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こいずみ鍼灸整骨院総院長

小泉英一 先生

患者さんのために、
持てるすべての技術を注ぐ。
それが「神の手」
の信念
小泉英一先生が長く治療界のトップ・プレイヤーとして走り続け
てこられたのは、一人でも多くの患者さんを自分の手で完治さ
せたいという強い思いがあったから。その思いは今、
「こいず
み鍼灸整骨院」を担う若い治療家たちに引き継がれている。
そして自身の目は、治療界を変革する新たなステージに向かう。
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こいずみ・えいいち

1971年、静岡県に生まれる。創業の精神である「一人でも
多くの患者様の苦痛を、自分の手で何とかしたい」という想い
を大切に、2003年大阪市港区に「こいずみ鍼灸整骨院」を
開院。
「自分自身の最高の技術、知識を提供する鍼灸整骨
院」を実現する。04年、有限会社 SHIN9を設立、代表取締
役に就任。08年、株式会社に改組。現在、こいずみ鍼灸整
骨院を東京に４院、大阪に16院、計20院を運営している。

ド ク ターは患者さんの体しか診 ません。
でも 、我々は患者さんの『人』を 見る。
それを 愚直にやってき ただけです

腰 痛 解 消！「 神 の 手 」を 持 つ 1 6 人

大 阪 とい う 激 戦 区 で 、
ベスト３の繁 盛 院で あ り 続 け た 本 院

店舗を

大阪で、常にベスト３に入っている繁盛院が
ある。大阪を中心に、東京など全国で
展開する「こいずみ鍼灸整骨院」の１号店であ
る本院だ。

〜

人の患

当時のスタッフは、院長を含めて６〜７人。

単純計算すると、一人当たり一日
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人の患者さんを施術していたというから、

は今、全国に４万５５００院ありますが、その

は、体調が悪くて困っている人のために、自分

小泉先生には、やりたいことがあった。それ

長の考え方や治療方法などに違和感を持つよう

うちの６５００院あまりが大阪府に集中してい

ができることをすべて出しきれる整骨院をつく

院長でもある小泉英一先生は、こう言う。

るんです。これは、東京都よりも多い。その激

歳のときに、医者

ることだった。

先生には、持病がある。

から「治らない」と告知されたときのことは、

怒りと絶望感で、目の前が真っ暗になったとい

一日平均１６０人くらいの患者さんが来られて

す」

今でも忘れられない。どこにも向けようのない

で３本の指に入っていました。一番多いときで、

戦区で私が最初に開業した本院は、常時、大阪

になり、独立開業を決意した。

いう小泉先生。やがて、勤めていた整骨院の院

から、常にトップ・プレイヤーであり続けたと

修業時代を経て整骨院に勤めるようになって

その数は半端ではない。

一日

者さんを施術していたことになる。小泉先生は
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「大阪は、日本一の整骨院激戦区です。整骨院

その創設者であり、こいずみ鍼灸整骨院の総

40

いましたが、これは大阪ではあり得ない数字で
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う。
その後もさまざまな治療を試したものの、病
気は今でも完治していない。

り立てた。

「しかし、あるとき気がついたんです。私がど

んなにがんばっても、私の手で施術できるのは

人程度。それで人を健康にす

るなんて、自己満足にすぎません。本当に大切

一日にせいぜい

る。その病気の辛さのなかで、一人誓ったこと

なことは、もっともっと多くの人に健康になっ

だから、病気を患う辛さは人一倍わかってい

がある。

てもらうことです。

そのためにはどうしたらいいかと考えたとき、

「未病の患者さんが多く訪れる鍼灸整骨院を開
業し、このフィールドで、一人でも多くの患者

病気になってしまったら、どんな先進医療を

くの人に広め、それを共有した人と一緒に健康

現場を離れ、私の理念、技術、知識をもっと多

自分が現場にいるのではダメだと思いました。

使っても、治せないことがある。病気を苦に、

づくりを進めたい。それが、この仕事の本質で

さんを自分の手で完治にもっていきたい」

自殺する人も多い。しかし病気の手前の未病の

はないのかと」

始まった。この４年間で、大阪に

院、東京に

そこから、こいずみ鍼灸整骨院の多店舗化が

段階なら、健康な状態にもっていくことができ
る。病気の人を健康にするよりも、ずっと楽に
健康にできる。

院を統括する総院長として、

れど、人を健康に導く医療への思いは熱かった。

ている。

自分が培ってきた技術とノウハウを後進に伝え

４院を開設。計

その熱い気持ちが、先生を独立開業への道に駆

自身の病気を完治する夢は果たせなかったけ
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その基盤にあるのは、一人でも多く、患者さ
んを健康にしたいという思いだ。

繁 盛 院の条 件 は 、
体 だ けでな く 心のケア まで す るこ と
それにしても、激戦地で常にトップの座を守

なく心も不健康なんです。私たちは体を診るプ

ロですから、体のケアをするのは当然です。で

も、当時は心のケアまでできる整骨院はなかっ

た。今でもできている整骨院は少ないと思いま

すが、そこまで追求して初めて、患者さんのケ

アができるのだと思います。

我々は患者さんの『人』を見る。それを愚直に

ドクターは患者さんの体しか診ません。でも、

ろうか。

やってきただけです」

り続けるためには、何か特別な秘訣があるのだ

「特別なことは、何もしていません。患者さん

心地良くくつろいでもらうか。居心地のよい空

心身に不調を感じている患者さんに、いかに

くにはどうしたらいいのか。それを考えて、や

間にするか。小泉先生は、開業当時から、常に

により健康になっていただいて、喜んでいただ

ってきただけです」

だろうし、そのために、どの整骨院もそれぞれ

いという気持ちは、どんな施術者も持っている

単なことではない。患者さんに喜んでもらいた

分たちのやり方を患者さんに押しつけるような

いけない。いくら技術力があったとしても、自

ん一人一人に合わせて、ケアしていかなければ

「私たちは、患者さんをよく診て、その患者さ

そのことに気を配ってきたという。

努力しているはずだ。

ことはしたくないですね」

サラリと先生は言うが、実はそれは、そう簡

「施術を受けに来られる患者さんは、体だけで
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小泉先生は、心のケアまで視野に入れた施術に取り組む

まず患者さんありき──ということだろう。

こいずみ鍼灸整骨院が掲げる理念の一つに、

「ホスピタリティーあるサービス力」というの

がある。それは、常に患者さんのためにありた

いという、先生の初心そのものだ。

患者さんのための施術。小泉先生がこだわっ

ているのは、患者さん一人一人に合わせた、オ

通りの施術

です。しかし、実際はそうならないことのほう

が多い。１＋１＝１・３になったり、１・５に

なったりします。その足りない分を補うのが、

我々が実践している代替医療です。足りない部

分は、人によって違います。そういうことも含
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ーダーメイドの施術をすることだ。

同じ椎間板ヘルニアと診断された患者さんが

人の患者さんがいれば、

いても、症状は一人一人違う。その症状に合わ
せて、

10

「西洋医学では、１＋１＝２になると考えがち

を行う。

10
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とです」

めて、オーダーメイドの治療が必要だというこ

非常にシンプルなんです。それが、私たちのオ

追求して、それを除去してあげればいいのです。

治療院側のやり方を押しつけるのではなく、

リジナルなやり方です」

いるのは、西洋医学と代替医療の融合である。

あくまで患者さん本位の治療を行う。先ほどの

この言葉にあるように、小泉先生がめざして

その話はひとまず先に譲るとして、ここでは

「患者さんありき」の話と、まったく矛盾がない。

施 術の柱 は３つ。
筋 肉 、関 節 、皮 膚へのア プロー チ

整骨院の施術について、もう少し先生の持論を
語ってもらうことにする。
「◯◯式矯正、××式療法など、いろんな名前
のついた治療法が世の中にはたくさんあります。

すべての患者さんの問題が解決するはずがあり

は、必ず西洋医学で行うようなきちんとした診

なのが、最初の診断だ。こいずみ鍼灸整骨院で

患者さんの痛みの原因を追及するときに大事

ません。解決したとするなら、その療法に当て

断を行うそうだ。それは先生が開業前、病院の

しかしそういう一つの治療法、一つのやり方で、

はまった患者さんが、たまたまそこに集まって

整形外科に勤務していた頃の経験に基づいてい

先生は、整形外科で理学療法士の代わりに運

ーツであり、整形外科の一分野でもある。

柔道整復術は、もともとは整形外科と同じル

る。

いるだけの話です。
１００人の患者さん全部を、こちら側の基準
で治そうとすると、必ず矛盾、無理が生じてき
ます。そうではなく、その患者さんが何を必要
としているのか。その痛みの原因は何なのかを

1 34

先生

小泉英一

08
GOD
HAND
FILE

実感︒同時に︑腰痛がひどくなり

ちゃんが大きくなっていくことを

初めての妊娠で︑お腹と共に赤

施術前から安心して体をお任せす

を説明してくださいましたので︑

自分に合わせたベストな治療方法

初めに体の状態の確認をされ︑

妊娠中の
辛い腰痛を
救ってくれた治療院

始めました︒すぐに良くなると思

ることができました︒
施術も横向きや仰向けで優しく

動療法や物理療法を行って

きた。当時、一日５００人

もの患者さんの指導をして

いたという。

そのなかで、患者さんの

痛みを診る目や診断力が培

われてきた。

しかし、整骨院では当然、

整形外科で行うような検査

はできない。

「もちろんです。しかし私

でネットで調べてみると︑たくさ

療を断られてしまいました︒そこ

行きましたが︑妊娠がわかると治

薬も服用できず近くの治療院に

ただき︑無事元気な赤ちゃんを産

日常生活のアドバイスもしてい

え︑嘘のように楽になりました︒

かかったように今までの痛みが消

くありません︒施術後は︑魔法に

ＲＩを撮ってきてもらいま

うえで、必要なら病院でＭ

たちには独自の診断基準が

んの口コミが投稿されていて︑産

むことができ︑今では出産・育児

行ってもらえるので︑まったく痛

後の骨盤矯正も多数行っていると

による体のゆがみを治す産後の骨

その診断基準は、西洋医

す」

病態把握はできます。その

あり、こうであろうという

いう﹁こいずみ鍼灸整骨院﹂に行

盤矯正をお願いしています︒

なくなりました︒

していって︑ついには痛みで眠れ

っていたのですが︑どんどん悪化

大阪府
川中裕穂さん
（32歳）

くことにしました︒
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学的な考え方を取り入れたもので、理学検査な

です」

かつ民間療法的な捉え方をしながら、この患者

ことです。医学的な理論がわかっていて、なお

「大事なことは、両方の目を持っているという

ます。基本的には、筋肉、関節、皮膚に対して

「手技はいくつか組み合わせて、何通りもあり

うな施術をするのだろうか。

術をするという小泉先生。具体的には、どのよ

一人一人の患者さんに、オーダーメイドの施

さんがなぜこの症状になっているのかを、総合

アプローチしていきます。どんな施術も、必ず

どもきちんと行うという。

的に追求するのです。そして、答えが見つかっ

この３つで成り立っています」

明してもらった。

それぞれのアプローチ法について、簡単に説

たらそれを除去する。それに尽きます」
シンプルであることは、逆に難しい。そこに
至るまでの経験と研鑽が必要なことは、言うま
でもない。

葉があるでしょ。診断の誤りは、技術では補え

「
『戦略の過ちは戦術で補えない』っていう言

ボ）や経絡を刺激する治療。この刺激によって、

から伝わった伝統医療で、鍼やお灸で経穴（ツ

主に、鍼灸やマッサージで行う。鍼灸は中国

●筋肉へのアプローチ

ないんです。正しい診断、病態把握をすること

体が本来持っている自然治癒力を引き出し、痛

小泉先生は、こうも言った。

が、現在抱えている症状を治す一番の近道なん

みや症状の改善を促す。

腰痛に対しては、マッサージでは届かない深

です。患者さんにとっても、なぜそうなってい
るかを知ることが、最大の安心・安全になるの
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を鍼灸治療に応用している。トリガーポイント

こいずみ鍼灸整骨院では、トリガーポイント

会（セントラルカイロプラクティックス）と提

統合させている山根カイロプラクティック研究

こいずみ鍼灸整骨院は、西洋医学とカイロを

る。

は、ツボではないが、ツボにきわめて近い。腰

携して、情報交換や技術の交流を行っている。

部の筋肉に働きかけ、こりを和らげる。

痛を引き起こしている筋肉を探し、痛みの原因

そのカイロの技術も駆使した、骨格矯正だ。

●皮膚へのアプローチ

点であるトリガーポイントにピンポイントで鍼
を打つ。それによって痛みのある筋肉がゆるみ、
血流が改善して、痛みが取れるという。

これは、キネシオテープやＫＴテープによる

これは、骨盤矯正などの骨格矯正が中心にな

キネシオテープは人間の健康な筋肉の伸縮性に

肉に沿ってテープを貼り、筋肉をサポートする。

テーピングが中心になる。痛みやこりのある筋

る。関節に刺激を与えることで、動きにくい関

近いため、貼ることによって筋肉の動きが良く

●関節へのアプローチ

節の反発力を利用し、元の状態に戻す手法だ。

誤った体の使い方をしていると、関節が動きに

とする復元力がある。ところが、偏った姿勢や

るか、筋肉と関節の両方に問題があるかの、ど

「簡単に言うと、腰痛は筋肉に大きな問題があ

このテーピングも、自然療法の一つだ。

なり、痛みなどの症状が和らぐ。

くくなって戻りにくくなる。それを元の状態に

ちらかです。原因の多くは、姿勢や歩行や日常

人の体には、もともと元の形、状態に戻ろう

戻すために、外部からちょっとした刺激を加え

1 37
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していることが多いのです」

くせで筋肉に過度の負担がかかり、腰痛を起こ

の動作など、普段の悪いくせです。その誤った

を矯正治療したりして関節内の圧を下げていき

ら、その周辺に鍼を入れたり、その前後の関節

圧迫されているか、明確にわかります。ですか

ほとんど参加し、あらゆることにチャレンジし

ない。しかし、痛みやしびれは取れるという。

椎間板のヘルニアが、それで引っ込むことは

ます。そういう狙いで、施術します」

てきた。そのなかで、考え方も施術もどんどん

なぜだろうか。

先生は現役時代、これぞと思った勉強会には

シンプルになってきたという。

「一般に、ヘルニアが神経を圧迫して、症状が

出ていると考えられていますね。ヘルニアの原

もう少し具体的に、腰痛の治療について話を

そこにヘルニアはあるけれど、まわりの軟部組

因がイコール、１００％症状ではありません。

因は、当然、そこにあります。ただし、その原

聞いた。椎間板ヘルニアの場合、どのようなア

織の血流なども含めて、総体的に症状が出てい

ヘルニアや狭窄 が あっても 、
１００％症状に結 びつくわけではない

プローチをするのだろうか。

ＭＲＩなどの画像診断は、結局後づけだとい

るのです」

ニアに特異的な症状が必ずあります。例えば足

う。しびれが出て、病院でＭＲＩを撮る。ヘル

「病院で椎間板ヘルニアと診断されたら、ヘル

にしびれが出て、それが特定の神経の範囲にし

ニアが出ていて、椎間板ヘルニアと診断された。

しかし、しびれが出る前日にＭＲＩを撮っても、

っかり出ます。
その場合、腰椎の何番と何番の間の神経根が
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レントゲンでも
わからなかった骨折を︑
手技だけで見抜く

その紹介状には︑レントゲンの撮

ほしい﹂と紹介状を渡されました︒

ろんな整形外科や治療院に行きま

影方法まで書かれていました︒
半信半疑で行った病院での診察
の結果は︑骨折でした︒
手の専門外来の医者がレントゲ
ンを撮ってもわからなかったこと
が︑レントゲンを撮らずしてわか
ったことが衝撃でした︒
外まで患者さんが待っているこ

やっぱりヘルニアは出てい

たはずだ。

ヘルニアがあっても、ヘ

ルニアだけでは症状が出な

いことがある。ヘルニアが、

その周辺組織に影響を及ぼ

して症状が出ていると考え

たほうが自然だということ
だ。

腰部脊柱管狭窄症につい

ても、同じだ。狭窄症は、

高齢者に多い。骨がもろく

なったり、骨自体が変形し

で、骨格に強くアプローチ

たりしていることもあるの
私は夢であったプロボーラーを

すると危険なこともある。

とに納得です！
諦めそうになっていましたが︑夢

大学の付属病院でレントゲンも撮
っていたので︑それはないと言い

を諦めずにすみました︒本当に感

ローチしながら、様子を見

そこで、筋肉や皮膚にアプ

ま し た︒ し か し︑
﹁絶対折れてい

謝の気持ちでいっぱいです！

座に診断を受けました︒私は有名

長 か ら︑
﹁骨が折れている﹂と即

たのですが︑診察してくれた総院

半分諦めた気持ちで治療に行っ

灸整骨院﹂を見かけました︒

で並んで待っている﹁こいずみ鍼

そんなときに︑患者さんが外にま

良くならないため悩んでいました︒

したが︑原因がわからず︑痛みも

手首の痛みが１年以上続き︑い

大阪府
Ａ・Ｎさん
（30歳・男）

るから︑レントゲンを撮り直して
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ていく。すると、少しずつ痛みは改善していく
ます」

れば、そういう反応から、異常はすぐにわかり

くれた。

そう言って、こんな患者さんの例を紹介して

そうだ。
しかし、気をつけなければならないことがあ
る。腰痛で来院した患者さんのなかには、整骨

ったりすることがあるんです。そういう患者さ

リウマチだったりがんだったり、脳に障害があ

「腰が痛いとやって来られた患者さんが、実は

小泉先生は、すぐに総合病院で検査を受けるよ

出た。脳梗塞の初期段階で現れるような反応だ。

るそうだ。理学検査を行うと、病的な腱反射が

者さんは、歩いていると、時々つまずいたりす

腰が痛くて歩くのも大変だと来院したその患

んは、おかしいと思ったらなるべく早く、総合

うにアドバイスした。案の定、検査の結果は軽

院で治療してはいけない人がいるという。

病院で調べてもらうようにお話しします」

「診断で行う理学検査は、ある程度パターン化

になってしまうかもしれない。

うか、見過ごしてしまえば、患者さんは手遅れ

観察力や経験値がもたらした判断であることは

はないんですよ」と小泉先生は言うが、細かい

ていけば、わかることなんです。特別なことで

「これも、なぜ今の症状が出ているのか追求し

度の脳梗塞だったそうだ。

されているので、この反応ならここが悪いとい

言うまでもない。

その見極めは、誰にでもできるものなのだろ

うのがだいたいわかります。ところが、どれに
も当てはまらない反応を示すことがたまにある
んですよ。しかし正常な状態がよくわかってい
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きたすべてを『こいずみブック』というテキス

トにまとめて、私の持っている技術やノウハウ

とだろう。

か。全員を同じレベルに育てるのは、大変なこ

ように伝え、かつ、彼らを鍛えているのだろう

や知識を、傘下にある整骨院のスタッフにどの

ところで小泉先生は、自身が持っている技術

るということは、術者を全面的に信頼していな

持っていたら、治療は成り立たない。体を預け

その術者に対して患者さんが不快感や不信感を

どんなに知識があり、技術に優れていても、

りわけ力を入れているのは「人間力」の育成だ。

技術やノウハウもさることながら、先生がと

を社員たちに伝えています」

「そこが、課題です。私は会社組織にして、普

ければ、できないことだ。

人 が す る 施 術 だ から 、
技 術以 上に 人 間 力 が 求めら れている

通の会社が社員を育てるように、社員教育をし

か、ということなんです。誰に、自分の体を任

「最終的に一番大事なのは、『誰が』施術する

こいずみ鍼灸整骨院は、株式会社ＳＨＩＮ９

せるか。その人に体を任せたいと思わせるのは、

ています」

という企業が運営している。小泉先生は、ここ

人間力なんです」

人が人を診るという基本に、これだけこだわ

の代表でもある。社員は全員等級に分かれてお
り、その等級に応じたキャリアアップの仕組み

こいずみ鍼灸整骨院は今、どこも「ぶっちぎ

りを持っている治療家は、そう多くはない。

「当然、勉強会には力を入れています。社員の

り」に流行っているという。それだけ多くの人

ができているという。

レベルの差をなくすように、私が今までやって
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を引きつけるのは、スタッフの人間力が間違い

いけばいい。そういうスタンスでこれからの医

合えるような環境をつくって、役割分担をして

例えば、婦人科疾患ではすでに東洋医学が適

うだ。

療に向き合いたいと、小泉先生は考えているよ

なく育っているからだろう。

一人の患 者 さ んの健 康 を 、
医 学の枠 を 超 えて 支 え たい

これからどんな未来を描いているのか、につい

着かせ、その後の調整を鍼灸でやっていく、と

あるいは、急性期は西洋薬を使って症状を落ち

応になっているし、漢方薬なども使われている。

て聞いてみた。

いうような方法もあるという。

最後に、こいずみ鍼灸整骨院の総院長として、

「まずは、医療と我々鍼灸整骨部門の統合です

込みながら、みんなで患者さんを支えたら、患

「そのうえで、他の民間療法や代替療法を巻き

ているので、全身調整をしながら、西洋医学と

者さんはもっともっと健康になれる」

ね。鍼灸は東洋医学という観点でヒトの体を診

うまく組み合わせたり、西洋医学の一部を担え

少しずつ熱を帯びてきた。地域の、一人の患者

それまで冷静に話していた小泉先生の口調が、

すでにこいずみ鍼灸整骨院では、西洋医学の

さんの健康をどう支えるか。その青写真は、先

るような役割を果たしたりしたい」

治療を受けたほうがいいと思える患者さんには、

生の中にできているようだ。

ん第一」だった。

そして最後まで、先生の頭の中は、「患者さ

積極的に病院やクリニックを紹介している。
西洋医学には西洋医学の良さ、東洋医学には
東洋医学の良さがある。それぞれの強みを出し
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〒552-0007

大阪府大阪市港区弁天 1-6-35 SKS ビル 1F
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〒552-0001
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・九条
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・野田
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・肥後橋

〒550-0001
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・大森

〒143-0016

東京都大田区大森北 1-13-13 ヤマニビル 1F

・天満

〒530-0041

大阪府大阪市北区天神橋 4-8-19 井筒ビル 1F

・野田阪神

〒553-0006

大阪府大阪市福島区吉野 2-11-19

・桜川

〒556-0021

大阪府大阪市浪速区幸町 2-2-9 奥林ビル 1F

・ミハラ

〒143-0012

東京都大田区大森東 1-5-2 吉野ビル 1F

・千船

〒555-0001

大阪府大阪市西淀川区佃 3-2-26 阪神千船駅前ビル 1F

・大森２

〒143-0016

東京都大田区大森北 1-1-13 ヤマニビル 1F-1B

03-5493-5123

・戸越公園

〒142-0041

東京都品川区戸越 5-18-6 文化堂第二ビル 103
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