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あなたの症状を改善するための“秘密” 

あなたが今見ているのは、100年以上にも渡る解剖学と物理学に基づいた、先人た
ちの臨床と研究の成果報告の一部です。 

今までこれらの情報は、口コミで情報を伝え聞いた方や、プライベートセミナーに
お越しいただいた、一部のクライアントにしか公開されてきませんでした。 

このレポートには、そのクライアントたちの症状を改善に導いた、非常に大きな秘
密が書かれています。 

事実、この秘密を知った人たちは、今まで悩んでいた症状が解決し、より良い人生
を送っています。 

なぜ秘密を公開しているのか？ 

今まで一部の人にしか公開してこなかったのは、ほとんどの人にはこれからご紹介
するコンセプトは、受け入れてもらえないと考えていたからです。 

ところが予想に反して、知人から評判を聞いた人や、ネットで見つけた方が、東京
や九州など遠方から大阪まで通ってくれています。 

それはこれから公開するコンセプトが、かなり強力だからだと思っています。 

世の中には、そのつらい症状をなんとかして良くしようと、いろいろな方法を試し
ている人がいます。 

それでも、その方法を見つけられずに困っている人は、自分が思っていたよりもは
るかに多くいました。 

実際、たくさんのクライアントと接してきて、「そんなことはじめて教えてもらっ
た…」「いままで治らなかった理由が分かりました…」と言ってもらうことがよく
あるのです。 
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しかしその人たちは、このレポートに書いてある秘密を知ったことがきっかけで、
悩みから開放されて、仕事や趣味に生き生きと暮らしています。 

でも、口コミだけでこのコンセプトを広げていくには限界があります…。 

だから、多くの人がこの情報を活用できるように、レポートにまとめて世の中に提
示することにしました。 

本当に困っている人ほど悩み苦しんでいる理由 

街を歩けばいたるところに整骨院や整体院があり、ネットで検索をすればたくさん
の情報が見つかります。 

それらの治療院の看板やウェブサイトには、「難症専門」「どこにいっても治らな
いあなた！」など、それらしいことが書いてあります。 

しかし、ほとんどが問題の本質を履き違えているようでした。 

どれを見ても、症状自体を問題だと考えて、アプローチをしているのです。 

病院や整体にかかっても治らなくて、それでネットで一生懸命情報を探しても、あ
なたが良くならない理由はそこにあります。 

僕はこのレポートで、その問題を解決したいと思っています。 

なぜなら、今までのクライアントの症例から考えても、この新しい視点は、あなた
の症状に劇的な変化をもたらすことが出来るはずだからです。 

医療の現実 

問題の説明をする前に、医療の現実を直視しなければなりません。 

たいていの場合、どこかが痛いといえば整体や整骨院などで診てもらい、マッサー
ジや体操をして電気を当てられて帰って来るだけでしょう。 
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慰安やリラクゼーションが目的なら、それでも良いかもしれません。 

しかし、その場しのぎではなく根本的な改善を目的としているのなら、それでは表
面的な症状をごまかしているだけですから、根治というのは難しいでしょう。 

その次に、整形外科などで診てもらうのですが、簡単な検査と診察だけで、良くて
簡単なリハビリ、たいていは痛み止めの薬をもらって帰ってくるのでしょうか。 

整形外科を非難するわけではないのですが、そもそも整形外科は急性のケガが専門
ですから、慢性疾患に対してはそれほど多くの治療法があるわけではありません。 

このように、慰安や気休めのようなと
ころはいくらでもあるけれど、いざ本
当に困ったときに探してみると、意外
と頼るところが見つからないのが現状
です。 

なぜなら、先ほどもお伝えしたように、
どこも症状の緩和にばかりフォーカス
しているからです。 

しかし、症状自体は表面的な結果にすぎませんから、たいていの症例では症状を引
き起こしている根本原因がべつに存在しています。 

信頼できる医療機関はもうないのか？ 

このように、既存の医療機関がおこなっているのは、目先の症状をごまかすだけの
対症療法です。 

しかし、少ないながらもきちんと原因に目を向けて、治療をしてくれる医療機関は
あります。 

たとえば健康保険制度というのは、たくさんの方にまんべんなく均質化された医療
を提供するのには適していますが、厳密に適応範囲が決まってしまっています。 
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健康保険の範囲内で治療できる症状なら良い
ですが、ひとたび適応範囲から外れてしまう
と治療法はほとんどなく、気休めの薬を出さ
れるだけでしょう。 

しかし、健康保険の適応範囲にこだわらなけ
れば、選択肢は無限に広がります。 

このような医療機関は、自由診療で保険が効かないことがほとんどですが、その分、
一人ひとりにしっかりと向き合って、かなり高度な医療を提供してくれます。 

もちろんケースバイケースなので、自由診療だから優れているとは限らないですが、
これは有力な選択肢となるでしょう。 

あなたの症状の根本原因 

このように既存の医療制度は、医療の均質化という面では優れていますが、あなた
の症状のために個別にカスタマイズされているわけではありません。 

人間の体や症状にはそれぞれ個人差がありますから、平均値をとって表面的な症状
に対処するのではなく、それぞれの根本原因に対して治療する必要があります。 

次に、根本原因に対処するために、そもそもなにが原因なのか、について見ていき
ましょう。 

この問題を理解し、正しい方法を選択することによって、あなたを悩ませている問
題は、想像よりもはるかに簡単に解決することでしょう。 

これこそが今まで多くの人の問題を、解決してきたコンセプトなのです。 

症状が発生するのは原因があるからであり、その原因に対して治療する必要がある
のです。 

正しい方法を選択するためには、今までの考えを見つめ直す必要があります。 
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☝ ときどき高額な治療費に内容が見合わな
い医療機関もあるので、信頼できる方から
紹介してもらうか、きちんと科学的に根拠
のある治療法なのか、ホームページの内容
をよく確認するようにしましょう。



そして、あなたの症状を改善し
ようと思ったときに、二つのア
プローチ方法があります。 

先ほどからお話している「対症
療法」と「原因治療」です。 

右の図は、二つをわかりやすく
比較したものです。 

「対症療法」は表面的な症状の
対処に焦点を当て、「原因治療」は根本原因の除去を考えます。 

「対症療法」は、基本的に目先の痛みを緩和することしか考えていません。 

どこかが痛いといえばシップを貼り、頭が痛いと言えば鎮痛剤を飲み、肩や腰が痛
くなればマッサージをし、それでも治まらなければ座薬でも入れるのでしょうか。 

たしかに、「一時的に」で良ければ、それでも症状は緩和するでしょう。 

しかし、根本原因はそのまま残っているわけですから、何かのきっかけでまた痛み
がぶり返し、いつまでも不毛なイタチごっこを続けることになります。 

一方、原因治療では、まったく異なるアプローチを取ります。 

原因治療では、症状は表面的
な結果にすぎないと考えていま
すから、まずは症状の原因を
突き止めることに力を注ぎます。

そして原因を突き止めたあと、
どうやって改善していくかのプ
ランを立て、十分なカウンセ
リングを行い、ようやく治療
に入っていきます。 
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原因治療をおこなうためには、対症療法の何倍も手間がかかりますが、遠回りをし
ているようで、実はそれが最短の道なのです。 

あなたのように真剣に自分の体や将来の事を考えている人の症状を、根本から改善
しようと思えば、これは省くことはできない手順なのです。 

それなのに、大半の医療機関で行われている治療は、「対症療法」以外の何物でも
ありません。 

さて、ここまでであなたが「根本原因の解決をしなければならない」と思ってくれ
たとしましょう。 

次に、根本原因に気づかずに時間がすぎると、何が待っているのかをお話したいと
思います。 

健康という資産を食いつぶした結果、 
たくさんの代償を払うことになる。 

今、体に現れている症状があったとして
も、それは表面的なものなので、もしか
すると時間が経てば治まるかも知れませ
ん。 

少し乱暴な言い方をすると、すべての疼
痛（痛み）は単なる炎症反応なので、炎
症が治まれば痛みは引くのです。 

しかし、炎症反応が引いたところで、根本原因が取り除けたわけではないですから、
いずれ再発するのは目に見えています。 

もしあなたがビジネスパーソンなら… 

慢性的に頭痛がして仕事に集中できない… 
手がしびれてパソコン操作も一苦労だ… 
腰に力が入らなくて椅子に座っているのも大変… 
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首や肩が痛くて何も手に付かない… 

などなど、健康面での不安があれば、仕事のパフォーマンスも上がらないでしょう。

もしあなたが子どもを持つ親なら… 

「健全な精神は健全な肉体に宿る」と言われることがありますが、個人的にはこれ
は真実だと思います。 

調子が上がらない体を引きずりながら、気持ちを前向きに持っていくことは、よほ
ど訓練されていなければ普通はできません。 

自分に余裕がないときに、他者に優しく接することは難しいですから、家族を思い
やるエネルギーも出てこないでしょう。 

あなたが趣味を持っているなら… 

スポーツや音楽などジャンルを問わず、趣味を目一杯楽しむためにも、体が健康で
ある必要があります。 

痛みを抱えたまま運動をすると、ますます状況が悪くなるだけでしょう。 

スポーツではなくても、指先がしびれていたら絵も描けませんし、いつ限界が来る
かわからない体の状態では、旅行にも安心して行きにくいかもしれません。 

こうなってしまうと、生きるために何とか仕事をしている状態で、もう自分の楽し
みに使うエネルギーは残されていません。 

残りの人生の時間を考えたときに 
このままで良いのでしょうか？ 

人生の時間は有限です。 

あなたに残された人生の時間で、思い通りに体が動くのはあと何年でしょうか？ 
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残された人生の時間から逆算していくと、いまやらなければならないことが見えて
きます。 

あなたのこれからの人生を考えたときに、取り除かなければならない問題は何でしょ
うか？ 

あなたが原因だと思っているものは、 
原因ではありません。 

さて、治療法の話に戻りましょう。 

ここであなたにご質問したいのは、「あなたははっきりと原因を提示されたことは
ありますか？」ということです。 

当院にお越しいただくクライアントに聞いても、「ストレートネックになっている」
「骨のすき間が狭い」などと言われることはあっても、「なぜそうなっているか？」
という部分は教えてもらったことはないようです。 
 
ストレートネックになっているこ
とや、骨のすき間が狭くなってい
るというのは、状況を教えてもらっ
ているだけで、それ自身が原因で
はありません。 

そんなことを教えられても、「じゃ
あどうしたら良いの？」となるだ
けで、何も解決はしないですよね。

そうではなくて大事なのは、「なぜそうなっているのか？」という部分で、それこ
そが解決するべき根本原因なのです。 

でも、これはあなたに問題があるわけではなく、そもそもそんな深いところまで見
ている医療機関がほとんどないのです。 
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僕自身もこの間違いに気が付くまで、かなりの時間が必要でした。 

僕はこの業界に入った頃は、普通の整骨院で働いていて、毎日毎日、治療とは名ば
かりのマッサージを繰り返していました。 

それでも一時的に良くなる人はいましたが、本当に困っている症状の重い方はすぐ
に再発し、根治させることは難しい状態でした。 

しかし、ある方とご縁があり、「僕が原因だと思っていたものは原因ではなく、表
面的な症状にしか対処していない」ということを教えてもらいました。 

僕はその話を詳しく聞き、いままで思うような治療効果がでない理由が、はっきり
と分かりました。 

実際に、その考え方を取り入れ始めてからは、今までは完治させることが難しいと
思っていたような重症の方も、次々と良くなっていきました。 

僕はこの情報を、必要としている人にもっと届けなければ、と思うようになりまし
た。 

片道2時間以上かけてでも治療に通ってもらえる理由 

それから、僕は働いていた整骨院を辞め、
原因治療を専門におこなう現在のオフィス
を立ち上げました。 

いまではホームページに記事をアップし、
メルマガを発行したりもしていますが、最
初は口コミだけでクライアントを受け付け
ていました。 

はじめはクライアントもまばらでしたが、
いまでは遠方からもお越しいただくことが
多くなり、片道二時間以上かけて通ってく
ださる方も珍しくはありません。 
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クライアントの数を絞る二つの理由 

一つの理由は、他の医療機関のように沢
山のスタッフを雇って、流れ作業のよう
に治療するわけではないので、一日に受
け入れられる人数に限りがあるからです。

二つ目の理由は、ほとんどの人は目先の
痛みが楽になれば満足で、そもそも根本
的に治すことを目的としている人がとて
も少ないからです。 



頭痛専門外来で原因不明だった頭痛でお困りだった方や、交通事故の後遺症で杖が
ないと歩けなかった腰痛、脊柱管狭窄症で治療法がなくマッサージを受けるしかな
かった人など、、、 

この原因治療を取り入れてからの結果は、いままでとは比べ物にならないほどで、
それ以外にもたくさんの困っている人が良くなっていきました。 

そのおかげで、巷にあるような対症療法では良くならなかったような方が、集まっ
てきていただけるようになったのです。 

あなたは結果を証明されたことはありますか？ 
 
他のところを悪く言うつもりはありませんが、と言
いつつ悪口みたいになってしまいますが、あなたは
結果を見せてもらったことはありますか？ 

医療とは科学ですから、原因があるというのなら、
それを客観性のあるもので証明し、治療をおこなっ
た結果、その問題が改善されたというのなら、それ
もまた科学的な根拠のあるもので証明しなければなりません。 

例えば、病気やケガで病院の治療を受けたときに、血液検査やレントゲンで原因を
特定するでしょうし、治療がある程度まで進んだときに再度検査をおこなって、ど
れだけ改善されたかを確認するはずです。 

そのような検査をすることもなく整体やリハビリを行って、「痛くなったらまた来
てくださいね」というだけでは、なにも科学的根拠と呼べるものがありません。 

それでは、とても医療と呼べるようなものではなく、慰安や気休め程度のものでし
かありません。 

このように、あなたが今まで思ったほどの結果を得られていないのは、原因を突き
止める前に、表面的な症状ばかりに対処していたからなのです。 
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あなたに質問します。あなたは、、、 
 

このようなことを、手によるチェックや体の動きだけではなく、科学的な根拠を提
示されながら、納得がいくまで説明されたことはあるでしょうか？ 

なぜ他の人は大丈夫なのに、あなただけ骨のすき間が狭くなるのでしょう

か？ 

もっと高齢でも元気な方はいるのに、本当に年齢だけの問題でしょうか？ 

同僚も同じ仕事をしているのに、あなたの体だけガタガタなのはなぜでしょ

うか？ 

このようなことを説明されたことがないのなら、それは原因治療ではなく対症療法
だと言わざるを得ません。 

それでは臭いものにフタをして、異臭の原因はそのまま放置しているのと、まった
く同じことですよね。 

さまざまな症状を引き起こす体の構造的な問題 

では、その根本原因とは何でしょうか？ 

それが、当院のサイトにも書いてある、「骨格の歪み」なのです。 

内科疾患などの病理的な問題を除いた場合、体に現れる痛みやしびれのほとんどは、
骨格の歪みが原因だと言って差し支えはないでしょう。 
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① なぜ症状が出てるのか？ 
② 正常な状態と比較してどこが悪いのか？ 
③ 治療した結果どれだけの変化があったか？



レントゲンによる骨格分析の統計データにもとづいて考えてみても、頭痛、首の痛
み、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、椎間板ヘルニア、手足のしびれなどの症状も、
「どこの骨がどう歪んでいるか？」という違いがあるだけに過ぎません。 

骨格は体の支柱となる以外にも、神経を保護
するハードケースのような役割もしています
し、ほとんどの筋肉が骨に付着しています。 

その骨格に構造的な問題が生じれば、関節や
筋肉に負担がかかり、神経が圧迫されますか
ら、歪み方によって様々な症状が現れてきま
す。 

多くの人が良くならないのも、この骨格の歪みという体の構造的な問題を無視して、
そこから出ている表面的な症状にばかり対処しているからです。 

骨格の歪みを科学的に分析するメソッド 

しかも骨格の歪みは、鏡の前で姿勢検査をしたり、手で触ったり、動作チェックを
していても分かるようなものではありません。 

もしあなたがこのような方法で、「骨が歪んでいる」と言われたことがあるのなら、
残念ながらその話には根拠がありません。 

なぜなら、人それぞれ顔の造りが違うように、生まれ持った骨格の形状も、人ぞれ
ぞれ違うからです。 

生まれつき背骨が曲がっている人もいれば、左右で足の長さが違ったり、本来は離
れているはずの骨がくっついていたりすることもあります。 

100人いれば100通りの骨の形があり、100通りの歪み方があるのです。 
ですから、そのような不確定要素をすべて排除し、正確に確認する唯一の方法が、
レントゲンなのです。 

しかし、レントゲンを撮ることで、、、 
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正常と比較してどこが悪

いのか？ 

どこに問題があってその
症状が出ているか？ 

ということが、すべて客観的な画像データとして、文字通り目で見て確認できるよ
うになります。 

そして、治療後に再度レント
ゲンを撮影すれば、右のレン
トゲンのように「治療前と比
べてどれぐらい良くなった
か？」ということも確認がで
きます。 

それが本当の医療であり、科
学的根拠と呼べるものです。 

結論としては、もしあなたが
何らかの症状で困っていて、なかなか良くならなくて苦しんでいるのなら、目先の
症状に惑わされるのはやめて、根本原因の究明をおこなうべきです。 

それ以上に重要なことはありません。 

健康で充実したライフスタイルへの第一歩 

もしあなたが、このレポートで解説したような状態に陥っているなら、いまこそ問
題の見方を変えるときです。 

あなたはそこから抜け出さなくてはなりません。 
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表面的な症状に振り回されるのはやめて、根本原因を取り除くのです。 

そうすることで健康状態が回復し、本来のライフスタイルを取り戻すことが出来る
でしょう。 

このレポートを読んだことによって、あなたは新しい問題の見方を手に入れました。

これがあなたにとって、素晴らしいスタートになることを願っています。
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