受講生の声
動体療法、恐るべし!

「治療の神様」

先程、すごいことが起こりました。
ご来院した患者さんで、今日仕事中に後ろに転倒し、
頚
部〜上部胸椎を強打し、首が全く動かなくなってしまった方が見えました。
これはお断りした方がいいかな…と思いましたが、
せっかくだからとダメもとで動体療
法を試してみると、
みるみるうちに動けるようになり、
帰るときには全く通常の状態になっ
てしまいました。
もちろん患者さんは、
超感動していました。
動体療法、
恐るべし! と改めて
実感しました。
女性（70代）。整形外科で腰椎4番のすべり症との診断。当院に来院された時には痛みが激
しく、まったく前屈出来ない状態でした。
また歩くのも困難な為、
付き添いの方と一緒での
来院でした。整形外科に何度か通ったそうですが、
「骨盤のまわりの筋肉が硬くなっている
から、ほぐさなければいけない」と言われ、
毎回ひたすら揉みほぐされたそうです。しかし、
揉みほぐされると余計痛みが増して症状は悪化する一方だったようです。
初回の施術は仙骨テクニックのみで、
前屈の痛みは解消。
歩行も違和感なく出来るように
なりました。
「え！？ これだけで…」とかなり驚かれていました。お帰りになるときは深々とおじぎ
をされていかれ、
「こんなおじぎなんて全然出来なかったのに」と喜んでいただけました。
動体療法を学ぶ前でしたら、初回の施術でお手上げだったと思います。
今まででは救え
なかった人を救ってあげることが出来るということの喜びを感じています。
ありがとうご
ざいました（静岡・浜松市「さとう整体オフィス」佐藤泰助先生）。

動体療法の効果は体験された方ならわかりますが、
驚くべきものがあります。
何年間も上
げると痛かった肩があっという間に上げても痛くなくなった方、
多数。以前は温泉ホテルで
整体担当で勤務しておりましたが、
お客様が
「魔法使いみたい」
と後で食事中に噂していた
と聞いて、
「本当はだれでもできるんだけど‥‥」と妙に恥ずかしかったり。
自宅開業してまだ数カ月ですが、
熱狂的？ なおばあちゃんグループの方もよく訪れて
きてくださいます。
それにしてもおばあちゃんの話を聞くと、
いかに病院のお医者様に希望
のないことを言われているか、驚きます。
「歳だから直らないよ」とか、相手にされないとか
‥‥。
ある86歳の女性の方ですが、お尻からハムストリングにかけて強烈な痛みと痺れがあ
り、まっすぐ立って歩けず、
二箇所の病院どちらからも脊柱管狭窄症で
「手術をするしかあ
りません」と言われていた方が来院され、一回の施術でまっすぐ立って歩けるようになり、
私が
「すごい治癒力ですね！ 体も十分若いので必ず良くなりますので、一緒に頑張りま
しょう！！」というと涙があふれて泣かれるので、
こちらももらい泣きしてしまいました。
「毎週ここに来るのが楽しみです！」とうれしそうに話してくださいます。
こんなすごい結果がだせるのも、
動体療法のおかげです。
確実に結果が出せると信じて
いるので、心配やストレスもあまり感じません。
もちろんなかには器質的変性のひどいものや、
急性期の筋繊維断裂が疑われるぎっくり
腰など、
まだまだ研鑽、研究を積まなければ即改善といかないものもありますが、
確実に来
院されたときよりは良くできる自信は持っています。
動体療法は誰が行っても結果が出せるのが素晴らしいです。しかし、動体療法の本当の真
価は上級コースの内容から始まるのではないかと思います。
「トイレの神様」という歌があ
りますが、天には「治療の神様」がいてくださるのではないかと思います。
上級コースのテクニックで、
触らずに痛みなどを治すことが出来ます。
宗教っぽくなるの
が嫌いなので患者様には触らずに治すことは行っておりませんが、
身内の家族や知り合い
で試して驚かせて楽しんでいます。
「治療の神様？」が「ああやってみたら？」と教えてくれ
る感じです。
そうしたら
「あら？ 不思議！！」なことが時々起こります。いずれ時々ではな
くて常に100パーセントにしたいと思っておりますが、教えて頂いた修行を怠けないよう
にしたいと思います（汗）
（山口・岩国市『癒しの里氣功整体院』幡歩泰先生）。

三叉神経痛と上級コース
私は病院で働いている鍼灸師です。今日は珍しい患者さんが私の所に来ました。
「先生、歯
が痛くて顔が痺れます」とのことでした。他の病院で三叉神経痛との診断でブロック注射を
されているが、
痺れや痛みが残っているので不安と心配で精神的に疲れているとのことで
した。私は何とかしてあげたいと言う気持ちがこみ上げて来ました。
それで鍼治療を進めて
みたのですが、鍼は凄く怖い感じがするので嫌ですと断られてしまいました。
う〜ん？ 私は凄く悩んだ結果、
動体療法の上級セミナーで習ったばかりの秘密の手技
を使ってみようと思いその患者さんにチャレンジしてみました。
手技が終わると患者さん
の顔色が良く明るい感じに見えました。
「今の感じはどうですか？」
と問いかけて見ると、
「先生！ 痺れと痛みが無くなってますよ」と凄く喜んでいます。
私は良かったですね、
と
言ってベットから降りて下さいと言うと、患者さんはベットから降りた瞬間に「何これ？
腰も肩も全て軽いです」
と驚いています。
そして歩いた瞬間に驚きは最高潮に達し
「足が軽
い何で？ 先生の手は魔法の手なんですかと！！」私も嬉しくなって上級セミナーに参加
して良かったと改めて実感しました。動体療法上級セミナーを学んでから治療家として
やっていけるという自信が、確信に変わりました（福島市「UFOの里鍼整体院」
Ｍ・Ｋ先生）。

「神の手」

筋反射で椎間板ヘルニアを治す
62歳の女性。半年前に左の膝が急に痛くなり、整形外科に行くと変形性膝関節症と言わ
れて月に一度膝に注射を射っていたけれどよくならず、
歩くのも辛いとのことで友人に紹
介されて電車で1時間半かけて来られました。
すぐに矯正台に寝てもらいDT検査をしてみると、
膝からの原因ではないと筋反射で答え
が出て治療ポイントを刺激して全身を軽く矯正して歩いてもらうと「あ！ラクに歩ける〜
♪なんで〜？」と言われました。
私は患者さんに
「これは膝が原因じゃなくて腰が原因ですよ！」
と話すと、
「え？」てな顔
して紹介者の方も連れてきて良かった♪ありがとうございます。と喜んでいました。
1カ月後また来られた時、患者さんから、
「実はあの時先生から言われたことが気になって
整形外科でレントゲン撮ってもらったら、ヘルニアだと言われました」。
私もやっぱりな〜 さすがキネシオロジーはすごい！！ と実感させられました！ キ
ネシオロジーも凄いがキネシオロジーから生まれた動体療法はもっとすごいテクニックで
すね♪ 毎日の仕事で動体療法に感謝しています。
ありがとう
（福岡県・筑紫野市鶴嵜元治
先生）。

50代後半の男性。
この方は奥様が日頃当院に通われておりまして遠方へ外出中ぎっくり
腰になり、
座ることもできず、横にもなれず、杖がないと立っていられない状態でした。奥様
からすぐ何とかして欲しいと連絡を頂き、
急遽新幹線で
（痛くて座れないので席がたくさん
空いているにも関わらず頑張って二時間以上杖で支えて立って来たそうです）
帰京し、身体
が大きいこともあり、全く歩けないので4人がかりで担ぎ込まれてきました。
症状としては典型的なぎっくり腰でした。まずベットに寝ることも出来ない状態なので、
検査はとりあえずもう少し痛みを取ってからにした方が良いと判断。
まずは仙骨リリースと屈曲、
伸展リリースを行い、
症状が三分の一取れました。
多少楽に
なった様なので検査を行いましたが、
全ての検査で痛みあり
（特にDT3）
。治療はまずは比較
的ましな捻転→DT4→DT1、DT2 ‥‥の順番で治療していきました。残るはほぼDT3のみに
なりました
（その頃にはDT３も痛みが半分位になっておりました）のでポイント
（SV）を三
回位繰り返し、違和感程度の症状になったところで椎間をリリースしたら完璧に全て取れ
ました。
本人曰く
「一体あの痛みは何だったんだろう」。本人は杖も忘れて帰ってしまう程、症状は
回復しました。
後日談では今回の件に携わった周りの方々が何事もなかったかの様に歩いて帰ってきた
本人を見て一同びっくりしていたそうです。
そして人伝で知ったのですが私の事を
「神の手」だと某ブログに書かれてあったそうで
す。おそるべし動体療法です。
動体療法と出会えて大変感謝しております。
動体療法と出会
えていなかったら、と思うと考えただけでも恐ろしいです
（千葉・浦安市
「整体ルームらくら
く庵」遠山大輔先生）。

●ロータス整体院 ☎0154-51-9921
●藤心堂あおば整骨院 ☎0225-22-5021
●やぶき整体 ☎022-738-8525
●UFOの里鍼整体院 ☎080-5227-7455

◆関東・甲信
●動体療法有楽町院
（リフラック内）☎03-3211-3530
●はなまる整骨院・健康院 ☎03-3428-0009
●たけまさの治療院 ☎03-3485-6877
●あらい健康院 ☎03-6805-5395
●田中鍼灸治療院アスリートサポート ☎03-3590-5109
●ヘルスケア＆フットネススペース ☎042-692-3858
●現代メディカル治療室 ☎090-4742-7351
●下井草整骨院 ☎03-3395-1299
●赤羽療術センター ☎03-3903-9900
●清水接骨院☎03-3855-8976
●はればれ鍼灸整骨院 ☎03-5658-4976
●ほかほか整骨院 ☎042-398-1578
●立川整体院 ☎042-207-6286
●和田カイロ ☎080-3272-6560
●あすなろ接骨院 ☎045-826-1245
●治し屋特殊整体中村整体院 ☎090-1460-9719
●大和駅前肩こり腰痛センター ☎046-260-4278
●らくらく庵 ☎047-355-0258
●リラックスサロン「あみ」☎090-2907-6163
●あかり整骨院 ☎047-475-8399
●さくま接骨院 ☎0494-25-3737
●もみの木接骨院 ☎04-2936-1124
●すみれ接骨院 ☎0297-50-0113
●松原接骨院 ☎0280-76-4633
●大島カイロプラクティック ☎0270-32-8728
●大森整体療術院 ☎0270-23-4793
●忍冬堂牛込接骨院 ☎027-364-2439
●整体院拓輝 ☎055-288-0914

●ほしの整体 ☎0254-60-5054
●西口通り指圧鍼灸整骨院 ☎026-248-5665

◆中部・北陸
●まなべ接骨院 ☎0566-83-8755
●カイロプラクティックＡｎｇｅ ☎052-800-1788
●横山整体院 ☎ 0568-65-3954
●ひまわり接骨院 ☎058-234-3323
●津田健整院 ☎0575-25-1534
●Lulur 〜ルルール ☎ 055-922-8513
●こやま整体院 ☎055-967-5057
●さとう整体オフィス ☎053-439-7771
●もとしろ整体 ☎ 053-471-1233
●のぶた接骨院 ☎0768-22-5980
●sun cure松阪 ☎0598-30-6909
●整体・樹 ☎058-213-6355
●南整体院 ☎076-493-9358
●smile整体 ☎090-2939-0508
●小玉接骨院 ☎052-352-3107

●アドバンス・カイロプラクティック・オフィス・藤澤徒
手医学施術院 ☎ 086-243-1050
●しがエール治療院・しがエール整骨院 ☎ 0749-27-5233
●山下整骨院 ☎ 0739-26-8808
●嶋村鍼灸整骨院 ☎ 0823-23-1189
●まえじ鍼灸整骨院 ☎ 0739-26-1115
●山西整骨院 ☎ 088-686-0118
●動体療法安福整体整骨院 ☎ 072-257-7631
●中井整体・整骨院 ☎ 06-6704-0139
●癒しの里氣功整体院 ☎ 090-8061-0930
●おおうめ整骨院 ☎ 06-6886-2055
●元気カイロプラクティック院 ☎ 090-8166-5390
●峯松整骨院 ☎ 0798-70-7789
●はなまる接骨院 ☎ 0883-87-9068
●川本接骨院 ☎ 0846-65-4025
●タツヰカイロプラクティック ☎ 078-453-1995
●コンフォートナカオ ☎ 082-823-8453
●おおくま整骨院 ☎ 072-968-8139
●はり灸治療一鍼院 ☎ 075-952-6430
●ハーモニックボディー ☎ 0797-34-5671

◆関西・中国・四国
●中央カイロプラクティック院枚方 ☎072-898-7331
●太陽鍼灸整骨院 ☎06-6357-0237
●芦屋カイロプラクティック ☎ 0797-35-8028
●中央カイロプラクティック院堺 ☎072-224-5598
●みわカイロプラクティック ☎072-367-2022
●整体の健考館 ☎0772-42-0758
●ソウダ健康院 ☎ 075-751-8900
●よしだ鍼灸整骨院 ☎ 072-720-5448
●エトレ夙川整体院 ☎ 0798-23-8585
●きたしろ整骨院 ☎ 0885-38-0231
●ＲＹＵカイロプラクティックオフィス
（冨田整骨院）☎ 06-6761-7786
●まごころ整骨院 ☎ 086-441-0556

あなたは今の治療技術で満足していますか。
患者さんの「治らないで帰る後姿を見送る」
そんな毎日が続いていませんか？
動体療法とはその名の通り動かしながら施術する
キネシオロジーの「筋反射」から生まれた療法です。
症状別に検査法と施術法がマニュアル化されてい
ます。
ギックリ腰、腰痛、坐骨神経痛・寝違えが、その
場でカンタンにとれるようになります。
特別な技術や能力は一切要りません。すぐに使え
て、すぐ結果が出ます。
今、治せる治療家がゾクゾク誕生しています。
◉セミナーのお申込みは、動体療法学会ホームページの受講
お申込みフォームまたは下記事務局へ。

動体療法関連施術院一覧（『決定版動かしながら治す動体療法』より）
◆北海道・東北

動体療法セミナー・スクール

◆九州
●カイロプラクティック itazaki ☎ 092-471-5222
●ささき整骨院 ☎ 0946-23-9922
●大分コンディショニング ☎ 097-533-4976
●西島整骨院 ☎092-831-5800
●美心治療院 ☎092-924-3400
●嶋村鍼灸整骨院 ☎097-593-4189
●吉田整骨院 ☎097-523-0533
●つかはら施術院 ☎0952-28-9105
●おおつぼ整骨院 ☎0955-58-9530
●いこま整骨院 ☎099-286-4757
●よしどめ治療院 ☎099-298-5651
●花房整体院 ☎0997-65-0874
● 鎌田鍼灸治療院 ☎0964-28-0349

動体療法学会ホームページ
http://www.doutai.com/
E-mail : ki@doutai.com
動体療法学会 東京本部事務局 ☎ 03-5477-3271
〒156-0053 東京都世田谷区桜2-18-13
http://transcendence.iindia.jp/
E-mail : mail@iindia.jp
動体療法学会 関西本部 ☎・FAX 072-898-7331
〒573-0022 大阪府枚方市宮之阪3-5-40
E-mail : adjust@sot.jp
動体療法学会 九州佐賀支部（つかはら施術院内） ☎・FAX 0952-28-9105
〒840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町八戸1145-1
E-mail : m̲tsukahara@hb.tp1.jp
動体療法学会 九州福岡博多支部 ☎・FAX 092-471-5222
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-18-8 ブルク博多駅前３階 カイロイタザキ博多院
E-mail : itazaki@yc5.so-net.ne.jp
動体療法学会 九州熊本支部 ☎ 096-285-7868
〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼162-8
動体療法学会 北海道支部
（みほニコ整体院内）☎・FAX 0133-64-5420
〒061-3281 北海道石狩市花畔一条2-8-1
動体療法学会 ドイツ本部 スイス・オーストリア連絡事務所 ☎ (0049) 511-8602780
FAX (0049) 511-8485345 携帯 (0049) 174-991 9871
Talstraße 4 30880 Laatzen / Hannover Germany
http :// www.japanmassage.de
E-mail : ejh-sasaki@t-online.de
オランダ・アムステルダム連絡事務所 ☎ 31-20-6705152 携帯 06 19079449
E-mail : amsyasu528@gmail.com

セミナー風景

動体療法セミナー・スクールの特徴

カリキュラムの詳細

「これまでいろいろなセミナーに参加したが、これといった治療技術も身に付かないままに多額の受講費を取られた」
「多人数で遠くから見ているだけで、実技指導もなかった」などの不満の声をよく耳にします。
当セミナーは講師が実技を見せるだけのセミナーや講習会ではありません。講師が受講生に手取り足取り実技指導
をする、文字通り受講生参加型の「治せる治療家養成セミナー」です。受講生同士がそれぞれ検者、被検者となり、
からだで覚えていく臨床システムとなっております。
ギックリ腰、腰痛、寝違え、坐骨神経痛、五十肩即効療法＝「動体療法」は症状別に検査法と施術法が確立されてい
ますので 6 日間で確実に治せる様になれます。
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腰痛検査マニュアルとテクニック
DT1 DT2 仰臥位での検査
DT3 腰上げの検査
DT4 胸に脚を付ける検査
DT5 DT6 仰臥位捻転時の検査

ＤＴ５、６捻転テクニック
腰痛特殊テクニック
坐骨神経痛テクニック
ロブスターテクニック
首痛・寝違・五十肩テクニック
スペシャルバージョンテクニック・四肢・Ｏ脚調整テクニック

❶

DT8 坐骨神経痛（SLR）の検査
DT9 起き上がる検査
DT10 前屈の検査
Sl・L5 腰椎仙骨間リリーステクニック
DT4 両膝を胸に付ける時の痛み解消テクニック
DT3 腰を上げる時の痛み解消テクニック
DT5 DT6 仰臥位捻転時の腰痛解消テクニック

上級コースカリキュラム／全7回

腰痛基本マニュアルで症状が残る特殊な症例のテクニック

レベルⅠ

DT4 腰椎仙骨間テクニックの仰臥位版

筋反射の修得／ストレスシャットアウト療法／

DT9、DT10＆前屈から戻すときの痛み解消テクニック

エネルギーパワーアップ療法他

中腰時・回旋時の腰痛解消テクニック

レベルⅡ
行気法／呼吸法（プラーナヤーマ）／チャクラ瞑想／
クンダリ ニー覚醒行／遠隔療法／手当操法／

腰痛症の検査法
①屈曲検査
片方ずつ、
胸に付けるように膝を屈曲します。
股関節、
腰
部に痛みや圧迫感、張りがないか確認します。

②開脚検査
①の流れで、そのまま外方

DT7 腰椎側屈の検査

動体療法セミナーカリキュラム／全6回
1. 腰椎・仙骨リリーステクニック
2. 腰椎・仙骨リリーステクニック
3. 腰椎・仙骨リリーステクニック
4. 腰椎・仙骨リリーステクニック
5. 腰椎・仙骨リリーステクニック
6. 腰椎・仙骨リリーステクニック

腰痛の検査法

立位で伸展時の側屈痛解消テクニック

❷

❸

坐骨神経痛の痛み・しびれ解消テクニック
ロブスター（海老）テクニック

シャクティパット（エネルギー伝授）他

正座テクニック（腰椎仙骨間リリース＆ ロブスターテクニック）

③腰の持ち上げ検査
両膝を立てて腰を持ち上げます。腰が痛くて上がらない
が、腰は持ち上がるが腰や背中、腎部等が痛いかどうかを
検査します。

④腰椎屈曲検査
両膝を立ててから、
その両膝をそろえて胸の方へ曲げて
来たときに腰の痛み等が出るかを、検査します。

⑤胸腰部回旋検査
両膝を立ててがら、その両膝を左右に倒します。この時に
腰の痛み等が出るがを、検査します。胸腰境界椎の回旋異
常を検査します。

⑥胸椎回旋検査
両膝を立ててから、
片方の膝をもう片方の膝の上に組み
ます。その両膝を左右に倒します。この時に腰の痛み等が
出るかを、検査します。胸椎の回旋異常を検査します。

⑦腰椎側屈検査
両膝を90度に曲げてから、
その両膝を軸に左右に側屈し
ます。この時に腰の痛み等が出るかを、検査します腰椎の
側屈異常を検査します。

⑧足持ち上げ検査（SLR）

首の寝違え（首痛）検査法とテクニック
1）仰臥位で寝起きが出来ない時
2）回旋時の反対側痛解消テクニック
3）回旋時の同側痛解消テクニック
動体療法創始者
大島正樹

動体療法学会会長

治療に来られた患者さんの治らないで帰る後ろ姿を見送るそんな毎日が続いていませんか？
もう、そんな毎日から開放され、ギックリ腰、首の寝違え、五十肩、坐骨神経痛、腱鞘炎、0 脚、ストレス、PTSD etc…‥。
何でも治せる本物の治療家になり、患者の皆様から、喜ばれ、感謝され本当に、この治療の仕事をしていて良かったと思えるう
になりませんか？
カイロプラクティックとはギリシャ語で「カイロ＝手」「プラクティツク＝技術」と言う意味で、本来は薬や注射、手術、道
具などを使わず、手技で治すものです。現在、行われているカイロプラクティックの多くは高価なドロップ式のベットを使います。
以前は、私もそのテクニックを使っていましたし、決してそれを否定するものではありません。しかし、出張先とか、来院出来
ない患者さんに、ドロップ式ベットがないと治療が出来ないと言うのでは話になりません。
また、整体やカイロプラクティックと聞くと、いまだに骨を「ボキボキ」鳴らす怖い治療と言うイメージをお持ちの方々が沢
山いらっしゃるので本当に困ります。
今回、お教えする手技療法である「動体療法」
（ギックリ腰・腰痛・寝違え即効療法）は、当講師が長年の臨床経験のなかで、
アプライドキネシオロジー（応用運動機能学）を基に作りあげた人間の自然の身体の動きのなかで行う、無理のない、痛くない
即効性のある、ソフトで安全、簡単、安心して行える療法です。特に、ギックリ腰、首の寝違えに即効効果があり、痛みが取れ
るのでリハビリに導入することでもその効果を発揮します（リハビリの時、動作訓練が痛くて出来ない人がたくさんいます）。
「動体療法」（ギックリ腰・腰痛・寝違え即効療法）は症状別に検査法と施術法が確立されています。特殊な能力などなくても、
マニュアル通りにやれば誰でもすぐに治せる治療家になれます。臨床中心、実践的に行いますので、習ったその場からすぐに臨
床で使える様になります。
初心者の方にも基本から身に付くまで何回でも解かりやすく丁寧に指導致しますので、誰にでも修得することが出来、すぐに
使えるようになりますのでご安心下さい。
ギックリ腰、寝違えなどで困っている人達に本当に役に立ちたいと、治療に対して意欲と情熱のある方のみにお伝えする技術
指導です。意欲と情熱のある方、お待ちしています。
［商願 2005−968】

両膝をまっすくに伸ばしてから、片方ずつ屈曲していき
ます。どの角度まで上がるか検査します。
（椎間板ヘルニ
アの有無）

⑨起き上がり検査
仰臥位から起き上がる時に、痛みが出るが、または痛くて
起き上がれないかを検査します。

4）前屈時の後部痛解消テクニック
5）伸展時の後部痛解消テクニック
6）伸展時の前部痛解消テクニック

⑩前屈検査
起き上がっ恵状態（座椅子に座って脚を伸ばした状態）か
ら、更に前屈した時、に痛みが出るかを検査します。

7）傾斜時の反対側つれ痛解消テクニック
8）傾斜時の同側痛解消テクニック

以上の検査の時に痛みが起きる時の症状を一つ残らず取ることで腰痛が解消されます。

9）回転時痛解消テクニック
五十肩検査法
五十肩痛み解消テクニック
SV テクニック腰痛編Ⅰ
SV テクニック腰痛編Ⅱ
SV テクニック DT3
SV テクニック DT4
SV テクニック DT8
四肢の調整テクニック

セミナー風景

SV テクニック 3 点操法Ⅰ
SV テクニック 3 点操法Ⅱ

オランダでのセミナー

