
 1 

 

 

 

東川口整体院 

サトウ・カイロプラクティック・オフィス 
 

 

 

 

 

 

当院のご案内 ＰＤＦ版 
 

 

 

 

 

 

 

 

【 目次（ページ） 】 

 

１    院長挨拶 

２    施術内容、料金・診療時間 

３    治療を受けるにあたり 

４    適応及び禁忌について 

５    所在地、アクセス 

６    施術の流れ 

７    施術におけるポリシー、施術上のプライバシー保護等について 

８～１０ ＦＡＱ 

１１   付録：当院配布物（カイロプラクティック治療受診者の皆様へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (C)1998～ / SCO. All Rights Reserved. 



 2 

 

 

 

【院長挨拶】 

当院での施術は、万病は背骨からと言われますが、この日々起こり得る背骨の歪みなどを正していく事をメイ

ンとして捉えるカイロプラクティックを通じ、患者さんの健康回復増進を図っていくことが目的です。 

薬品に頼らず、人間が生まれながらに備えている自然治癒力を最大限に引き出せるよう、本来あるべき徒手医

学の世界を追求し、さまざまな症状に対して施術を行っていきます。 
最新の施術方法なども臨床に反映させると同時に、マニュアル・メディスン系の施術も積極的に採り入れ、徒

手医学に根付いた新しい施術の世界を創造し、手技における総合的な施術を目指していきます。 

乳児からお年寄りまで安心して施術が受けられるよう、時間を惜しまず、出来得る限り患者さん一人一人の症

状に合った『オーダーメイド感覚』の施術を目指します。 もちろん、症状緩解後あるいは通院中の日々のア

フターケアもお任せ下さい。 
施術の範囲も単に背骨のみに留まらず、各部の関節、内臓機能など、全身の調和を図り、一服の安らぎをも与

えるのが、当院のポリシーです。 

施術に対する在り方として、未熟な者に任せたり、日によって術者が変わるといった施術は一切行っておりま

せん。全て私の手によって行います。安心してご通院下さい。  
 

尚、平成２年５月の開業以来、皆様方からよせられるご期待に沿えるよう、ただひたすらにカイロプラクティ

ックに没頭し、その世界を追求してまいりました。今後も、謙虚な姿勢と自己のスタイル・スタンスを変える

事無く、更なるカイロプラクティックの世界の深みへと辿り着けるよう日々研鑚を重ねていく所存であります。 

無論、施術を通じて、皆様方の健康に関してのお手伝いができればと思っております。 

どうぞ今後とも、宜しくお願い致します。 
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【施術内容】 

当院では、徹底したカイロプラクティック（またはマニュアルメディスン）理論に基づいた施術を行っており

ます。 背骨には脊髄（脊髄神経）が貫いていますが、それ以外にも多くの機能があります。 しかし、この

背骨が姿勢や癖、仕事による疲労など何らかの原因のために歪められてしまうと、神経系を含め、背骨の持つ

機能が、思うように果たせなくなってきてしまいます。 この機能障害は、単一的な症状に留まらず、水面に

波紋が広がるが如く、全身に影響を及ぼし、更なる第二・第三の症状を引き起こし兼ねません。 カイロプラ

クティックでは、この原因たる機能を阻害している部分（サブラクセーション）を施術していくという特徴を

持っていますから、『～が治る』という特化したものではなく、表立った症状のみならず、全身的な諸症状に効

果があるのです。 また、これによって網羅されないような筋肉などの体の部分に対しても、オステオパシー

等を組み合わせることにより、総合的な施術を行っています。 諸症状、ご相談ください。 
 

【主な来院者の症状 ※】（※これらのみを施術の対象としているものではありません） 

腰の痛み、肩こり、坐骨神経痛、四十肩・五十肩、首の痛み、頭痛、椎間板ヘルニアなど。 

 

カイロプラクティック療法 

ディバーシファイド  

トムソン・テクニック  

SOT  

コックス・テクニック  

その他  

マニュアルメディスン系オステオパシー  

Sacro Occipital Therapy  

Somato Emotional Release  

Somato Visceral Respiratory Therapy  

その他マニュアルメディスン系テクニック全般  

その他 

黒田式光線治療、各種電気療法、テーピング固定、 

栄養指導、姿勢分析及び改善指導、トレーニング指導、 

各種民間療法相談、その他健康に関する相談 

 

【料金・診療時間】 

料金一覧 大人 65歳以上 中学生以下 

初診料 ２０００円 ← ← 

施術料 ４５００円 ４０００円 ３５００円 

回数券（６枚綴り） ２２５００円 ２００００円 １７５００円 

施術料等は、予告無く改定する場合があります。 

その他、電気治療費等別途。 

施術内容及び施術時間によって、料金等に一切の違いはありません。 

最終診療日より１年以上経過した場合、再診料として１０００円を申し受けます。 

姿勢分析等の検査のみの場合、検査料として２０００円を申し受けます。（施術料には含まれます。） 

電気治療はあくまで施術の補助であり、全ての方に適用する訳ではありません。 

回数券には有効期限を設定しておりません。 

 

診療時間 (受付時間とは異なります) 

ＡＭ９：００～１２：００   ＰＭ２：００～８：００  (水曜のみ 午前中） 

日曜・祭日休診 
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【施術を受けるにあたり】 

1. 受診にあたり、当サイト内（特に施術の流れ及びご注意事項）をご一読下さい。 

2. 治療期間中は、症状の緩和、早期治癒のため、治療に集中できるような環境作りを心掛けて下さい。 

3. 施術当日の入浴・飲酒は控えて下さい。また、食事の直後や飲酒されての受診はお断り致します。 

4. 個人差により、施術後だるくなったり、眠くなったりすることがありますが、『好転反応』といい、効果

の現われですので、安静にしてそのまま様子を見て下さい。 

5. 治療期間中は、指示した運動等を厳守して下さい。  

6. 同じような症状でも、個人差により治り方は違います。 そのため、「何回ぐらいでよく なるのか。」と

いうご質問については、お答えを控えさせて頂きます。また、自由診療であることをふまえて、ご自身が

納得いくまで、あるいは症状緩解後も再発防止のため月に1，2 度の定期的な施術をお勧めします。  

7. ジャージ等、着替えのご持参をお願い致します。 

8. アレルギー症状等を除き、発熱状態はもちろん、何らかの感冒症状のある方への施術は、通院中の方であ

っても、理由の如何に関わらず、その一切を行いません。この際のご来院は、お手数ですがご連絡の上お

控え頂くと共に、所定の医療機関で当該症状について受診して下さい。 

9. 院内衛生には、特に配慮を致しておりますが、皆様方のご協力をお願い致します。 

10. 長期通院が見込まれる方は、回数券をご利用ください。施術費5回分で6回受診できます。  

11. 60歳以上で、年金給付を受けている方は、給付を証明するものをお持ち頂ければ、回数券の利用に限り、

65歳以上の方と同額に致します。 

12. 当院では、予約診療を行っております。 あらかじめ、ご都合の良い日、及び時間をお知らせ下さい。 こ

の際、なるべく日にち的・時間的に多尐余裕をもったご希望をお願いします。 尚、ご予約なく来院され

た場合、予約の方が、あくまで優先されますので、診療をお断りする事があります。 また、日曜日・休

祭日等の休診日の診療や、出張にての診療は、都合によりできません。 

13. 休診日でも、平日のご予約はお受け致します。（諸事情によりお受けできない場合も有ります） 

14. 最終診療日より起算し、1年以上経過した場合、同一症状(疾患)であっても、別途再診料として1000円を

申し受けます。 

  

当院では美顔術、Ｏ脚矯正、ダイエットなどを目的とした、いわゆる美容整体の一切を行っておりません。 近

年、こうした美容整体を『カイロプラクティック』と称して行っている治療院もありますが、正統なカイロプ

ラクティックとは何の関係もありません。ご注意下さい。 

又、最近心無い治療院によって、高額な治療器具や、『～が治る』などと称して金品の購入を強要したり、それ

に伴ったトラブルが続発しております。 当院では、皆様に安心して通院して頂けるよう、患者さんご本人の

要望によるハップ剤（湿布など）及び固定具（腰痛防止用さらし及びコルセット、テーピング用テープなど）

以外、一切の販売を致しておりません。 

 

 

【適応及び禁忌について】 

カイロプラクティックでは、下記の疾病・疾患、及び症状を禁忌としております。いかなる場合においても施

術致しかねますのでご了承下さい。 又、下記以外の疾患でも、カイロプラクティックの施術が不向き、ある

いは有効でないと判断される場合、施術を中止、またはお断りする場合があります。 

 

 骨折・脱臼など骨体及び関節の器質的変化を伴う疾患。  

 裂傷及び出血を伴う外傷。  

 内科的な出血性疾患（血友病など）。  

 癌・腫瘍またはそれに伴う痛みなどの症状。  

 リウマチ疾患。 

 法定伝染病など重大な伝染病に罹患している方。  

 過去に頭蓋、及び脊柱に対して外科的な手術を行なった方（椎間板ヘルニアなど）。  
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【所在地】 

〒333-0807 埼玉県川口市長蔵１－４－１２ 

電話 048－295－3544 

 

【アクセス】 

地下鉄・埼玉高速鉄道線 戸塚安行駅より徒歩３分 
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【施術の流れ】 

当院におけるモデルケースをご紹介します。 

 

ご予約 必ずお電話でお問い合わせの上ご予約下さい。 

↓ 

ご来院 ご指定のお時間にお越し下さい。 

↓ 

問診 
予診表にご記入頂いた上で、現在の症状について、また既往症なども詳しくお聞き

いたします。 

↓ 

各種検査 

施術に先立ち、検査を行います。 

静的触診(static palpation)：いわゆる触診です。  

動的触診(motion palpation)：関節の可動範囲などを検査します。  

整形外科的検査：症状別に数種類を用いて検査します。  

腱反射テスト：打鍵器を使い、反射の状態から神経機能を検査します。  

自動可動検査：実際に体を動かして頂く検査です。  

姿勢分析：立位・座位など、背骨を中心として分析します。  

※、但し、症状・疾患により別の検査方法を用いる場合があります。 

↓ 

施術方法選択 各種疾患・症状と、尚且つ患者さん一人一人に合わせた方法を選択いたします。 

↓ 

再度検査 施術の効果を測定します。 上記に準じます。 

↓ 

説明及び指導 

施術内容を踏まえ現在の状態についてご説明すると共に、治癒に向けての方針をお

話いたします。(症状・状態により５～１０分程度) また、体調維持について体操等

のご指導を致します。 

↓ 

ご予約 次回のご予約をお願いします。 お大事に。 
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【施術におけるポリシー】 

 当院では、徹底したカイロプラクティック理論（またはマニュアルメディスン理論）に基づいた徒手施術

を行っています。  

 施術の内容及び症状等によって、いわゆる矯正(アジャストメント)を行う場合がありますが、その際、主

に高速低振幅スラストテクニックという方法を、更にソフトな独自の改良とアレンジを加え行っています。 

コレは、技術的な難易度もさることながら、関節の可動範囲内において通常のアジャストメントより極小

さな振幅と素早い操作により、関節(骨体)又はその軟部組織に対し的確な刺激を与えて、その機能の改善

を図るといった方法です。 関節や軟部組織の負担も無く、いわゆるボキッボキッというようなクリック

音も殆どありません(※１)。  兎角、矯正と言うと、ズレや曲がりなどといった施術する側の判断による

不確定な部分に対し、物理的な力を加えそれを直すなどと思われがちですが、関節の機能回復において、

決して強い力は必要ありません。 よって、よくありがちな、捻って絞りを加え、更に力を込めて『ボキ

ッ！』とやるなどという方法とは、著しく一線を隔します。(※1、関節の状態によってはポキッと鳴る場

合も有りますが、間違っても鳴らすのが目的では有りません)  

 施術に際し、そのテクニックの種類はご一任ください。 

 必要箇所に対し、あくまで補助的にマニピュレーション（筋肉等軟部組織への緩和操作・処置)は行います

が、施術前の全身に施すような操作は、施術の正確性を確保する為、基本的に行いません。 

 当院は、ポリシーでもあるオーダーメイド感覚の治療を目指しています。 患者さんひとりひとり、施術

方法も違いますが、当然施術時間も異なります。 よって、『○○分・ＸＸＸＸ円』といった時限的施術

は行っておりません。 

(※1、関節の状態によってはポキッと鳴る場合も有りますが、間違っても鳴らすのが目的では有りません) 

 

【施術上のプライバシー保護等について】 

1. 当院では、施術におけるハラスメントを防止すると同時に、患者さん個々のプライバシーを保護する

為、それを重んじ下記を遵守してまいります。 また、特に女性にも安心してご来院・通院して頂け

るよう、務めてまいります。 

2. 性的に不快感を与えるような言動・行為を慎みます。 

3. 性的等、誤解を招くような施術・接触の一切を行いません。(※1) 

4. 院内全体におけるプライバシーを尊重します。(※2) 

5. その他、施術に於いて不快を与えるような行為を行いません。 

6. 患者さんご本人の症状や通院履歴などを許可無く外部に開示致しません。 

7. 症例等で引用・発言するような場合、その匿名性を確保致します。 

 

※1.腰部・臀部における、前上腸骨棘・後上腸骨棘・仙腸関節・恥骨結合・坐骨結節・尾骨等、陰部を除く部

位への触診は、カイロプラクティックの施術には不可欠です。 もちろん、不快感を与えるような触診は致し

ませんが、これらについてはご理解下さい。 

※2.外から視認されない施術室や更衣室の確保はもちろんですが、症状をご説明するにあたっても、隠秘性に

は十分配慮してまいります。 
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【ＦＡＱ】 

カイロプラクティックって何？ 

ページトップ参照、以下、カイロプラクティックの語源は、ギリシャ語の『Cheir』＝『手』と、『Prakticos』＝『技術』という言葉の造語で、直訳す

るなら、手技療法ということになります。 

カイロプラクティックと整体は、同じなの? 

日本では、整体として比較的馴染まれてきたため、あえて整体院と称してカイロプラクティックを行っている治療院も(当院もこれである)数多くありま

す。 しかしその起原は、まったく異なり、整体術というのは、日本古来よりあったもので、 その起原は、柔術や中国整体にあると言われています。

またその治療法についても、整体術は、やや物理的で、体は真っ直ぐでなければならない、と言うような理念があるように思われます。  

施術は痛いの？ 

大変な誤解です。 私たちは、特に背骨を施術するときに、いわゆる矯正を行いますが、その時に無理なことをすれば痛いのは当たり前ですが、矯正

(Adjustment=調整）と言うのは、その関節の可動範囲内で行われるものであって、決して無理にひねったりする事はありません。 またそれ自体も、

0.1～0.2秒程度の極一瞬で行われますので、恐怖心などというものを覚える前に施術は完了します。  

施術は、どんなものに効果があるの？ 

7～8割の方が、腰痛や肩こりを訴えていらしゃいます。 その他諸症状につきましてはＥメール、又は電話でご相談下さい。  

腰が痛いだけなのに、なぜ腰だけ診ないの？ 

アメリカや、日本でも一部の先生は、局所的な施術のみを行っているようですが、カイロプラクティックの本質は、その症状が、どこに起因するのか

と言うことの追求です。 すなわち、腰に痛みがあると言えども実は、首に原因があるかもしれません。 体のバランスを考えると 全身的な施術は、

不可欠なのです。 

骨折や脱臼は治療できるの？ 

私たちの扱う疾患(症状)には、ある一定の定義があります。 それは、『身体の器質的変化を伴わない疾患』と言う部分に集約されます。 よって、骨

折や脱臼はこの定義からは外れてしまいます。 それ以外には、ガンや、ウィルス性の疾患などもこの定義から外れるものですので、対象外と言うこ

とになります。 

ギックリ腰なのですが、何回ぐらいで治りますか。 

カイロプラクティックは、その方の自然治癒力をうまく引き出して施術していきますが、その治り方には著しく違いがあります。 また、単にギック

リ腰といっても、その成り立ちや状況、個人差もあるため、ほかの疾患を含め、一概に何回で治るとは申し上げられません。 しかし、当院にギックリ

腰でいらっしゃる方の平均からすると、3～4回程度で改善しているようです。 

施術に年齢制限はありますか？ 

どんな年齢層でも施術は可能です。ちなみに、当院の患者さんでは、0才児より、92才の方まで、いらしています。 

カイロプラクティックには、どんな施術方法があるの？ 

現在世界的には、そのテクニック(施術方法)は、40種とも、50種とも言われています。 その中には、全く矯正ということをしないで、施術していく

方法もあります。ちなみに日本で比較的多くされているものは、 

・ディバーシファイド (一般的な矯正を施す方法です。） 

・トムソン・テクニック (ドロップベッドと言う治療台を使用します。） 

・S.O.T.  

・コックス・テクニック (コックステーブルと言う治療台を使用しますが、特に腰痛に適していると言われています。） 

などがあります。 

骨は、ずれるの？ 

原則としてずれません。 臨床上、平面的に見ると、右へ左へと背骨の突起が、ばらついているのをよく見ることがありますが、実際には、ねじれや

傾き、伸屈の組み合わせで三次元的に起こっているものです。 残念なことに、これを未熟な先生が、単にずれていると言うことがあります。 また、

構造的に見ても、その前後には、強靭な靭帯が張っており、この靭帯に、損傷が起きない限り、ずれるなどと言うことはありません。 しかし、例外

的に、脊椎辷り症なる、いわゆるずれる様相を呈するものもあります。 



 9 

施術方法は選べるの？ 

ほかの治療院は、存じませんが、当院では、基本的に選んで頂いておりません。 こちらでどう言った施術方法が良いか、任意に決めさせて頂いてい

ます。 但し、矯正に対してどうしても恐怖心( Q3参照の事）を拭えないような場合、施術方法を変えています。 尚、施術後の反応の出方こそ違い

ますが、どの方法が効くなどと言う事はありません。 きちんとした方法で行えば、必ず良い方向に反応は出ます。 

自分で骨(首、腰など)を鳴らすと気持ち良くなるのでやめられない。 

即中止するのが望ましいでしょう。 指をよくポキポキ鳴らす人がいますが、長期間やっていると関節が太くなってしまうのをご存知でしょうか。 こ

れは、関節の変形以外の何物でもありません。 もしこれが首や、腰で起こったらどうでしょうか。 指の関節と違い、背骨はかなり複雑な関節の構造

をしています。 また体を支えるうえで非常に重要であるが為に尐しの歪みにも反応してしまいます。 この歪みが、いわゆる鳴らしたくなると言う

ストレスなのです。 しかしこれを繰り返していくと、更なる関節の変形を起こし、本来動きたい方向へも動かなくなってしまいます。 又、ひどいも

のになると、骨の癒着と言った症状まで起きているものもあります。 こう言った一連の症状を、私たちは特にこれをCriking syndrome、（自家慣性

ムチウチ）と呼んでいます。 

何でレントゲンや他の機械を使わないでいろいろな事が解るの？ 

答えとして、経験と言ってしまうとそれまでですが、カイロプラクティックの基本的な検査には、次のものがあります。 

触診、知覚検査、筋力検査、モーション・パルペーション(関節などの可動検査)、整形外科的検査、神経学的検査、など。 

さらに各テクニックによってさまざまの検査が行われますが、この上で関節などの障害を見出し、施術を行っていきます。その中で最も重要なのが、

触診です。機械では、到底解らない、皮膚のはり、質感、筋肉の厚み、他の部分との統一感など、人の手だからこそ解るものもあるのです。 

スポーツをやっているのですが、カイロプラクティックの治療はどうですか? 

日本では、あまりポピュラーではありませんが、欧米では、スポーツ・カイロプラクティックと言う部門もあり、専門的な資格制度にもなっています

ので、十分マネージメントできると思います。 

カイロプラクティックの仕事をしたいのですが。 

一生を通じて、臨床に赴き、学べ研究できる素晴らしい世界です。 ただ日本では、諸般の事情で、まだ法的には無法地帯であり、現行法で行くと誰

でもができてしまう仕事です。 しかし、私たちは、俄仕込みの施術を排除すべく、自主規制と言うものを作り、医業全体に悪い影響を与えないよう

努めてきています。 教育に当たっては、いくつもの専門校があり、修学年数もおよそ2～5年と様々ですが、重要なのは、常に学ぶ姿勢ではないでし

ょうか。 貪欲でバイタリティのあるカイロプラクターになられることを望みます。 

背骨がよく曲がっていると言われるのですが。 

実際に施術してみないとわかりませんが、どこか調子の悪い所があれば、そこが原因しているのかもしれませんし、又表立って症状が無くても、潜在

的な問題を抱えているのかもしれません。 さらに、近年多く見られるのは、脊椎側彎症なるものもあります。 これは、成長期によく見られますが、

早い時期でしたら、十分施術可能です。 しかし、気がつくまでに、時間がかかってしまうと、骨格そのものが変形 して残念ながらいくら施術しても、

現状維持が精一杯と言う事になってしまいます。 お子さんがいる方でしたら、早期発見のためにも、一度治療院へ足を運ばれてはいかがでしょうか。 

但し、人間、究極に背骨が真っ直ぐな方はいませんので、気にし過ぎませんよう。 

ギックリ腰は，癖になるって本当？ 

本当です。 本当ですが、それは、原因の治療を怠っているからです。 ギックリ腰の定義は、いまだに確立されていませんが、そのほとんどは、何ら

かの動作の際、急激に腰の筋肉が、痙攣して起こるようです。 治療すれば、Ｑ7 でも上げたように、３～４回程度で回復するものです。 しかし、

こうした事が起こるには、既に腰に何らかの原因(問題)があった可能性が高いのです。 当院の患者さんでは、『階段を降りるときになった』、『歯を磨い

ていてなった』など、およそ腰痛を起こす原因とはなり得ないようなものまであります。 つまり、ギックリ腰を起こす以前に、その原因があったと

考えられますが、その殆どは潜在的なもので，気がつかない事が多いのです。 しかし、『痛みが無くなった＝治った』と考える方が多く、なかなかそ

の潜在的な部分まで、治療が及ばなくなり、慢性化したかのようにまたギックリ腰を繰り返すといったケースが多いのです。 私の考えでは、そうい

った経験のある方は特に、定期的に月１～２回程度治療をした方が良いのではないかと思います。 
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施術を受けると、だるくなるのですが。 

背術後の反応は、個人個人まちまちで、一概にどれが良い反応なのかと言う事は言えません。 だるくなる方もいれば、眠くなったり、逆にシャキッ

としたりなど様々です。 但し、どれも一時的なものでしばらく安静にして様子を見たほうがよいでしょう。特にこうした反応を『好転反応』といっ

ています。 

『あそこに行けば、腰痛なんて一発だ！』などと紹介されたが・・・ 

一度の施術で、痛みが緩解する事は多々ありますが、治るなどということは無いといっても差し支えないでしょう。 

座っているとき、どういった姿勢が良いの？ 

一般的に、腰に負担のかかる姿勢が悪いわけです。順序としては次のようになるでしょう。  

正座                 （良い)  

椅子に腰掛ける  

あぐら  

横ずわり  

長座(足を伸ばして座ること）   (悪い)  

また、足を組んだり、体をひねった状態でいると、背骨を歪める原因となる事があります。なにか症状のある方は、十分注意が必要です。 

妊婦なのですが施術は可能ですか？ 

もちろん可能です。 決して無理をするわけでは有りませんから、安心してご来院下さい。 

但し、諸事情等を考慮し、妊娠9ヶ月までとさせて頂きます。 

また、産後の施術や乳児・小児の施術もお受けしております。 

美顔術やＯ脚矯正などは、行っていますか？ 

カイロプラクティックの効果があると認められるような場合は、行う可能性を否定しませんが、元来ある骨格に無理をかけ、尚且つカイロプラクティ

ック理論に反するような行為であるような場合、断じて行いません。 もっとも、何を以ってして美顔なのか？或いは、どの時点をしてＯ脚が矯正さ

れたと言えるのかも不明ですし、元来カイロプラクティックに存在する分野ではありません。 私個人としては、美容整形外科等の専門医へ行かれる

事が望ましいのではと考えます。 

どれぐらいの頻度で通院すればよいですか？ 

何日置きにと言うのは、急性、亜急性、慢性など症状により異なるかと思います。 無論、必要以上に通院する必要もありませんが、間隔を空け過ぎ

て症状がぶり返すのでは、いつまでも症状が治まりません。 過去の経験等を踏まえるなら、慢性の場合や亜急性の場合、最初は週１回程度。主訴の

状態が良好になっていけば、徐々に間隔をあけ２週に１度～月に１度程度が目安となるでしょう。 急性の場合、当院では施術効果の確認を踏まえ、

最短で一日置き、又は週２回程度としております。 

健康管理としての通院は可能ですか？ 

可能です、と言うよりも、むしろ推奨いたします。 「特にこれと言った症状は無いが何となく調子が悪い」「現在は調子が良いが、体調維持の為に」

といった事など、ちょっとした症状・状態でも通院されている方は多数いらっしゃいます。 また、予防医学的見地からも、症状に捉われず、背骨な

どに起こる微細な問題を施術し解決していくというカイロプラクティックのスタイルは優れていると思います。 

過去に、背骨に対して手術をした事があるのですが、施術は可能でしょうか？ 

背骨に対し、外科的手術を行うと、カイロプラクティック療法の自然治癒力を引き出すという主たる目的が発揮され難くなるばかりか、手術によって

開かれた事で、予期する・しないに関わらず、骨や筋肉、靭帯など構造上、人為的な変化を伴っている場合があります。 触診によって、それを把握

する事は可能なのですが、この自然でない状態に対して、決して無理をするわけではないにせよ、アジャストメントや筋肉の緩和操作等で外力を加え

るという行為そのものに、患者さんはもちろん、施術する私たちにも、リスクが発生します。 椎間板に対する置換術や、椎骨接合術などは論外とし

て、近年多くなった内視鏡による手術の場合では、例外的に数例の臨床例もあり、その可能性を否定しませんが、いずれにしても不向きであると言わ

ざるを得ません。 

また、『腰を手術したが、首の症状を・・・』と言った場合も、A5に記したような理由から、同義であると考えます。 
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【付録、当院配布物】 

 

カイロプクテイツクは、1895年にアメリカのD．D．パーマーにより創始された治療方法です。 

カイロプクテイツクでは、薬品を投与することなく手技のみで施術を行い、人間が生まれながらに備わっている自

然治癒力を引きだす自然療法です。ですから「～に効く。」というのではなく、全身に作用させるため、非常に広範

囲な症状に効果があります。 

当院の施術は、皆様の健康回復・増進を図るのが目的です。自然治癒力を最大限に引き出せるよう、本来あるべき

徒手医学の世界を追求し、最新の施術テクニックなども臨床に反映させ、手技における総合的な施術を目指していま

す。時間を惜しまず、出来得る限り皆様一人一人の症状に合った『オーダーメイド感覚』の施術を行っております。

もちろん、症状緩解後あるいは通院中の日々のアフターケアもお任せ下さい。施術の範囲も単に背骨のみに留まらず、

各部の関節、内臓機能など、全身の調和を図り、一服の安らぎをも与えるのが、当院のポリシーです。 

 ≪施術に際し、下記のことに留意して下さい。≫ 

1．通院期間中は、症状の緩和、早期治癒のため、治療に集中できるような環境作りを心掛けて下さい。 

2．施術当日の入浴・飲酒は控えて下さい。また、食事の直後や飲酒された状態での施術は致しません。 

3．個人差により、施術後だるくなったり、眠くなったりすることがありますが、『好転反応』と言い、効果の現われ

ですので、安静にしてそのまま様子を見て下さい。 

4．通院期間中は、指示した運動等を厳守して下さい。 

5．同じような症状でも、個人差により治り方は違います。そのため、「何回ぐらいで良くなるのか。」というご質問

については、お答えを控えさせて頂きます。また、いわゆる自由診療であることをふまえて、ご自身が納得いく

まで、あるいは症状緩解後も再発防止のため月に1，2度の定期的な通院をお勧めします。 

6．ジャージ等、着替えのご持参をお願い致します。 

7．院内感染防止の観点から、何らかの感染症に罹患していたり、発熱等の感冒症状のある方への施術は、その一切

を行いません。この際のご来院をご遠慮頂くと共に、当該症状について医療機関で受診してください。 

8．施術を安全に行うため、怪我や火傷、打撲などの外傷を負っている場合は、施術前に必ずお申し出ください。 

9．院内衛生には、特に配慮を致しておりますが、皆様方のご協力をお願い致します。 

10．長期通院が見込まれる方は、回数券をご利用ください。施術料5回分で6回受診できます。 

（電気治療代等は別途） 

     大   人 ¥２２，５００ 

６５歳以上 ¥２０，０００ 

小・中学生 ¥１７，５００ 

  ※1．６０歳以上の方で、厚生年金又は国民年金の給付を受けている方は、給付を証明する物をお持ち頂ければ、

回数券の利用に限り、６５歳以上の方と同額に致します。 

  ※2．回数券の有効期限はありません。 

  ※3．回数券購入後、１年以内の紛失を保障します（但し、無料分を除きます）。 

  ※4．ご家族でご利用いただけます(施術料に準じ課金しますが、返金はありません) 。 

※5．払い戻しには応じられません。 

11．当院では，予約診療を行っております。あらかじめご都合の良い日時をお知らせ下さい。ご予約なく来院された

場合、予約の方があくまで優先されますので、診療をお断りする事があります。また、休祭日・休診日の診療や、

出張にての診療は、都合によりできません。 

12．予約時間について、ご来院時にお待ち頂く事の無い様、予約管理に努めておりますが、お早目のご来院は歓迎致

します。但し、遅刻はご容赦下さい。また、遅れる場合は必ずお電話でご連絡をお願いします。尚、遅れる程度

によっては、日時の変更をお願いする場合がありますのでご注意下さい。 

13．予約変更並びにキャンセルは、お早めにお申し出下さい。 

14．前回（最終）診療日より起算し、１年以上経過した場合、同一症状（疾患）であっても、別途再診料として 

¥１０００を申しうけます。 

15．健康に関するお問い合わせはいつでもお寄せ下さい。 


