
東かりき鍼灸整骨院を知ってもらうために。



本日の流れ

①受付
②問診表記入
③姿勢検査・Karada Scan
　血圧測定・体温測定
④問診
⑤お身体の検査 ( 施術前 )
⑥施術
⑦お身体の検査 ( 施術後 )
⑧根本治療と治療計画説明
⑨アンケート用紙記入
　LINE@ 登録
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必ずお読みください
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※当院は国に認められた 保険医療機関 ですが、すべての痛みや症状に　健康保険が適用さ

れるわけではありません。
健康保険は、
①痛めた原因と日時がはっきりしている。　
➁仕事以外の理由で出現した痛み のみに対して適応となります。

それ以外の痛みや症状に対しては、健康保険適応の治療を受けることはできません。
※当院は、法令順守を徹底 しております。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

急性の痛み 【ひねった（捻挫）・ぶつけた（打撲）・肉離れ・寝違い・ぎっくり腰・すじ違い】

おおむね１～２週間以内に出現した痛み⇒健康保険が適応
慢性の痛み 【肩こり・五十肩・慢性腰痛・頭痛・神経痛・しびれ・姿勢骨盤矯正・他の医院
　　　　　　で治療中の症状】
長い間ずっと抱えている慢性的な痛みは保険適応ができません。
⇒自費治療が適応（どこへ行っても改善しない症状を根本的に治療します）



東かりき鍼灸整骨院のご紹介
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商号名：　　株式会社 KARIKI.med 
医院名：　　東かりき鍼灸整骨院 
所在地：　　〒007-0032
　　　　　　札幌市東区東雁来 12 条 2 丁目 1 番 1 号 
連絡先：　　TEL.011-788-6044 / FAX.011-788-6044 
 設立：　　　2018 年 4 月 4 日（2015 年 4 月開業） 
代表：　　　佐藤 聡宣　Toshinobu Sato 
スタッフ：　8 名
事業内容：　整骨院、整体院、鍼灸治療院の経営、運営
　　　　　　リハビリテーション施設の運営、管理
　　　　　　トレーニング、リハビリテーション用器具
　　　　　　の販売他、関連する商品等の企画、販売
　　　　　　スポーツインストラクターの教育、育成 



当院スタッフのご紹介
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院長：佐藤 聡宣 副院長：奥山 香織 

鍼灸師・柔道整復師：横山 奈緒美 柔道整復師：泉 大祐 柔道整復師：清野 誠貴

受付：澤田 裕美子 受付：加藤 由佳



当院は様々な外来を受け付けています～ 1
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①一般外来
→日常生活（スポーツ以外）のケガや寝違え、ぎっくり腰の方などの痛みに対して治療を行う。

②スポーツ専門外来
→スポーツでの捻挫や肉離れや痛みに対して治療を行う。

③肩こり・腰痛・神経痛・治療専門外来
→整形では痛み止めの薬とシップだけ、毎日のように接骨院や整体に通うが
　その場しのぎで痛みが取れないなど、どこに行っても治らない方、　もう
　再発させたくないという方が多く施術されています。
　慢性的な肩こり、頭痛、五十肩、腰痛、神経痛に対して専門的に行う。

外 

来



当院は様々な外来を受け付けています～ 2
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④子供の姿勢矯正専門外来
→近年はパソコン、ゲーム、携帯などで外に行かずに長時間、背中を曲げた状態で過ごすお子様
　が増えてきました。患者様からのお声で生まれた子供姿勢矯正にも自信を持って子供姿勢矯正
　を専門的に診させて頂きます。
⑤産後骨盤矯正専門外来
→産後は特に女性にとっては体の変化が著しく様々な症状が起こってしまいます。
　肩こりや頭痛、自律神経や内臓にまで変化があってもおかしくありません。
　特に骨盤の変化は著しく、それにより婦人科系疾患も多く聞きます。しかし神様は命を生み出
　す女性にギフトを与えました。生まれてから死ぬまでにたった一度、出産の時に関節・靭帯を
　最も緩めるホルモンがでます。出産前から産後６ヵ月くらいまでそのホルモンは出ると言われ
　てます。その時こそ全身を整える神様のギフト「リセット」と呼ばせて頂いています。
　逆にそのままの状態でいますと後から様々な症状が出てもおかしくないという事です。
　是非、産後の方が知り合いにいらっしゃる方はご相談下さい。
　産後の方の骨盤矯正を専門的に行っています。



当院は様々な外来を受け付けています～ 3
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⑥交通事故治療専門外来
→当院は交通事故専門治療院でもあります。
　交通事故によるケガや不調の治療も専門としています。
　自賠責保険や任意保険、そのほかの知らないと損をする保険の知識も必要な方にはお伝えして
　いきます。国家資格者が交通事故患者様に対して専門的に治療を行います。

⑦労災保険治療外来
→業務中・通勤途中での怪我に対して治療を行う。
　労災指定医療機関としても認定されていますので労災保険のことも当院にまずご相談ください。

外 

来
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どの外来も
医学的知識と経験に
基づき施術に
入らせて頂きますので
安心して
お任せください。



厚生労働省認定の有資格者～ 1
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当院は厚生労働省認定の有資格者の為、安心して治療が受けられます。

業として柔道整復を行うことができる国家資格、あるいは
その国家資格を持つ者。
柔道整復師においては第二条で「厚生労働大臣の免許を受
けて、柔道整復を業とする者」と定義される。
柔道整復師は診断をして柔道整復治療を行っており「医業」
の一部と看做されている。
健康保険では保険が適用される傷病名として骨折・脱臼・
打撲・捻挫・挫傷などの傷病名が列記されている。

柔道整復師

免 

許



厚生労働省認定の有資格者～ 2
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当院は厚生労働省認定の有資格者の為、安心して治療が受けられます。

業としてはり・きゅうを行うことができる国家資格、ある
いはその国家資格を持つ者。

「厚生労働大臣の免許を受けて、はりきゅうを業とする者」
と定義される。
鍼灸に関連する医療行為は、「あん摩マッサージ指圧師、
はり師、　きゅう師等に関する法律」（1 条）により医師法

（17 条）に対する特別法となっている。
鍼灸の健康保険治療には、医師による同意書が必要とされ
ている。

鍼灸師

免 

許



当院の施術のご紹介
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TEAMWORKCRAFTMANSHIP EXPERIENCE

SMILESPECIALIST SINCERITY

PROFESSIONAL



当院の特徴～ 1
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当院の特徴は、初診時の徹底した問診。

問診
いつ、どこで、何をして、どの様に痛めてしまったのか、
同じ痛みは繰り返していないかなど、患者様のお身体の
事や不安に思っていることなどをお聞きします。
わかりやすく、iPad や図を書いたり、人体模型や人体図
などを使い、どこが痛みの原因で、なぜ痛みがあるのかを、
視覚的に患者様にわかりやすく説明します。
患者様の症状に合わせ、東かりき鍼灸整骨院でご用意でき
るベストな治療メニューを提案させていただきます。
もし、検査の段階で骨折や脱臼のような症状が疑われた場
合は、しっかりとギプス固定などで処置し、提携している
病院に紹介状を書きますので、安心して御来院ください。

東かりき鍼灸整骨院では、患者様とのコミュニケーションをとても大切だと考えています。



当院の特徴～ 2
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当院は、骨盤矯正や姿勢矯正が得意な整骨院です。

当院では、アメリカより直輸入した骨盤矯正専門の医療機器を使用し、本格的な骨盤矯正を
行っています。
通常の骨盤矯正のように、ボキボキせず、無痛で、ハイレベルな施術 が行えます。



骨盤矯正
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トムソンベット

本場アメリカの医師が開発し、世界中の医師に
よって医療現場で使用されています。
このトムソンベットを正しい知識と技術で使用
出来る接骨院は珍しいです。

～骨盤矯正・姿勢矯正に特化した骨盤矯正専門ベット～



骨盤矯正
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歪みのある身体に対し『骨格・骨盤矯正』を行います。

我々は、身体の痛みや症状を取る” スペシャリスト” の集まりです！！

内側顆（ないそくか）

外側顆（がいそくか）

末節骨（まつせつこつ）

中節骨（ちゅうせつこつ）

基節骨（きせつこつ）

腰椎（ようつい）

仮肋（かろく）

胸椎（きょうつい）

上腕骨頭（じょうわんこつとう）

頚椎（けいつい）

軸椎（じくつい）

頭頂骨（とうちょうこつ）

踵骨（しょうこつ）

距骨（きょこつ）

坐骨（ざこつ）

内側上顆（ないそくじょうか）

肘頭（ちゅとう）

外側上顆（がいそくじょうか）

肩甲骨（けんこうこつ）

肩甲棘（けんこうきょく）

肩峰（けんぽう）

環椎（かんつい）

後頭骨（こうとうこつ）

calcaneus 

talus

ischium

epitrochlea

olecranon

epicondyle

scapula

acapula

acromion

atlas

ocvcipitap bone

medial condyle of femur 

lateral condyle of femur

distal phalanx

middle phalanx

proximal phalanx

lumbar vertebra

costae spuriae

thoracic vertebra

head of vertebra

carvical vertebra

axis

parietal bone

末節骨 （まつせつこつ）

指骨 （しこつ）

中節骨 （ちゅうせつこつ）

中足骨 （ちゅうそくこつ）

基節骨 （きせつこつ）

足根骨 （そっこんこつ）

腓骨 （ひこつ）

頸骨 （けいこつ）

膝蓋骨 （しつがいこつ）

大腿骨頭 （だいたいこつとう）大腿骨 （だいたいこつ）

大腿骨頸部 （だいたいこつけいぶ）

大転子 （だいてんし）

手根骨 （しゅこんこつ）

中手骨 （ちゅうしゅつこつ）

指骨 （しこつ）

尾骨 （びこつ）

仙骨 （せんこつ）

腸骨 （ちょうこつ）

橈骨 （とうこつ）

脊柱 （せきちゅう）尺骨 （しゃこつ）

浮肋骨 （ふろっこつ）

上腕骨 （じょうわんこつ）
肋骨 （ろっこつ）

胸骨 （きょうこつ）

下顎骨 （かがくこつ）

上顎骨 （じょうがくこつ）

側頭骨 （そくとうこつ）

鎖骨 （さこつ）

頬骨 （きょうこつ）

前頭骨 （ぜんとうこつ）

phalanx

phalanx

femur

metatarsus

tarsus

fibula

tibia

distal phalanx

middle phalanx

proximal phalanx

patella

head of femur

neck of femur

greater trochanter

metacarpus

carpus

coccyx

sacrum

ilium

radius

vertebral column
ulna

floating rib

humerus

ribs

stetnum

mandible

maxilla

temporal bone

clavicle 

zygomatic bone

frontal bone



姿勢矯正（猫背矯正）
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上半身の歪みのある身体に対して『猫背矯正』を行います。
一度でかなりの効果を実感できますので是非お試しください。

当院ではストレッチポールを使用して、独自に開発した矯正と運動療法にて施術を
行います。医学的根拠の上での本格的な施術を行っています。
オールハンドでしますので運動やトレーニングでは治しません。



外傷治療
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当院で最も得意な施術は外傷治療です。

当院では外傷に対してエコーでしっかりと鑑別をして、症状に合わせてドクターも
認めるギプス固定を施し、精密検査（MRI）が必要とあれば連携病院にご紹介をし
て、患者様の症状をいち早く見つけ、治す事が治療方針となっています。

「怪我・外傷を診る」
接骨院としては当たり前の事なのですが昨今、少なくなってきた気がします。
怪我・スポーツ外傷なら当院にお任せ下さい！！

提携・協力医院
医療法人 明雪会 環状通整形外科
医療法人社団 恵信会 北栄整形外科



最新画像検査（エコー）
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鈎状突起 間隙
内側上顆

AOL



エコー鑑別
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エコーの利点

①容易にその場で検査できる。
②被爆しない。赤ちゃんでも可能。
③短時間でレントゲンではわからない部分（筋肉・筋・血管）の損傷が診れる。
④子供の身長の伸び具合が大体ですがわかります。

このようにしっかりと患者様自身にも怪我の状態を見てもらった上で
インフォームドコンセントを徹底しています。
日常の生活での怪我、スポーツ外傷での捻挫・骨折・筋挫傷から鑑別
の幅が多くレントゲンではわからない事まで鑑別出来る事があります。



お約束
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インフォームドコンセントとは・・・
患者様への説明と同意

徹底することをお約束します！！！！



子供の身長が気になる方へ
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当院は子供の骨端線がわかります。

●骨端線（成長線）
骨の端にある軟骨が骨にかわってゆく境目の部分。
大人になるにつれ骨端線はなくなり骨の成長が止まります。
医学的には骨に【骨端線】が残っている時期までが成長期。
男性・・・17 歳～ 18 歳くらいまでです。
女性・・・15 歳～ 16 歳くらいまでです。
しかし、人により男性で 25 歳、女性で 22 歳ごろまで骨端線が残ってい
て、伸びる ( 成長期 ) 場合もあります。

●骨端線の確認
病院で手や足のレントゲンを撮ってもらうと簡単に判ります。

当院では「エコー」で観察できます。

●骨端線が無かったら・・・
骨から身長を伸ばすということは医学的には無理ですが、あきらめないで・・・
まだ身長を伸ばす方法はあります。

※栄養を食事で補いきれない方は、
　治療院でしか手に入らないサプ
　リメントが当院にはございます。

骨端線
骨端線

骨端線

レントゲン

エコー



成長期最強サプリメント
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                                  ★成長に必要な 3 か条★

①睡眠
　「寝る子は育つ」
　22 時から 2 時が成長ホルモンのピークになる。

②食事
　バランスよく好き嫌いせずに食べる。

③運動
　特にジャンプ系、走る系は骨刺激大で効率的。

④愛情と支援
　子供だけでは環境は整いません。
　親が成長期にどれだけ本気で
　手をかけるかで子供の成長は決まる。

＋

　1、国の規格基準をクリアした

　　  機能栄養食品

　2、成長ホルモンを促す

　　　「アルギニン」

　　　「オルニチン」

　　　「シトルリン」配合

　3、接骨院専門販売

他のサプリメントとの違い
　➀非効率的な出費はさせません。
　 エコー検査にて成長線の有無を診察するため、成長が期待できる子供限定。
　➁売りっぱなしではない。
　 接骨院の先生が直接説明して経過もみます。

親御さん

必見！！

 3 ヶ月コース　\14,190( 税抜 )
※1 本あたり \4,730( 税抜 )

12 ヶ月コース　\50,760( 税抜 )
※1 本あたり \4,230( 税抜 )

☆のび太郎のここが凄い☆

★価格★　１瓶 (１ヶ月分 )　\4,980( 税抜 )　※詳しくはスタッフまで

 6 ヶ月コース　\26,880( 税抜 )
※1 本あたり \4,480( 税抜 )



ギプス固定
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例

ギ
プ
ス



認定証
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JJTA（日本外傷協会）認定書

当院は、JJTA（日本外傷協会）
の認定院です。
外傷を診る・エコー鑑別・ギプス
固定と全てのレベルを高い水準で
取得していますのでご安心下さい。

認
定
書



認定証
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日本電気治療協会認定書

当院は、日本電気治療協会の
認定院です。
急性、慢性のケガ痛みなど早
期回復するために、よりハイ
レベルなハイボルト治療を行
うことができます。

認
定
書



高性能電気治療 ハイボルト
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ハイボルト治療で世界で活躍するアスリートのご紹介

シアトル
マリナーズ
イチロー

ロサンゼルス
エンゼルズ
大谷翔平

オリンピック
メダリスト
浜口京子

元プロ
野球選手
川上憲伸

元横綱
日馬富士

オリンピック
三連覇

野村忠宏



注目
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当院の患者様で痛みのある方は、90％の方がご利用いただいています！

当院ではイチロー選手や大谷選手、川上投手、野村忠宏選手、浜口京子選手、
日馬富士など、多数のプロスポーツ選手が実際使用してる、痛みの根本から
治す、高性能電気治療機器・ハイボルトで治療します。

90％
先生がマンツーマンで行い、3 ～ 5 回で
90％の方が効果があった実感しています。



インナーマッスル治療～ 1
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楽トレについて

歪みの原因であるインナーマッスル低下に対して『楽トレ』を行います。

※３０分寝るだけラクラク簡単 インナーマッスル トレーニング。
※ダイエット効果も期待できます。
※当院は根本治療とともに インナーマッスル に対し治療ができる全国的にも数少ない
　接骨院です。

世界 8 か国特許済！



インナーマッスル治療～ 2
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楽トレの効果～ 1

Before After Before After

たった 3 ヶ月で、-5cm ！ たった 3 ヶ月で、-12cm ！

ウエストが細くなった上に、骨盤の過度な前傾が
減少し綺麗な姿勢を維持できるようになりました。

腹筋の弱さが原因で腰に負担が掛かっていましたが
脂肪が減り筋力が増し腰への負担が軽減されました。



インナーマッスル治療～ 3
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楽トレの効果～ 2
Before After Before After

たった 3 ヶ月で、-7cm ！ たった 3 ヶ月で、-10cm ！

腹筋の衰えが原因でお腹が弛み後ろに沿っていた
上半身をまっすぐ維持できるようになりました。

お腹が凹んだ上に、良い姿勢を保てるようになり
背骨に負担がかっていた姿勢が改善されました。



鍼灸治療
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肩こり・腰痛・神経痛などの慢性の痛みによく効きます！

電気針

針



交通事故治療
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健康ライン

不調ライン

痛くないからと言って通院しないと・・・

通わなくなると・・・事故

1 ヶ月目 2 ヶ月目 3 ヶ月目

治療回数と期間

痛い

悪い

良い

身
体
の
状
態

補償打ち切り治療治癒

補償打ち切り以降は、
治療費が自己負担に！

後遺症が残り
やすくなります！



当院が地域の皆様から選ばれる理由
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①治療のお値段が安い！
⇨通常整体院　　　　6,000 円～ 8,000 円
東かりき鍼灸整骨院　1,600 円～ 6,000 円
②予約優先なので待ち時間が少ない！
⇨通常整体院滞在時間　　　　60 分～ 90 分
東かりき鍼灸整骨院滞在時間　30 分～ 50 分
③身体を常にベストコンディションで保てる！
東かりき鍼灸整骨は、根本治療の為、痛みの出ない身体にします。

更に！プリペードカードなら、11 の施術がオトク！



治療方針
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当院で痛みを取り除き、根本原因である歪みも整えて、最後に予防治療である身体の軸を
しっかりと保てるようになったら、当院からの卒業です。
痛みの出ない身体づくりを目指し、人生一回だけでも良いので自分自身の身体と向き合っ
て、本気で健康の一歩先を手に入れましょう。
皆様の幸せの追求に当院がお手伝い出来たら私たちも幸せの限りです。

卒業



患者様の喜びの声
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■病院で 1 カ月以上かかるといわれた捻挫が 2 週間で運動可能になった方。

■何をしても改善しなかった体のバランス痛みが初期治療で改善し、月 1 の
　メンテナンス施術で維持できるようになった方。

■パソコン業務が多い方で、頭痛、肩こりがひどく、　神経内科で処方され
　た薬を飲む生活だった方が、1 か月週１回の施術で、薬を飲まなくてもよく
　なりさらに姿勢もよくなった方など。

沢山の皆様よりお喜びの言葉が届いております！
感 

謝
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我々が全力でサポートさせていただきます！


