2016 年 10 月| 金森整体院 | TEL・FAX ０７２－９８２－６２２６

[第 1 巻 第 1 号]

金森整体院の
ご案内
目次

ごあいさつ

特集記事
ごあいさつ

当院では、平成 17 年 4 月に新石切駅前に開業して以来、長年さまざまな症状に

どこに行っても治らないとあきらめてい

苦しんでられる患者様に、根本的に少しでも早く良くなっていただくことをモットーに
施術いたしてまいりました。

る方へ

おかげさまで今年の 4 月に 11 周年を迎えることが出来ました。

神経の流れをさえぎる骨のズレ

これも地域の皆様が温かく受け入れ支持してくださったおかげと、心から感謝致し
ております。

患者さんの声

ありがとうございました！！！
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院長ってどんな人？

どこに行っても治らないとあきらめている方へ
「変形があるから治らない」、「歳だから仕方がない」と
言われたから、あきらめていた・・・
実は、痛みの原因が骨の変形や年齢、椎間板ヘルニアとは関係ないことが多くあ
り、それらは様々な研究機関によって証明されています。
また、ズレを直してあげると骨の間から出ている神経の流れが活発になり、今まで
どこに行っても改善しなかった方々の状態が改善しています！
どこに行っても治らないとおっしゃる方の中には、骨のズレが直っていないために症
状が変わらない方が多くいらっしゃいます。
つまり・・・歳だからとかではなくて、多くの場合その症状にはちゃんと原因があるの
です！
神経は全身の血管・内臓・筋肉その他全ての器官に「脳」の命令を伝達していま
すから、その流れが良くなると →血行が良くなります
→内臓の働きが改善します
→筋肉の疲れが取れやすくなります
→リンパの流れが良くなり、免疫力がアップします
→自律神経の調整にもなります
→その他さまざまな、効果効能が期待出来ます！
また、ストレスなどのメンタル的な原因からくる症状やトラウマなど潜在意識が原因
となる症状の場合もあります。
そのような場合に当院では、古来から東洋医学で伝えられている「気功三鍼法」とい
う施術法により、その方の抱えておられる問題の原因を解消していきます。
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対症療法と根本原因療法
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今号のハイライト
こんな症状の方にピッタリ
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施術メニュー
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自然治癒力
私たちには本来、身体をちゃんと治す自
然治癒力が備わっています。自然治癒力
は脳が神経を通して発揮されます。
そもそも、自然治癒力はお母さんのおな
かの中にいる間、たった十月十日で作ら
れます。どんなに科学が進んでも自分で
自分の身体を治すロボットは作れないで
しょう。

根本的に身体を治すのは常に自然治癒
力が主役です。
もし薬自体が身体を治すのであれば、死
んだ人の傷に薬を塗ったら傷は治るはず
です。
傷や病気が治るということは、やはり自然
治癒力のおかげで治るのです。

素晴らしいですね。

こんな症状の方にピッタリ
★骨格骨盤調整（スズキトリートメント）
骨のズレを特殊な器具で、安心安全で効果

神経の流れをさえぎる骨のズレ
神経は全身をくまなく走行して脳からの指令を内蔵・血管・筋肉などなどすべてに送る
役目をしています。
脳や脊髄から出た神経は骨の間を抜けて、そこから体中に行きわたっています。

的に調整しております！

適応症：腰痛
肩こり
股関節痛
ひざ痛
坐骨神経痛
ヘルニア
頭痛・耳なり・めまい
自律神経失調症
頚性うつ
産前産後の骨盤調整
Ｏ脚・Ｘ脚
外傷後の後遺症の改善
その他いろいろな症状に、適応し
ますので、お気軽にご相談ください！
★気功三鍼法
骨のズレを取り除いたのちに、全身に気
を流して血行を改善します。
適応症：脳梗塞・片麻痺・手足のしびれな
どの脳血管障害
脳からくる痛み・しびれ
自律神経失調症
心因性の症状など

神経が出入りしている、この骨の並びが悪くなると、神経の流れが阻害されてしまい
ます。
たとえば蛇口につないでいるホースの上に岩が乗っていると水の流れが遮断されて
しまいます。そんな時には、岩を取り除きますよね。
ここでのホースが神経で、岩が骨のズレになります。だから、骨のズレを調整するの
です。
神経を圧迫するのは椎間板ヘルニアだけだと思われていますが、ヘルニアでなくても
骨のズレが神経の流れを妨げてしまいます。このケースの方が実際には、はるかに
多いという事実があるのです。
また、椎間板ヘルニアも根本的には骨のズレが原因になりますが、これはまたの機
会に説明させていただきますね(^_^)v
補足
通常、骨のズレを取り除いてから神経の流れが改善すると血行も良くなりますが、
時々そのように理屈通りにならない場合も見受けられます。
そうした場合は、脳から全身に「氣」を流すことによって、神経や血行の働きを促しま
す。
また、「氣」を通す際にも骨のズレが残っていると「氣」は流れにくいので、その前に骨
のズレを調整しておくことが肝要となります！！！

３

スズキトリートメント施術風景
気功三鍼法 施術風景
施術の前後に、検査と説明をします

施術メニュー
★スズキトリートメント【骨格骨盤調整】
根本的な原因である「骨のズレ」を直します。
初診料 ３，２４０円
1 回施術 ７，５６０円
※お一人でも多くの症状に悩まれている方に

患者さんの声
患者さんの声

私達の施術の良さを知って頂くために、来月の
１５日（水)まで、限定１５名様に初回施術料
１，９８０円でご利用できる機会を作りました。

痛かった部位や症状：腰痛・側弯症
過去に受けた施術法：マッサージ・鍼灸

詳しくは、当院ホームページ料金の項目にある
「金森整体院チラシ」をクリックしてくださいませ
★気功三鍼法【東西医学を統合した施術】

感想

「骨のズレ」を直したうえで、脳の機能改善とメ

元々腰椎椎間板ヘルニアがあり、普段から腰痛に悩んでいました。

ンタル面からもアプローチします。

マッサージなどの治療や整形外科での投薬治療ではすぐに痛みが出て
しまい、先生とご相談し治療を始めました。

１回セッション 16,400 円（カウンセリング料込）
【小児】10,800 円（カウンセリング料込）

治療自体痛みもなく、施術前に痺れや強い痛みが出ていても、施術後は
背筋がしっかりと伸び、痛みや痺れもとれていて、とても楽になります。

（お薦めプラン）

今後も体のメンテナンスとしてなるべく通院して続けていきたいです。

最も早く改善するためのベストな方法は、これ
ら 2 つの施術法を同時併用することです！
◎症状を一刻も早く改善したいと云う方のため

大阪府大東市在住 T さん（20 代／女性） 職業：歯科衛生士
２０代 女性

施術のご予約に関して

に、【骨格骨盤調整（スズキトリートメント）】＋
【氣功三鍼法】→通常、\２３，９６０のところ
↓

スズキトリートメント（骨格骨盤調整）は、予約優先制です。

※首肩こり・腰痛・坐骨神経痛・ヘルニア・狭窄

気功三鍼法は、完全予約制となります。（初回時、カウンセリングあり）

症などの運動器系の症状でお悩みの場合、

★施術をスムーズに受けられるために施術終了後に、次回予約をお取りになること
をおすすめします。
★初回は、通常よりお時間がかかりますので予約いただくことをお薦めいたし
ます。

【骨格骨盤調整】＋【氣功三鍼法】＝\１２，９６０
※脳梗塞の後遺症をはじめとする脳血管障害・
片麻痺・言語障害、その他の難病の為の施術
の場合、

（なお当日の予約をお取りでない方は、お待ちいただくことがあります。）

【骨格骨盤調整】＋【氣功カイロ】＋【気功三鍼
法・クォンタム氣功】＝\１８，３６０

○

４

施術後の運動はバツグンに効果 大

金森整体院

長年、骨のズレていたところは関節がまるで錆び付いているように固くなっていま
した。
施術後は、その固まっていた関節が徐々に動き始めてきます！

大阪府東大阪市西石切町 1-11-30
新石切駅前ビル 1Ｆ
TEL・FAX ０７２－９８２－６２２６
[kanamori.seikotuin@gmail.com]
Web サイトのアドレス:
[http://higashiosaka-seitai.com/
〕

その時に、またご自分でも身体を関節を動かしてあげて下さい！動き始めた関節
は、そうやって動かしてあげることでますます大きな動きを取り戻し、良い状態が
早く長く維持できるようになってきます。運動法やストレッチ法は、その節に指導説
明させていただきます(^^)/
反対に、ズレが大きい状態で症状があるときに運動をすると、かえって疲労の回
復が遅いために運動をすればするほど、症状が強くなることがあります(>_<)

院長ってどんな人？
ホームページ QR コード

［根本から早く治す！！！］

金森 精史
昭和43 年10 月16 日生まれ
てんびん座のA 型
自称、夢見るアラフィフ（独身）
最近、福山雅治さんの「家族に
なろうよ」や木山裕策さんの「home」
を聞くと、胸に沁みてくる今日この頃…
本籍は香川県ですが、育ちは大阪。
石切幼稚園小中学校と地元の学校を卒業。
行岡衛生学園 整復科卒業
学生時代には、まさか今の職業につくとは全く考えられませんでした。
高校生の頃に、飼っていたペットの犬が苦しい最期を迎えるのを目の当たりに
して、獣医になりたいと思い続けておりました。
しかしながら実際には、卒業後は今の職業に就くために専門学校に進学し、国
家資格を取得しました。
それまでは、ほとんど今のこの業界のことは知らずに来ていたので、下積み修
行に入った当初は右往左往して、戸惑いっぱなしの毎日でした。
若かったせいもあり、この仕事に就いてしまったことを悔やんだり悩んだりし
たこともありました。今から思うと、結構フラフラした気持ちでやったように
感じます。

そんな折、一つの出会いが考え方を180度変えてくれました。
元々、その方は患者さんとして来院されていた高野山真言宗のお坊様でした。かつては、自分のお寺で鍼灸治療をされてい
た方で、初めはこちらが施術する立場だったのに、いつしかこの業界の先輩として教えを請う様に立場が変わっておりまし
た。
人を診るときの心構えから、技術的なこと、その他にもいろいろなことを伝授いただきました。その経験が今の気功三鍼法
という施術に出会うきっかけにつながりました。
患者さんの表面に出て来ている症状だけに目を奪われるのではなく、その根本的な原因となる部分をより深く、もっと深く
探求していくこと…そのスタイルは、その時に培われたと思います。
たとえばそれまでは、腰が痛くてツライのだから腰の痛みをとってあげればそれでいい。と考えていました。
もちろん、今もその考えに変わりはないのですが、その腰痛の向こう側にあるものが見えると仕事に対する思いが変化して
きました。
腰痛という症状は同じでも、なぜ腰痛を解消したいのか？といったところは違うからです。
腰痛がなくなったら大好きな孫ともっと遊べる！
腰痛を治して思う存分ゴルフがしたい！
腰痛だと仕事に影響がでる。なんとかしないと大変！
そんなそれぞれの患者さんの、それぞれの思いが見えてくると自然と仕事に対する情熱が高まり楽しくなってきました。
いままではどちらかというと、患者さんとのコミュニケーションは必要最低限にとどめていました。余計な詮索や会話を不
快と感じる患者もおられると思っていたからです。
ですが今後は患者さんのツライ症状の向こう側を知るためにも、もっとコミュニケーションをはかっていきたいなぁと思っ
ています。もちろんそれを望んでない患者さんもおられるので、そこはしっかりと空気を読む努力を怠らずしようと思いま
す。
そんな思いもあり、また患者さんの心のケアもできればとの思いから、4年ほど前より「気功三鍼法・クォンタム気功普及
協会」にてカウンセラーの勉強をしています。おかげさまで、昨年の春に公認カウンセラーの資格を取得することが出来ま
した。
「金森整骨院（療術院）」に来てよかった！と心から喜んでいただけるよう日々精進していきたいと思っておりますので、
これからもよろしくお願いいたします。
金森気功整体院
金森精史

対症療法と根本原因療法
例えば、閉めきった部屋でストーブを点けていた時に頭
痛がしたら、通常窓を開けて換気しますよね。
これが、根本原因療法です。
この様なときに、頭痛薬を飲んで痛みを無理矢理抑える
やり方が対象療法です。

また、炎があがると非常ベルが鳴るように、骨のズレとい
う原因に対して痛みが出ることによって異常を知らせてく
れています。
火事の時に、まず非常ベルを止めに行く人はいませんよ
ね…まず火を消すはずです。
対象療法は、非常ベルだけを止めるのと同じ行為です。
つまり、ここで云う炎＝骨のズレ＝原因ということになり
ます。

患者さんの声
痛かった部位や症状：腰、右足
過去に受けた施術法：ありません
感想
２月末に突然腰痛に襲われ、病院の整形外科を受診するも、レントゲン撮影の結果、骨に
異常無しとの診断。翌日より右足にひどい痛みが表れ歩行も困難となり、以前お世話になった
金森整骨院さんにご相談し治療して頂く事になりました。ほぼ毎日通院し、スズキトリートメント
治療やマッサージ治療を受け、当初は「このまま歩けなくなってしまうのでは」との不安に院長
先生の｢気長にゆっくり治療を続ければ大丈夫ですよ｣の言葉に励まされ、お陰様で現在は普
通に歩けるようになりました。ポイントポイントを的確に治療して下さり、こちらからの質問にも
丁寧に答えて下さり、安心して現在も治療を受けております。
東大阪市石切在住 T さん （６０代／女性） 職業：専業主婦
【理想の姿勢とは!?】
・外くるぶし
・ひざの外側
・股関節
・肩さき
・耳の穴
これらが一直線になって
いると、理想的な姿勢と
言えます！
緑線は 重心線といって
この線上に上記のポイン
トが揃うとベストな身体の
軸が出来たことになりま
す。

姿勢調整前

重心線が、 くるぶし～耳
の穴まで通っています。
また、各関節を結んだ線
（赤線）が、重心線に沿う
ようになってきました。
理想の姿勢になってきま
した！！！

姿勢調整後

