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独自の姿勢矯正理論とテクニックを編みだし 

「姿勢矯正士」資格を創案した西本伸会長      

 

特集 日本姿勢矯正士協会がリニューアル！ 

会員紹介(画像をクリックで各 HP へ移動します) 

 

西本 伸（にしもと しん） 
 （京都にしもと整体院院長） 

平成８年７月 某整体専門医学院卒業、平成８

年１１月西院整体院開院、            

平成２２年７月京都にしもと整体院に移転。 

某整体専門医学院卒業後、その理論やテクニッ
クを駆使して治療に当たるが、どうしても慢性
の症状が取れず、その理論やテクニックに疑問
を抱く。 
世の中には、ひどい慢性の肩こりに悩む人と、
全く肩こりの無い人がいる現状を考え、その違
いの究明に乗り出す。そしてその原因が姿勢に
ある事に気付く。姿勢と肩こりのメカニズムを
解明し、姿勢矯正テクニックの開発に取り組
む。「姿勢矯正士」資格の生みの親。体調不良
で苦しむ人々を救うためには多くの優秀な施術
家を育てると共に医療従事者に影響を与える必
要性を痛感する。そのためには姿勢矯正をメジ
ャーにしようと２００８年８月８日、日本姿勢
矯正士協会を立ち上げ、安心して治療が受けら
れる施術家・医療従事者の実力者集団を育成す
る活動を開始。独自に編み出した理論とテクニ
ックで姿勢矯正のパイオニアとして業界をリー
ドしている。 

 

 

 
 
辻内正昭（つじうち まさあき）  
（姿勢カイロ・オフィス院長）  
 
1972年 
 整体医法、経絡、身体均整法の研究開始。 
2006年  
 西本伸先生のテクニッ クに感動し解剖学、
神経学、運動学、カイロプラクティック、オス
テオパシー等の研究を深める。 
2008年 8月「姿勢矯正士」第 1号となる。 
 
2011年 4月  
「姿勢カイロ・オフィス」開院。  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

濱田 理（はまだ おさむ） 
（六甲アンカー整骨院院長） 
手に職をつけて、人に喜ばれる仕事がしたい
と、製薬系会社員から、この業界に転身。整形
外科リハビリスタッフ、整骨院助手、整骨院院
長を経て 2010年 4月六甲アンカー整骨院を開
院。治療を続ける中で、患者さまをもっとラク
にできないか？症状をもっと早く解決できない
か？と思い悩んでいた時に西本先生のブログ
「姿勢矯正士の独り言」に出会い、その内容
に、多くのヒントを頂き、姿勢矯正の重要性を
実感。2010年 12月に勉強会に参加し、先生の
治療を目の当たりにして感動。その理論、テク
ニックの独自性、即効性もさることながら姿勢
矯正をもっと世に広めたいという先生の熱い想
いにも共感、2011年 4月より師事、姿勢矯正
テクニックの直接指導を受ける。略歴関西メデ
ィカルスポーツ学院スポーツトレーナー、メデ
ィカルトレーナー資格取得整形外科くにしげク
リニックリハビリスタッフ岡山鍼灸整骨院施術
助手関西健康科学専門学校柔道整復師科夜間部
卒業 柔道整復師免許取得くもい整骨院院長 
以上の経歴を経て 2010年 4月 
「六甲アンカー整骨院」開業  

 

http://www.nishimoto-chiro-lab.com/index.php
http://www.naxnet.or.jp/~teri/
https://sites.google.com/site/rokkoanchor/home/
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東岡誠（ひがしおか まこと） 
（姿勢矯正専門整体院 mint院長） 
昭和 57年 9月 1日生まれ 
大阪府枚方市出身、北区在住。日本カイロプラ
クテッィクドクター専門学院卒業。 
米国ライフカイロプラクティックカレッジウエ
スト人体解剖学修了。 

 
大阪市北区の整骨院にて勤務。大阪市東成区の
整体院にて院長を経験。 
２０１２年８月大阪市南森町で『姿勢矯正専門
整体院 mint』開院。 

 

 

 

 

 田中京子(たなか きょうこ) 
2012年 英国 IFR 公認日本リフレクソロジス

ト取得・日本タイ式マッサージ取得  

 

2011年 某整体スクールで 2年間推掌を学び

臨床に出るが、対処療法の施術に疑問を拭えな

かった頃、西本先生のブログに出会い雷が落ち

る。 

西本先生の考え方が好きです。 

姿勢矯正への情熱や技術はもちろんですが、溢

れる情報に翻弄されぬよう、自分で壁を乗り越

えていけるよう、物の見方、考え方を教えても

らった事が 1番の宝だと思っています。 

カラダの間違った知識、間違った施術を受け、

悩まれているたくさんの方の手助けができるよ

う、日々邁進です!! 

3月 1日「つなぐ整体院」を開院。 

 

 

 

 

富樫こうち（とがし こうち）          

（TSLとがし整体 Labo代表 ）       

東京都杉並区にてカイロ整体院を開院以来、姿

勢改善から肩こりや腰痛を見直すため、根本治

療として骨格矯正を一つの施療活動とする中、

ご縁により西本先生に師事し、スキルアップの

ため西本式姿勢矯正法を学ぶ。現在は、同協会 

東京支部として施療活動を行うも、関東地区に

姿勢矯正士の輩出を願い、一人でも多くのセラ

ピストが継承できるよう姿勢矯正スクール、セ

ミナーを併設。姿勢矯正に興味ある方は、ご相

談ください。  http://www.tsl-seitai.com/ 

 

 

 

矢田克正（やた かつまさ） 
（姿勢専門整体 KATSUMASA院長） 

平成２４年 8月 9日姿勢カイロ・オフィス併設

の和歌山ポスチャーアカデミー整体学院を卒業

して整体師の資格を修得。 

同年 9月 2日、日本姿勢矯正士協会本部にて

「姿勢矯正士」資格を修得し現在和歌山県貴志

川町に開院。 

BARBER KATSUMASA(理容店)も経営している。 

電話：0736-64-1882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉野明嗣（よしの あきつぐ） 

約 10年程前に、右膝を痛めてしまい半信半疑

で偶然うわさに聞いた整体治療を受け、月２回

ほどの治療で３ヵ月程で完治してしまいまし

た。以来タイミングが合えば勉強してみたいと

いう念が生じてましたところ、この度西本先生

の姿勢矯正に出会いました。体（からだ）すな

わち姿勢のメカニズムを深く理解させるレッス

ンを受け、更に沢山のインターンを経て、テク

ニックや姿勢メカニズムの実施勉強をさせてい

ただきました。この度、養成スクールを卒業さ

せていただくことになりましたが、これからも

西本先生を見習い、更なる技術の向上とその飽

くなき追求を実践し、願わくば姿勢矯正を少し

でも広めてゆきたいと思います。 

 

 

米田雅洋（よねだ まさひろ） 

平成２４年 8月 9日姿勢カイロ・オフィス併設

の和歌山ポスチャーアカデミー整体学院を卒業

して、整体師の資格を修得。 

同年 9月 2日、日本姿勢矯正士協会本部にて

「姿勢矯正士」資格を修得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsl-seitai.com/
http://shisei-mint.com/index.html
http://tsunagu-seitai.jp/
http://www.tsl-seitai.com/
http://itp.ne.jp/shop/KN3001060900000671/
http://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/011/
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大沼勝寛(おおぬまかつひろ)         

資格 Ｈ22理学療法士             

Ｈ25アドバンストトレーナー（日本コアコンディシ

ョニング協会）H27姿勢矯正士                    

埼玉県内の病院に理学療法士として勤務しておりま

す。「動作は姿勢の連続である」と言われるよう

に、かねてから姿勢の重要性は高いと考えていまし

た。そんな中、姿勢に関する知識・技術で他を圧倒

する姿勢矯正士を知り、受講を決意。肩こりや腰痛

の改善のみならず、美しい姿勢を求める方々の希望

を叶えられる素晴らしい技術であると確信しており

ます。今後は、関東圏内を中心に、よりプロフェッ

ショナルな姿勢矯正士を輩出していけるよう、微力

ながら尽力していきたいと思います。ブログ：

http://ameblo.jp/stock114se1/ 

 

 

WELCOME ! 

NEW SUCCESSFUL 

CANDIDATE!(Jan.2017) 

 

池上真澄（いけかみますみ) 

約 5年前、某整体学校卒業後、リラクゼーショ

ン系の店舗で働くも、一向にお客様の症状が良

くならない事に疑問を感じながら仕事をこなし

ていました。 

方法を模索している中、西本先生の理論に共感

し、姿勢矯正士の道へ。 

肩こり、腰痛で悩んでいる人をなくしていきた

い信念を持ち、精進していきたいです！ご期待

ください。 

 

 

 

 

 

大西琢磨（おおにしたくま）           
資格 柔道整復師 おおにし整骨院院長 

和歌山県紀の川市の姿勢矯正整体院姿勢カイ

ロ・オフィスで基礎となるテクニックと理論を

習得しました。姿勢矯正は奥が深いと感じてい

ます。姿勢矯正士の理論とテクニックを日々の

施術に生かしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

松葉武憲（まつばたけのり） 
なかたに整形外科クリニック みつば会森田リ

ハビリ整骨院を経て平成 28年 3月、堺市西

区鳳に「めばえ鍼灸整骨院」を開業。              

この業界に入って 10年目で開業はしました

が、西本先生に教えて頂きやっとスタートライ

ンに立てました。これからが修行かもしれませ

ん。スクールは毎回発見があり楽しかったで

す。 治療に対する考え方がガラっと変わり、

揉んでいるだけの治療家から卒業できて嬉しい

です！ これからはもっと臨床を積んで、先輩

方にも追いつけるよう頑張りたいです！ 

めばえ鍼灸整骨院のホームページ 

http://www.mebae-shinkyu.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本姿勢矯正士協会は 2008年 8月 8日に発足。以来、姿勢の専門家

が集い、姿勢矯正理論と技能を研き、パイオニアとしての気概を持

って、常に最先端を走り続けているプロ集団です。「姿勢矯正とハ

イパー治療をメジャーに！」を合い言葉に、より優れた姿勢矯正」

を追求する人材を育成しています！ 

デモンストレーション FILM 

   

http://ameblo.jp/stock114se1/
http://www.mebae-shinkyu.com/
http://11shisei.com/2016/01/30/【埼玉の姿勢矯正士によるセルフケア整体】スト-2/
http://www.ekiten.jp/shop_2923927/
http://www.mebae-shinkyu.com/
http://www.naxnet.or.jp/~teri/englishjpsaagree.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Me1r-HqaFV0
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姿勢矯正研究会の開催！ 
会員と認定された「姿勢矯正士」が参加できる研究会である。         

会員となる条件は会則、第三章 第７条をご覧ください。 

 

 

原因を取り除く優れた技能を誇る！ 

安全教育の推進！ 

プロ集団による連携！ 

姿勢矯正研究会はここ５年間、各月に開催されてきている。解剖学

や骨学、神経学に基づいた姿勢矯正理論と不調症状の根本原因に

アプローチし、治療するテクニックをほこっている。研究会では初心に戻

り自己を研ぎ澄ます！また毎回刺激的なカンファレンスが行われるのも

特徴の一つである。持ち寄られた臨床例を様々な角度から議論し解

決していく。安全教育を行い。経営に関する質問にも応じている。やる

気のある実力者プロ集団を目指す。 

  

 

 

 

 
  

 

 

姿勢矯正テクニックの神髄を極める！ 

創始者直伝の姿勢矯正を磨く。また参加者の不調症状を

取り除く、実践研究も盛んだ！ 

 

日本姿勢矯正士協会とは？ 
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