
 

    

 

  

＊基本理念＊  

  

「地域の皆様に笑顔と健康を与え支えとなる治療院を創る」  

  

K 鍼灸接骨院 ・ 

整体院 の在 り 方 

  
【 健康で 美しく 】 あなたの笑顔を 取り戻す   

要約   
P 1 当院の 理念   
P 2 - 5 当院の 施術の在り方   
P 3 自費施術と 保険治療の違い   
P 6 - 9 お客様 の声   
P 9 ～ 当院の メニュー   
P 11 治療器紹介   
P 1 3 姿勢の崩れる原因   
P 1 4 院長 プロフィール     

K
 鍼灸接骨院 ・ 整体院   

最低 6 ページまでは お読みください ！   
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「笑顔・愛と感謝・チャレンジ精神を忘れず前進し、  

地域医療・日本医療に貢献する」  

＊治療理念＊  

一つ、回復する治療、身体を癒せる本物の治療を  

     極めていきます。    

一つ、知識、技術、人間力を高める為、向上心を  

    忘れず生涯勉強である  

一つ、人として、治療家として魅力ある人間であれ

一つ、信頼と安心安全な施術であれ  

一つ、質の高い技術とサービスを提供する一つ、常

にプロフェッショナルであれ  
  

K 鍼灸接骨院の施術のあり方  
本日は、当院にご来院頂きありがとうございます。  
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まずは、コチラをお読みになり当院について少しでも知って頂ければと思います。  

  

当院では慢性の肩こりや腰痛、ひざ痛、しびれなどの症状を回復、人間が本来の  

身体である元の状態に戻す施術をメインとして行っている治療院です。  

① 【MBJ 整体＝全身調整施術】・・・自費施術  

② 【MBJ 姿勢矯正・骨盤矯正】・・・自費施術

元の状態とは？？  

皆様が抱えているお悩みは日常生活の影響が身体に与えいることが原因です！大半の身

体の痛みや違和感などの症状の状態は、本来の機能が使えなくなることに 

より、筋肉に負担がかかった筋肉の痛みが主な原因です。  

  

根本的な原因➔【骨格のゆがみ・骨盤のゆがみ・筋肉の低下など➔《姿勢の崩れ》】  

  

上記の原因などが身体に影響を及ぼし、筋肉に負担を掛け、尚且つセルフケアーや治療

院などでメンテナンスをしないで、日常生活を過ごしているからです。  

無理やり身体を使って生活をしていることと同じです！！  

《例：①機械に潤滑油を入れてあげない②車のオイルを交換しないしない》など

このような事をしていたら壊れると思いませんか？人間の身体も同じなのです。  

ましてや、人間の身体は生もの、生き物です。  

当院ではこのような状況を変えて行く施術をします！！  
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K 鍼灸接骨院は筋肉・骨格系のスペシャリストです。  

そして姿勢矯正、身体のゆがみに特化しております。  

  

国家資格【柔道整復師・鍼灸師】です。  

姿勢教育指導士のライセンスを持っております。  

保険診療と自費施術の違い  

【自費】  

当院は自費施術をメインとしています。  

なぜなら、当院にご来意頂いている方の大半が慢性的な腰痛や肩こり、頭痛やひざ痛、

しびれなどです。  

（骨格矯正、筋肉調整、姿勢の指導、筋肉活性化、関節可動域）の改善などを行う 

ことにより人間本来の動き、位置に戻すことが根本的解決になるからです。  

  

【保険】  

接骨院では保険が適応できますが、適応疾患はケガです!!  

① 骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲に限られます。  

② 原因が明確で、約 1 週間以内のプライベートでのケガです。  

③ 仕事中は労災になりますので健康保険はご利用できません。保険診療ではケガですの

で、ある一定の治療期間をすれば回復していきます。  

施術時間は約（手技・リハビリ）5 分+（電気療法）8 分の計 13 分程  
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当院では腰痛や肩こり、膝痛、四十肩などの施

術は保険では行いません！  
なぜなら根本から改善しないから！そして！もちろんケガ以外の保険適応は法律に抵触

します！自費の施術所要時間セルフケアー指導含めは 30 分以内です！施術は基本的に

手技をメインとしますが症状に応じて最新治療器や鍼の治療、幹細胞液を用いることも

あります。  

鍼や幹細胞液は別途材料費用が発生します。  

初回の方は＋30 分のカウンセリングと検査を行いますので、所要時間は 

70 分程みてください。  

週に最低１回～２回を目安週に 1 回施術できない方は改善回復するの

は難しいと考えてください。  

また、初回に 1 回で治ると期待されてご来院された方には申し訳ありませんが、基本的

に 1 回で改善することはありえないと考えてください。  

ケガによる肩や腰の痛みの方でも保険に併用して多くの方が自費施術を追加しているの

が現状です。保険のみでは根本まで行えないのが理由です。  
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※当院の口コミの大半

は自費施術を受けてい

る方のコメントです。  

  

   

  
  
  
  
  
  

  
患者さまの一例  
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効果を必ずしも保証するものではありませんが患者様から頂いた感想です。  

施術メニュー  

【MBJ 整体/自費施術】・・・(お得な回数券もございます)  

MBJ 整体＝全身調整治療  

(首コリ・寝違い・肩こり・腰痛・ヘルニア・狭窄症・ひざ痛・坐骨神経痛・シビレ・頭

痛・めまい・自律神経症状)など  

姿勢矯正姿勢の矯正し根本的に回復を目指します。  

ED 治療 ・妊活施術・マタニティー整体・リウマチ・パーキンソンその他疾患 

なぜ多くの疾患に対応するのか？？ 

我々は病名・病気そのものに対して施術をするわけではないからです。 

あなたの身体を全体的に健康にすることで症状が良くなると考えているからです。 
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病気・病名そのものに対しての治療であれば専門病院で診てもらいますよね？ 

それでも良くならなかったから当院にきて施術を行いお客様の日常を取り戻していくの

です。 

Sc-piefrf 療法（幹細胞液）+追加施術  

幹細胞液を使った再生医療。細胞をもとの状態に戻す。炎症を無くす効果  

  

（全身調整と類似の適応疾患対応）  

  

  

骨盤矯正  

産後の緩んだ筋肉、歪んだ骨格を調整  

(全身調整と類似疾患対応)  

  

JOY トレ  

体幹筋を鍛え姿勢の改善をプラスαでサポートします  

(腰痛・肩こり・首コリ・姿勢・腸活)➔ダイエットはさらに意識を持てば可能  

美容メニュー【ヒト幹細胞美顔はり矯正・美容痩身整体・薄毛発毛治療】  
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当院では交通事故のむち打ち症施術が可能です！！  

自賠責保険でしたら窓口負担０円  

１日通院で４3００円の慰謝料休業補償６１００円～保障されます！！もし

事故に遭われてしまった際はご相談ください！！何も治療をしないで示談さ

れたかたで後悔されている方はたくさんいます。  

あなたもそうならない為に、ご相談ください。  

  

  

  

  

  

  

  

 

体の不調の原因は！ 

姿勢・骨格のゆがみと日常生活の影響 
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 姿勢の崩れ   猫背姿勢  
 

 
  

骨格のゆがみ

筋肉の緊張  

  

筋力の低下   

   

筋力の弱さ     

 

  

 

 全身調整施術  
   

   
   

JOY トレ  
寝ながら筋力強化 
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院長紹介・ヒストリー  

名前：川合 佑祈【YUKI KAWAI】治療家歴 13 年  

2008 年さいたま柔整専門学校夜間部に入学し同時期に接骨院に入社。  

夕方まで勤務後、夜 22 時近くまで学校に通っていました。  

国家試験に合格し柔道整復師免許取得して専門学校卒業後、2011 年大川医療福祉専門

学校鍼灸学科夜間部に入学しました。また同時に入間市内の整骨院に勤務、その後、  

日高市内の整形外科にて勤務し。この時も夕方まで勤務し夜 21 時過ぎまで学校が

ありました。もちろん帰宅後も勉強していたので睡眠時間はこの 6 年間足りていま

せんでしたので辛かったです・・・（苦笑）  

また国家試験で鍼灸師免許取得後、所沢市のわかさクリニックにて勤務しました。  

  

なぜ私が治療家になるのを夢見たか！！  
私は野球少年でした！！今でも覚えています・・・中学 1 年の夏

休みの朝起きたらなぜか腰に違和感？？痛み？？そのうち治るだろ

うと思いそのまま日常生活を過ごしていました。  

私の中学は当時野球が強く県大会に当然行くレベル！！県大ベスト 

4 の実力にチームでした。ですので、中学の部活でも厳しい練習も

ありました。  
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中々休めない・・・違和感御覚えてから約 1 ケ月が過ぎたころに突然

異変が起きました！！体育の大縄跳びの時間飛んでいたら・・・急

に・・・・ズキッツ！！！と痛みが出て倒れ込みました。  

初めて感じた痛み。歩くどころか立てません。涙が出てくるほど辛かった、  

痛かったのを覚えています(苦笑)  

  

やっとの思いで帰宅後 3 日ほどその状態が続きました。その後は歩くことはできる様に

なりましたが常に痛みを感じる状態になってしまいました。  

私の感覚では 10 段階で 5-6 の状態。時には 3-4 の時もありました。  

しかし痛みが消えることはそれ以降ありませんでした。  

色々の病院などにもいきました。  

(親に迷惑をかけていましたね。。ありがたいです。。)  

しかしどこの行っても、身体が硬い～。ただのぎっくり腰だよ。。  

シップと飲み薬出しておくね。。。これが毎回の決まり。。  

その後整体にも通いましたが変わりません。  

その状態で高校でも野球を３年間はだまし、だましやっていました。  

この様な思いをしたことにより高校２年制の時私と同じ思いをしている人の助けになり

たい。  

同じ思いをして欲しくない。  
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好きな事に没頭できるようになって欲しい。と言う思いからこのような仕事に就く 

決心をしたのが私の治療家になる切っ掛けでした！！  

  

根本から身体を変えてくれた先生との出会い！！それは２４才の頃でし

た！！ある治療セミナーで出会った先生でした。  

生活習慣とゆがみや姿勢が原因とはっきり言われました。 

骨格のゆがみ、姿勢、身体のバランス、などの改善を一緒に目指す先生でした！！私は

その先生のところで週に１回 3ヶ月弱通って治療をしてもらいました。  

施術を受ける度に改善していくのでしっかり通わせてもらいました。  

10 年ぶりくらいに腰の感覚が 0 の状態。嬉しかったです。  

もちろん変な姿勢で仕事したり、無理やり身体を使ったりすれば違和感や痛みが出 

ることは今でもたまにありますよ！  

  

これをきっかけに、姿勢や身体の使い方や日常生活の影響が原因していることを皆さん

にもっと伝えて行こうと今の施術になっております。  

一人でも多くの笑顔とやりたいことをできる体作りのサポートが私の仕事です是非ご協

力をさせて頂きたいと思っております。  

ご覧いただきありがとうございました。  

何でもご相談ください。  

  

  


