部分に痛みを

こと︒それによって︑心と身体がつながります︒

の仕方がはっきりしない︑ということです︒桐生

体的なトリガーポイントを特定することができる

そのうえで︑物理的原因である身体のゆがみに対

私の患者さんは︑慢性的な肩こりも腰痛も改善

ので︑速やかにそこの緊張を鎮め︑関連痛を取り

式整体では︑筋連結のイメージによって︑より具

しています︒何十年来の痛みが消えたと言われる

除くことが可能になります︒

応していくのです︒

のも︑珍しいことではありません︒定期的なケア
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「貧乏覚悟で治療師になったはず」
と一喝されたセミナーの思い出
桐生先生のセミナーを受講した人の声

●東京都 鍼灸・柔道整復師／30代
私が桐生先生のセミナーを受講し
たのは、とりあえず技術を得て売り
上げを伸ばしたかったから。しかし、
そんな思いはすぐに見透かされ、初
回では治療家の心構え的な話に終始
しました。それでも食らい付いたの
は、先生の「治療できるなら貧乏で
もいいじゃねえか」という言葉に、
この道を志したときの純粋な気持ち
を思い出させてもらったからです。
「もう経済的な夢など追うな」と、
先生が真逆なことを言うため、大丈
夫かなと思っていたら、案の定、生
徒の数は減りました。しかし、回を
重ねるごとに内容は深まり、そのと

骨に近い筋連結部分は

動きが緩慢なので︑どう

しても血液循環が滞りや

すく伸張性も悪くなりや

すい︒このためポリモダ

ール受容器が興奮し︑連

結しているほかの筋膜セ

ンサーに影響を及ぼしや

すくなる︒それが患者さ

んの訴える関連痛なんで

す︒筋連結をイメージし

て元をたどることができ

れば︑難しい慢性痛も比

較的簡単に取れます︒

私自身︑筋連結を意識

して解剖を勉強するまで

は︑患者さんが訴える関

連痛に対して︑手探りで
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き先生にアドバイスされた筋連結を
鍼灸でアプローチする施術が大変好
評で、治療技術にも、経営にも、
日々、自信を深めています。
●東京都 理学療法士／20代
セミナーを受け始めた頃、勤務先
の病院の給料が安いと愚痴を言うと、
先生に「貧乏覚悟でこの世界に入っ
たんじゃないのか」と一喝された挙
げ句、
「おまえの年なら、給与の半
分は医学書、半分は酒とデート代で
十分だ。貯金なんて考えるな」と言
われ、口アングリでした。まあ、未
だにその教えを守っていますけどね。
そして、現在はリハビリ室長として、
イズムを継承していますよ。
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関係が分かってからは︑無駄な時間を使わずに効

錯誤の繰り返しになるわけですが︑この筋連結の

トリガーポイントを探っていました︒それは試行

治療の動機づけをするでしょう︒

ている患者さんがいれば︑私ならずっと前向きな

でもなく︑投薬と牽引治療で通院を余儀なくされ

ただし︑これは座学と経験の両方が熟さないか

るように︑あれもできる︑これもできるというふ

に動かせるようにもっていく︒明るい未来が描け

恐怖で身体を固めるのではなく︑むしろ積極的

ぎり身に付くものではなく︑同時に指先の感覚を

うにイメージトレーニングも欠かさない︒そうす

果を出すことができるようになりました︒

何年もかけて研ぎ澄ましていくわけですから︑私

れば︑筋肉はそんな状態に必ず応えてくれます︒

らレアケースなのではないでしょうか﹂

いく︒手術でしか治せない症例は︑全体的に見た

上︑大概の症状は寛解し︑時間をかけて完治して

日常生活動作に自信がついてくれば︑私の経験

がしゃべる言葉で感じられるほど簡単ではありま
せん︒そこは勘違いしないでほしいです﹂

整形外科に勤務して
分かった︑ さまざまなこと

術前にぜひ見せてほしいと言いたいです︒例えば︑

﹁整形外科で手術を勧められた患者さんには︑手

ーチによって確実に取れる﹂と︑次のように言う︒

本当にその局所のみが原因の症状なのか︑時期尚

います︒それは︑予後が良好ではないからです︒

易にメスを入れないという方向性が出来上がって

﹁脊柱に対する手術︑特にヘルニアに関しては安

桐生先生は︑さらに続ける︒

将来的に手術をしないと車椅子になると整形外科

早なのではないか︑他の選択肢はないのかなど︑

桐生先生は﹁痛みは︑基本的には的確なアプロ

で告げられ︑恐怖に怯え︑積極的に身体を動かす
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桐生先生の技を学ぶなら、
覚悟と根気が必要です！
大阪市

整骨院院長（柔道整復師／40代）

桐生先生とのお付き合いは15年に
なります。当初、関東で異常に患者
さんの多い整骨院があると、先生の
名前が轟き始め、モデル店としても
よく紹介されていました。その後、
お弟子さんも増え、全国でトップク
ラスの集患率を達成していましたよ
ね。セミナーや講演会も大盛況で、
筋連結というトリガ一ポイントの発
見も画期的で、とても分かりやすい
と評判でした。
触診可能な部位なので、施術に
は大変重宝します。筋連結トリガー
ポイント療法は、学校では教えても
らえない手技・知識ですが、私は実
際の施術として一番使います。効果

問題は山積しているので

す︒患者さんの生活スタ

イルやリズム︑仕事︑趣

味︑精神状態に至るまで

深く判断していく必要が

あります︒

術後に症状が取れず︑

さらにリハビリ不足で関

節の可動域が極端に小さ

くなっている方が多く見

受けられます︒これは整

骨院業界にも反省すべき

点が多々あります︒お互

いに時間と労力を惜しま

ず︑解決していかなけれ

ばならないのですが︑や

はり手術は最後の最後で

あってほしいと思います﹂
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に即効性・持続性があり、患者さん
自身がまず、その違いに驚きます。
―と、ここまで書くといいこと
尽くめのようですが、その際に必要
な触診ができるレベルになるまでは、
苦労します。指先の感覚をそっくり
変えるわけですから、生半可な気持
ちで学ぼうとすると、必ず挫折しま
すよ。
知識も同時にたくさん詰め込まな
ければなりません。ですから、誰で
もできるというわけにはいきません
（先生、こんなこと書いて、すみませ
ん）
。昨今流行のインスタントセミナ
ーとは全然違うので、アドバイスす
るなら、
「根気を持って！」ですね。
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もとより︑桐生先生は整形外科の存在を否定し

ーを開いていた︒しかし︑理想と現実の差に気づ

﹁尿失禁などの膀胱直腸障害の可能性︑脊柱など

り︑そういう場合には整形外科の受診を勧める︒

はいいんです︒しかし︑実技ではお互いにやって

びを再確認し︑やる気を喚起していく︒そこまで

分かりやすさにこだわり︑とにかくこの仕事の喜

き︑その難しさを感じたという︒

の靭帯骨化症︑神経絞扼の原因である骨棘︑骨折︑

もらいますが︑相手は本当の患者さんではない︒

ているわけではない︒患者さんを診て︑現代医学

脱臼︑内部に裂傷などが疑われる捻挫なども︑整

そんなことで頭の知識だけ入れて何になるんだろ

﹁時間的な制限から︑なるべくマニュアル化し︑

形外科の環境が不可欠で︑手術も当然必要です︒

う︑という気がしてきたんですね︒

の手法が欠かせないと分かるケースもたくさんあ

守備範囲を鑑別できる経験と︑連携できる社会性

治療院の開業を考えて勉強している人は︑短期

い﹄と言うことが︑自分で嫌になってしまいまし

だ こ と を そ れ ぞ れ の 治 療 院で や っ て み て く だ さ

そう思いつつ︑セミナーの終わりに﹃今日学ん

間でも整形外科での勤務を経験しておくとよいの

て︑それでやめました﹂

こそ︑我々に求められている要素でしょう﹂

ではないかと︑桐生先生はアドバイスする︒

セミナーで学んで
翌日できるようにはならない

ば︑その覚悟で来てもらいたいと思っています﹂

ばと 考えており︑﹁もし 学びたいという 人がいれ

大規模なセミナーはやめたが︑桐生先生は現在︑

桐生先生は︑かつては自分自身の分身をつくる

と言う︒ただし︑そこまで根性を持っている人は

師弟関係のような形で技術や思いを伝えていけれ

ために︑生徒をオープンに募集して大きなセミナ
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医師の私が感服した
科学的知見と治療者哲学
東京都

整形外科医院院長（医師／60代）

慢性疾患に対する整形外科的治
療に限界を感じる部分が多々あり、
多くの手技セミナーに顔を出したが、
桐生氏は、とりわけ印象に残ってい
る。なぜか？ 科学的根拠の疑わし
い手技療法の世界において、氏は珍
しく、ある意味、西洋医学をリスペ
クトされている部分があり、特に解
剖生理学に造詣が深い。東西の守
備範囲にことさらこだわり、EBM を
重視される方だ。技術指導の繊細さ、
体表解剖の知見の広さには正直、舌
を巻くほどだ。筋の連結部と損傷頻
発部位の関係性、新可動域の考察
など、どれも目を見張る面白さだっ
た。

なかなか現れないようだ︒

﹁多くの人が︑ビジネス

とか自分の生業と考えて

いるんでしょうね︒年収

１０００万をめざしてい

るとか︑セミナーはその

た め の 投 資 な ん だ と︒

﹃ 高い セ ミ ナ ー 料を 払っ

て１年修業すれば︑自動

的に神の手の先生のよう

になれる ﹄﹃さあ 教えて

くれ﹄くらいに思ってい

る人はけっこういます︒

そういう人は︑治療家と

いう仕事がどういうもの

か分かっていないのだろ

うと︑私は思っています︒

実際︑結果を出せない
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しかし、それ以上に特筆すべきは、
患者さんとの関係性に異常にこだわ
る部分であろう。最初のうちは、こ
ちらはただちに技術をいただきに馳
せ参じているのに、非効率的である
かのようなことを逐一、問い質し、
訂正改善されたときは、まるで普段
使わない右脳をかなずちで叩かれた
ようで、こちらの左脳的な計算など
門前払いであった。それは、さなが
ら、治療者の哲学授業だった。
おかげで、セミナーをさまよい歩
くことに終止符を打ち、氏の指導の
賜物か、以前より患者さんの笑顔を
拝見することが多くなった。還暦を
過ぎて、恥ずかしい限りである。
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時期は︑患者さんの期待に応えられないわけです

のことではないと思います︒

東洋医学の曖昧な部分だけを頼って感覚的に仕

自身を磨いていくことが必要です︒医師に負けな

から︑それは辛い経験をします︒それでも何年も

朝一夕ではとてもとても⁝⁝︒普通に寝ていたら︑

いくらい勉強しなければ︑病院を転々としてたど

事をしていくのではなく︑治療家も科学的に自分

成長できません︒厳しいことを言うようですが︑

りつく患者さんに満足を与えることなど︑できる

猛勉強し︑少しずつ治療の確率を上げていく︒一

治療家とはそれだけ大変な仕事なんです﹂

はずはないと思いますね︒

私のところにそういう覚悟を持って来てくれる

いるのではないか︑と指摘する︒

な治療家養成システム自体が大きな矛盾を抱えて

まれていく︒桐生先生は︑こうした現在の一般的

が治療院の開業をめざして︑その仕組みに組み込

増えていくことはありえない︒しかし︑多くの人

るという︒その増加率で成功する治療院が次々に

柔道整復師は 年間５︑０００人ずつ 誕生してい

としての成功だけを期待して来る人は︑そこの素

いと︑治療家にはなれないと思います︒ビジネス

﹁基本的に優しさというものを持っている人でな

のは︑やはり忘れてはいけないという︒

その前提だが︑根源的な治療家マインドというも

治療院の経営をビジネスとして成功させることは

さんに喜んでもらえることを第一に考えている︒

当然のことであるが︑桐生先生は来院する患者

なら︑喜んで弟子として迎えます﹂

﹁そこから抜け出して治療家として成功する人生

養が疑われる︒きれいごとではなく︑本気で目の

治せる治療家をめざすなら︑
﹁本気﹂でやるべし

を送るためには︑何が必要なのか︒それは並大抵
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前の患者さんを幸せにしたいと思えるか︑ですよ︒

●http://www.karada-sp.com/contents/shop/apri/

知識︑テクニックはあって当たり前︒でも︑私

●〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-7-13

たちが診させてもらっている患者さんは︑最終的

アプリ保健整骨院

には自然治癒力で復活するんです︒そうでなけれ

ＣＯＮＴＡＣＴ

ばいけない︒〝治す 〟なんていうのは︑本当はお

本気で真摯に取り組む決意がある者に限る。

こがましい︒本気で努力し︑汗をかき︑患者さん
と一緒に痛みを克服できたときは︑これほど嬉し
いことはありません︒信じてくれてありがとうと︑
こちらも感謝の気持ちが湧いてくる︒だから︑続
けられるんです︒
これから治療家をめざす方には︑迷わずじっく

●FAX.0480-32-6272

●TEL.0480-32-6272

り時間をかけて︑努力をしていってもらいたいと
思います﹂
治療家をめざす人に問いかける厳しい言葉は︑

おそらく非常にリアリティの高いものなのだろう︒
それは︑一人一人の苦悩する患者さんに喜んでも
らうことを 最 終 目 的とする 治 療 家・ 桐 生 雅 行の
﹁魂の言葉﹂なのである︒
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●弟子入り希望者は、アプリ保健整骨院に直接連絡。なお、希望者は修業に、

