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日本姿勢矯正士協会は「姿勢を良くする実力を持った専門家」から成るプロ集団です。  

姿勢を良くすることで不調症状を取り、健康を回復維持させます。 

「姿勢から健康をクリエイトする」というコンセプトで精進、進化し続けています。 

 

(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）          
日本姿勢矯正士協会会長 
（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、現
在に至る。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）        
和歌山支部長 
（姿勢カイロ・オフィス院長）  
１９７２年趣味として整体医法、経絡、身
体均整法の研究開始。（不調の同僚等を改
善する喜びを見いだしていた時期）。                
2006 年西本伸先生に自らの不調を治してい
ただき感動。この技能は絶対に究明すべき
だと直感。これまでの技能を全て捨て去り
弟子入り。仕事以外の余暇の大部分を解剖
学、神経学、技能習得の時間にあて 2008 年
8 月「姿勢矯正士」第 1 号となる。          
過去には 22 歳で腰椎損傷。4７歳で両膝半
月板損傷。50 歳に右大腿骨頭壊死。２０１
０年 59 歳の時、頸椎脊柱管狭窄症を発症
し、療養のため教職を約半年休職、痛み、
しびれと闘うことになった。２０１１年２
月、療養生活に専念しようと退職。その後
まだまだ不調ながら病状に改善が見られ
2011 年 4 月開院してみようかと思える状態
になり「姿勢カイロ・オフィス」を開院。 

             
東岡誠（ひがしおか まこと）         
大阪支部 
（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。日本姿勢矯正士協
会会員。 

 

http://www.nishimoto-chiro-lab.com/index.php
http://www.naxnet.or.jp/~teri/
https://shisei-mint.com/index.html


 

 

 

            
田中京子(たなか きょうこ)   
大阪支部  「つなぐ整体院院長」 
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」を開院しま
した。 

 

 

（TOTAL BODY CREATE 姿勢矯正専門整体院長） 

 潮崎弘資（しおざき ひろすけ） 

和歌山支部 

作業療法士 JCCAベーシックインストラクター 
平成３０年３月１日「和歌山ポスチャーアカデ
ミー整体学院」にて姿勢カイロ・オフィス辻内
正昭院長に師事し同学院を卒業。整体師
の資格を修得。 
同年５月２０日、日本姿勢矯正士協会本部
にて「姿勢矯正士」資格を修得して現在に
いたる。                            
新宮市谷王子町４４５－８ 
電話：０７０－３９７０－５１６３ 

                
矢田克正（やた かつまさ）            

和歌山支部 

（姿勢専門整体 KATSUMASA 院長） 
                   

平成２４年 8 月 9 日、「和歌山ポスチ

ャーアカデミー整体学院」にて姿勢カ

イロ・オフィス辻内正昭院長に師事し

同学院を卒業。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」資格を修得して

現在にいたる。和歌山県貴志川町にて

姿勢矯正専門整体院 KATSUMASA を開

院。また BARBER KATSUMASA(理容店)も

経営している。最近、ほうれい線に特

化した「ほうれい線マイスター」とし

ても活躍中。 

電話：0736-64-1882 

 

岩田路子（いわたみちこ） 宇治市              

自身の膝の痛みがひどくなり、整体院に通

院していた時、整体に興味をもち、体の痛

みの原因が姿勢の歪みからくることを教え

ていただきました。平成 30 年整体ボディ

ケアセラピスト資格を取得し、姿勢につい

て真剣に勉強したいと思い、西本先生のス

クールに入学しました。技術やテクニック

の他にも本当にたくさんのことを学ばせて

いただきました。現在は身近な家族、友人

の体の痛みを改善できるよう頑張っていま

す。 

            松
葉武憲（まつばたけのり）          大阪
支部                    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。その
後２０１７年に大阪市天王寺区に移転して
「姿勢 LABO」を開院。              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！           姿
勢 LABO のホームページ http://www.mebae-
shinkyu.com/  

 

 

 

 

横山由記（よこやまゆき） 

職業：介護職 

資格：介護福祉士・自律支援運動指導員・

オムツフイッター・タクティール 3 級・姿

勢矯正士               

老若男女、姿勢を治すことで若さと美と健

康を手に入れることが出来ます。 

肩こり・腰痛・膝痛などから解放され、自

分らしく生きるお手伝いをします。 

 

 

 

 

http://totalbodycreate.com/
http://tsunagu-seitai.jp/
http://totalbodycreate.com/
https://riyou.jp/city/wakayama/30208/41175/
http://www.mebae-shinkyu.com/
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井上 拓也（いのうえたくや） 

石川県支部(マッスルジム金沢店館内併設施術院

「施術院 PROVE」)1984 年 5 月 31 日生まれ。

元ボディビルダー。関西医科大学メディカルコン

ディショニングトレーナー資格保有。トレーニン

グ歴 20 年の経験を活かし、石川県のトレーニン

グジムマッスルジム金沢店にてパーソナルトレー

ナーとして活動。トレーニングフォームの追及の

際、関節可動域の要は姿勢にあると確信し、姿勢

矯正士協会の門を叩く。師・西本会長からの技術

指導により、これまで学んできた整体スクールで

の技術が根底から覆されるようなテクニックに感

服し、石川県内唯一の姿勢矯正士として日々技術

の研究に邁進している。特技 SNS マーケティン

グ。■マッスルジム金沢店 石川県野々市市白山

町 4-1 イオンタウン野々市店内 Tel : 076 - 

259 - 0691 

HP: http://musclegym.jp/studio/kanazawa.h

tml 

Instagram : 

https://www.instagram.com/musclegy

m_kanazawa 

電話：0736-64-1882 

 

  

西川正理（にしかわまさみち） 

京都府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

野村達也 (のむらたつや) 

京都にあるパーソナルトレーニングスタジ

オ playground kyoto にてパーソナルトレ

ーナーとして活動中。2020 年 01 月 姿勢

矯正士養成スクール卒業。 

「姿勢矯正士」という強みをいかし、身体

を整えながら鍛えるをテーマに他店との差

別化を図る。playground には「公園」

「遊び場」などの意味があり、いつまでも

子供の頃のように動ける身体づくりを目指

してます。 

 

 

 

 

 

 

   

http://musclegym.jp/studio/kanazawa.html
http://musclegym.jp/studio/kanazawa.html
https://www.instagram.com/musclegym_kanazawa
https://www.instagram.com/musclegym_kanazawa

