はじめまして、ドクターコゼールです。
自然治癒力を最大限に引き出すカイロ治療
当院は 1981 年フォートリーに開業し、おかげさまで今年３2 周年を迎えました。これまで 2000 名を超える日本人の方々の治療
を行ってまいりました。当院はこの地域で最も信頼のおけるドクターとして高い評価を頂いており、たくさんの方々から「ドクター
と出会って目から鱗が落ちた」というコメントを頂いております。

カイロと整体
ドクターコゼールは日本において整体法の技術指導を受けており、カイロ治療に加え整体法を取り入れた独自の卓越した手法で
治療にあたっています。治療を通じて感じていただける効果は、腰の痛みや首の凝りなどの身体的な痛みがやわらぐだけでなく
「胃
腸の働きが良くなった」「夜良く眠れる」「疲労がとれやすくなった」「頭痛がなくなった」「風邪を引きにくなった」等、一見背骨
の矯正とは全く関係がないように思われるようなところにまで及びます。

大いなる誤解！？
カイロプラクティックに行ってみようと思った時、まず悩むのがどこに行けば安心なのだろう？ ということではないでしょうか。そし
て「カイロ＝ボキボキ＝怖い」、という印象をお持ちの方は未だに少なくないのではないでしょうか？ 日本においてカイロ治療に通
ったところ、無理に引っ張られたり押さえつけられたりして、かえって症状が悪化してしまった・・・などの経験をお持ちの方もい
らっしゃると思います。ボキボキは正確な技術を大学で習得したドクターのみが行える熟練の手法です。ボキボキと音を鳴らすこ
とで背骨にかかったストレスを緩和させるセラピーは、確かにカイロ治療の重要な要素のひとつではあります。しかしカイロ治療
は常に進化をとげており、最近ではボキボキはごく一部の治療法です。ドクターコゼールはその方の症状に必要であると判断した
ときのみ長年の経験を元に安全に施術しおります。

栄養学の専門家
さらに、ドクターコゼールは栄養学の専門家として、食生活、エクササイズ、有効なサプリメントの摂取の仕方を含めた生活改善
の指導、特に生活習慣病の予防 / 改善、老化防止（アンチエイジング）、正しい体重の減量に力を入れており、一人ひとりの症
状に合わせたきめ細かい治療を行っております。その最先端科学に基づく指導は、実に数多くの症例実績を残しております。身
体の痛み、不調は生活習慣と切っても切り離せない関係にあります。ドクターコゼールは症状の根源がどこにあるのか、カイロの
みならず栄養学専門家の観点からも分析し適切な治療を行っております。

当院に是非お任せください！
！

AND

▶ しびれ
▶ 身体の冷え
▶ 更年期障害
▶ 慢性疲労
▶ ダイエットが必要
▶ 生活習慣病予防/改善
▶ 現在の治療に満足していない
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「もっと早くにドクターに会えていたら・・」この様なお言葉を何よりも励みに日々診療にあたっています。「カイロに通っ
ているのにちっとも症状がよくならない・・」「それどころかかえって悪化してしまった・・」「ボキボキカイロはどうも
怖くて・・」と思われている方、フォートリーで最も実績のある当院に是非お越しください。
日本語でのお問い合わせをお待ちしています！
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ドクターコゼール Dr. Elliot Koziel DC

The University of the State of New York、
New York Chiropractic College 卒。
Doctor of Chiropractic
（フォートリー警察署、
コミュニテイセンターすぐそば）

1355 15th St., Suite150, Fort Lee, NJ 07024
詳しくは www.DrElliotKoziel.com へ
電話： 201-592-7775 [日本語担当 ユキコまで]
＊各種健康保険適用

皆様から寄せられた声

一家でドクターコゼールのお世話になっております。そして家族全員ドクターの大ファンです。それぞれが全く
違う症状なのですがそのどれもに的確な指示をくださり、治療方針を決めてくださいます。マルチな先生です。
不安な外国生活がどれだけこれで救われているかわかりません。これからもよろしくお願いします。
２０１２年 N.O.（主婦）
指のしびれがだんだんひどくなり、趣味のサックスが弾けなくなってしまいました。なかなか良い先生にめぐ
り合えずに困っていたところ同じ症状でドクターコゼールにお世話になった友人にドクターコゼールを紹介しても
らい早速通い初めました。お陰さまで 大分よくなってきたところです。妻も通い始めました！
２０１２年 R.A. (主婦）
元NY駐在、現在東京在住の者です。NYには出張で一年に数回訪れます。毎回最終日にドクターコゼールの
元を訪れます。東京ではドクターコゼール推薦のカイロに通っていますがドクターコゼールが東京にいらしてくれ
たらなあといつも帰りに飛行機で思っています。２０１２年 N.T. (会社員）

４歳の息子のおねしょ対策で最初通い始めました。
（現在５歳）毎晩おねしょをする日が続きおむつも嫌が
るので親子で寝不足に なっておりました。
（約半年前）５歳前か
ら通い始めおねしょの回数が３日に一度、一週間に一度と減り始
め１ヶ月には０になりました。
息子も先生が大好きで毎週楽しく通っております。
２０１１年 R.O. (主婦）

背中のコリが酷く以前に２箇所違うカイロに通っていました
があまり効果があらわれずしばらくカイロから離れていました。
その間、コリの悪化を感じ始め知人に紹介してもらったコゼー
ル先生の所へ試しに行ってみました。すると間もなくしてコリが改
善され長い間の悩みが解消されました。栄養学専門科でもあるコ
ゼール先生に常に思っていた食べ物に関する質問にも快く答えて
いただき食生活も見直す様になりました。今では絶大なる信用を
おき、何かあると真っ先にコゼール先生に相談しています。
２０１１年 A.O.（パイロット）

私は小さい時からの猫背が原因で３０を過ぎたあたりで腰痛を訴えるよ
うになりました。しかし忙しいスケジュールに追われて特に何も出来ずに月日
が過ぎていました。そんな時同じ腰痛の悩みを持つ友人の紹介でコゼール先
生を知り土曜日も診療して下さるということで首の痛む妻と一緒に夫婦揃って
通い始めました。平日は仕事で忙しい私もそれ以来一年以上、ほぼ毎週継続
して腰痛のケアをうけることが出来ています。お陰さまで趣味のゴルフも安心して楽しませて頂いています。さら
にドクターからも腰痛以外にもさまざまな健康のひけつを教えて頂けるので薬に頼らずに過ごせています。
これからも続けて通っていきたいと思っています。 ２０１１年 H.J.（会社員）

半年程前からひじから両手指までが痛くなり限界を感じるようになっていました。職場の友人の紹介でドクタ
ーコゼールのところに通うようになりました。実は１年ほど糖尿病の療法をいろいろ試していましたがうまく行っ
ていませんでした。
ドクターコゼールから運動の仕方、カロリーの摂り方、サプリの摂り方を指導していただいて
今までにない手ごたえを感じています。そして何よりも定期健診を受けている先生から 薬を飲む必要ない。今や
っていることを続けなさい と言われ薬も出なく検査の頻度も減らされたことをとてもうれしく思っています。
２０１１年 N.S.（会社員）

仕事で重いものを持ったときに腰に鈍い痛みが走り、それから片足を引きずるようになってしまいました。日
本で自分自身が整体の仕事をしていた経験があり、治療内容に求める水準が自ずと高いレベルだったのですが、
ドクターコゼールの治療内容は本当に納得のいくものでした。それからは職場の皆にドクターのことを勧めていま
す。 ２０１１年 M.I.（会社員）

コゼール先生に治療をしていただくことになったのは妊娠してからです。仕事が立ち仕事でお腹が大きくな
るにつれて背中の痛みが強くなってしまいました。毎週先生のところでリラックスした感じで通っていたおかげで
出産１ヶ月前まで働きに行くことができました。産後も骨盤のずれをすぐになおしていただき無理なく仕事に復
帰することができました。仕事が忙しくなる度に背骨の
痛みが戻ってくることがありましたが継続して治療に通
っているうちに体の歪みもすっかりなくなり痛みも出な
くなりました。加えて最近はカイロ治療の域を超えてト
ータルで体の健康を管理して頂いている様な感じで家
族の健康維持も意識するようになれたことをとても感
謝しております。 ２０１１年

H.M.（サービス業)

私は若い頃は細かったのですが、１０年位前から急に太りだしました。一番太っていた時は167ポンドあり
ました。そんな時友人からドクターコゼールを紹介されました。ちょうどその少し前に他のクリニックで健康診断
を受けたのですが大腸内ポリープ、高コレステロール、高脂肪、低血圧、糖尿病、甲状腺ホルモンの異常等を
医者から言い渡されたばかりでした。ドクターコゼールはこれらの症状を正していくには体脂肪を減らしていか
なければいけないこと、薬物を摂取することによって起こる弊害を丁寧に説明してくださいました。ドクターの
薦めるサプリを飲み始めて、わずか一週間で３ポンド体重が減りました。しかも前は10メートル歩いても、息切
れしていたのに、体がなんとなく軽くなったのです。それからは少し気合を入れてサプリをまじめに取り、ドクタ
ーの指示に従って食事の管理も徹底させました。お陰さまで６ヶ月たった今は４３ポンドの減量に成功するこ
とができ周りの人がまるで別人になったようだと言ってくれるようになりました。がさがさに荒れていた手も足も
つるつるになりコレステロールも下がり大腸のポリープもとれてしまい健康診断に通っているクリニックで大い
に驚かれました。夕暮れ時に体が重くて重くて立っていることも辛くて激しい腰痛もあったのにそれも治ってし
まいました。理想体重の110ポンドまでもう少しですがこのゴールに到達できるように頑張っていきたいと思い
ます。２０１１年

N.K. (パート）

最初、知人の紹介で来ました。私は話すことが苦手でいつも言葉少なに症状を伝える事しかできないので
すが、
ドクターは、それでも様々な角度から原因を探し出し大変親身に診察をして下さるので安心して受けていま
す。体の症状は、半ば体質からくるものと、あきらめていたのですが、おかげで次第に元気を取り戻し自信が持
てるようになってきました。日を追うごとにドクターの技術の深さに感心する次第です。また、時折すれ違う患者
さんの表情も明るく変わっていくのでさらに勇気付けられています。２０１１年

H.A.（技術職）

私は長年の腰痛持ちで疲れてくるとぎっくり腰にもなったりして常に腰には悩まされていました。又、首も
寝ちがいやすく、不安定な状態でした。ある時知っている方よりドクターコゼールを紹介して頂き訪ねてみまし
た。まずカイロ特有のいきなり ボキボキ！ というのがないのにはびっくりしました。その代わりに緊張した筋肉
を良く揉み解してから調整を加えるという方法で体に優しいという印象でした。ドクターコゼールは食事療法を
提案してくださりそれを一ヶ月程行ったところ左右一本ずつのばね指の痛みもなくなり驚いているところです。
腰の痛みも良くほぐれてきて本当に楽になりました。ドクターは常に勉強熱心な方なのでとても信頼できます。
私がカイロにこんなに真面目に楽しく通院したのは初めての事であることも書き添えておきます。
２０１１年

H.M.（主婦)

私は長年、肩こりと腰痛に悩まされており、友人の紹介でドク
ターコゼールの門を叩きました。初めは「英語が話せないけど大丈
夫かしら？」と言葉の面で不安だったのですがアシスタントの方が
細やかにサポートしてくださったので全く問題ありませんでした。
また。ドクターコゼールの温かく優しい雰囲気、こちらの声に真摯

に耳を傾けて下さる姿勢、丁寧な治療に安心感を抱き、それ以来、信頼して
通院させて頂いております。施術がマッサージのように気持ちがいいので、い
つも深い眠りについてしまうのですが、起きた後はスッキリ、体が軽くなって
いるのを実感しております。その時の私のコンデイションで微妙に施術を変え
たり、適切なアドバイスを下さったり、常に一切の妥協をせず、一生懸命私た
ち患者に寄り添った治療をして下さるドクターコゼール、そしてそのうような
素晴らしいドクターを紹介してくれた友人に深く感謝しております。 ２０１１年

K.H.（駐在主婦)

私がドクターコゼールのオフィスに行くようになったのは乳がんの手術をして３年目くらいの時でした。手
術後いくらか体調はよくなりましたが免疫が弱いためにいろいろなところに障害が出ていました。耳に圧力がか
かったようになっていらいらして疲れたり爪が割れたり手の指が曲がらなくなったりと様々でした。ドクターコゼ
ールに免疫力をあげる治療や体の中にたまっている毒素をサプリで出す指導を受けているうちにみるみる調子
がよくなってきました。今では耳鳴りのような症状がなくなり爪も割れなくなり指も曲がるようになりました。そし
てちょっと動いても疲れなくなりました。 ２０１１年

S.S. (会社員）

私とドクターの出会いは1984年でした。出産後体調を崩し半年ほどお世話になりました。お蔭様で調子も
よくなり帰国してからも元気に生活できました。今回の駐在生活では５０肩で苦しんでいたところオフィスの場
所を変えて治療していらっしゃることを聞き、すぐに診ていただきました。すっかり両腕を上にまっすぐあげるこ
とが出来るようになりました。それから４年、身体のメンテナンスのためお世話になっています。ゆったりとした
空間でドクターの治療を受けていると、とてもリラックスでき今の私にはなくてはならない時間となっています。
何があってもまずはドクターにご相談して助けていただいています。これからも栄養指導を含め頼りにさせてい
ただこうと思っています。 ２０１０年

E.W. (駐在主婦）

私はコゼール先生をかれこれ10年以上存じあげております。コゼール先生は、患者さんひとりひとりを自分
の家族のようにケアしてくれます。どこが悪いのか、ただ痛みのある部分のみを治すのではなく、根本的にどこ
からその痛みがやってきているのか、Body Composition と栄養学的な立場からトータルなアプローチにより診
断してくれるとっても貴重な先生です。私の場合、持病ともいわれるような腰痛が毎年のように襲ってくるので
すが、そのたびに先生に助けを求めております。その治療法は、患部の治療だけではなく、関連する筋肉群の
入念なストレッチと指圧によるもので体がとても楽になります。そして先生のコンサルテーションにより精神的に
もとっても安定し 効果的な治療をしていただいております。また、痛みがひどい時など先生の顔を見ると「これ
で安心、大丈夫だ！」と、確信をもつことができます。私は、どんな患者さんに対しても、とっても親切で優しいコ
ゼール先生に出会えたことに心より感謝しております。 ２０１０年

T.H. (メーカー会社員）

通院のきっかけはストレスもしくは疲れによる背中の痛みによって、時々呼吸がしにくくなり慢性の疲れも
取れなかったことです。今までカイロに通ったことは一度もなかったのですが、苦しい一心で通い始めました。
普段の習慣を改善することは容易なことではありませんが、治療をうけるたびにいろいろなことを教えていただ
き、毎回確認してもらえることがありがたいと思っています。体調は間違いなくよい方向に向かっていると自覚
できるようになりました。これからも健康な生活に前向きになれることに対して本当に感謝しています。
２０１０年

M.I. (サービス業勤務）

いつも本当にお世話になっております。ドクターコゼールに初めてお会いしたとき物腰の柔らかな先生だな
というのが第一印象でリラックスして施術を受けることができました。さまざまな角度から症状を診断してくだ
さり真剣に考えていただいているという安心感と信頼感があるのでアドバイスも素直に聞いて実行しておりま
す。確実に症状が緩和しておりドクターの確かな知識と技術の裏付けだと思っています。
２０１０年

K.K. (駐在主婦）

２年前から首に痛みがあり通い始めました。当時は車の運転もつ
らい状態でしたが、今では良くなりなりました。ゴルフやテニスをして
たまに痛みが出るとすぐにドクターのところに駆け込んで治していた
だいています。痛みがなくなるだけでなくドクターと話をしていると
心もほっとリラックスして晴れやかな気持ちになるのが不思議です。
夫は主に腰、こどもは首を見ていただいていますがサプリメントのこ
とも全面的にドクターを信頼してアドバイスをいただいています。家族
みんなにとってのいやしの空間です。２０１０年

A.N. (駐在主婦）

ドクターとはもう長い付き合いになります。初めてドクターに会ったときはちょうどひどい腰痛で骨盤の位置
も自分でわかるほどはずれていました。それから何ヶ月か治療を受けているうちにみるみる調子が良くなってき
て骨盤の位置も下に戻りました。まさかここまで治るとは思ってもいなかったのでそれからはドクターに全信頼
を置くようになりました。今ではそのほかの健康のことまでトータルでメインテナンスをしてもらっています。おか
げで病気もしなくなりドクターに出会えて本当に良かったと思っています。２０１０年 H.M. (自営業)

私がDr.とお会いしたのは主人のストレスによる体調不良がきっかけでした。知人に紹介していただき、英
語が話せない主人はドキドキしながら伺いましたが、診察がとても丁寧で日本人のスタッフもいるということで、安

心して通い始めました。主人があまりにも気持ちいいということだったので、わたしも持病の片頭痛、肩こり・職業
病の腰痛などあらゆることをこじつけて伺ってみると、
「大きな病気になる前に、日々のくせを改善したほうがいい」と
いうことを教えて頂き、主人とともに通い始めました。Dr.の治療は、無理やりに伸ばすという感じではなく、ツボお
抑えているのかとてもやさしく、顔や背中のゆがみを調整しながらほぐして正していく・・というような感じでしょう
か。最初は、治療のポイントを盗もうと起きていたのですが、最近ではもう体が喜んで全身の力が抜けて夢まで見
てしまいます。治療をしていただくと、体調が良く、目覚めが違います。私の片頭痛もはぎしりからきていたようで、
朝決まって頭が痛かったのですが、それがなくなり、主人に「歯ぎしりもしなくなった」と言われました！
！
そして、何よりも嬉しいのが、主人のメタボ問題に関してです。ボディコンポジションという検査で出た数値は、最
初からわかっていたものでしたが、食生活の改善を共に見てくださる身近なDr.がいてくださる！！というだけで
心強いです。治療してほしい所だけではなく、全般的に力になってくださるDr.に出会えて本当に主人ともども
感謝しきれません。 ２０１０年 Y.I.（主婦）

仕事柄いつもコンピューターに向かい座りっぱなしで、腰が弱くなってしまい、ちょっとした拍子にぎっくり
腰になったり、なんだかいつも爆弾をかかえているような毎日でした。
そんなある日、ドクター・コゼールに出会い、まず Body Composition という検査をしていただきました。私の身
体の問題点をデータをもとに説明し、その対策として私に必要なダイエットと、毎日気軽に続ける運動を丁寧
に教えていただきました。そして月に一度のカイロの治療をやるようになり、この数ヶ月で体調がかなり良くなっ
てきています。時間はかかりますが、確実に身体が変わっていくのが分かり、希望が見えてきたような気がします。
２０１０年 H.J. (印刷業)

長年ひどい肩こりに悩まされていました。お隣りに住んでいる方からドクターコゼールを薦められ、通院を
始めました。
トリートメントをしてもらうと、とても身体が軽くなり血のめぐりがよくなり夜もよく眠れました。今度
は長男がここ一年くらいひざの痛みを訴え通院しました。腰痛も少しあるようで通うたびに、いろいろなトリート
メントをしてもらいました。本人とても気に入っていて必ず行きたがります。だいぶ痛みが和らいできたといって
喜んでいます。ありがとうございます。 ２００４年

Y.S. (パート主婦）

昨年１２月末に車で止まっているとこへ後ろから軽く追突され
てから腰痛が始まり一日中台所に立っているとその晩には歩けなく
なってしまうほどでした。コゼール先生のところに通いカイロプラクテ
イックの治療が始まりました。最初はとても痛かったので湯打つでし
たが通い続けていくうちに段々それがなくなっていきました。また風
邪を引きやすい体質だったのですが診療が始まってからは全く風邪
をひかなくなりいつも爽快感があるような気がします。完治するまで
是非続けたいと思います。２０００年（駐在主婦）

通い始めたのは１２月の下旬でした。理由は交通事故によるむち打ち症の為です。事故当夜は軽い吐き気
、頭痛等があり寝苦しい夜を過ごしましたが翌朝治療を受け始めわずか２，
３日でこれらの症状が無くなったの
には驚きました。首の付け根の痛みは一週間強残りましたがドクターに勧められた枕のため寝苦しさは取り除か
れ十分な睡眠と治療のため精神的にも事故のショックから早く立ち直れました。
２０００年（フリーランサー）

数ヶ月間、右肩から腕にかけての痛みがあり、だんだん悪化し眩暈まで覚えるようになってきました。そこ
でドクターコゼールを訪ねました。最初の頃はなかなか症状が良くならないので大変忍耐力が要求されました
が今ではだいぶ楽になってきております。肩、腕の痛みも取れ腕も自由自在に使えるようになりました。日常ほ
とんど気になることもなくなりました。ドクターの指示通り根気強く完全に治してしまおうと思っています。
１９９８年

M. M. (駐在主婦）

妊娠６−７ヶ月頃より、出産後もずっと腰痛がひどかったのですが、そういうものだと聞き、ほうっていまし
た。しかし息子が９ヶ月になる頃、抱っこするのも大変になってきたので思い切ってこちらの先生にお世話に
なることにしました。それから２ヶ月通って最近では痛みもとれて育児も楽しくなりました。もっと早くにみてい
ただけば良かったと思う今日この頃です。 １９９４年 M.H. (駐在主婦）

私の場合はスキーでひざを傷めここへ来ました。簡単にひざの治療と考えていましたが、腰痛にも関係が
あるということがわかり治療していただきました。薬を一切使わない治療なので、とにかく安心して通うことが
できました。 １９９１年 S.K. (学生）

私は１０年来腰痛に悩んでいます。今回カイロプラクテイックの治療を２ヶ月程受けており合わせてストレッ
チ体操を毎日続けることにより比較的良い状態を保っています。特に治療を始めてから肩こりがなくなりました。
１９８９年（駐在員）

私がドクターコゼールに通い始めたきっかけは右手首内側に米粒の２倍くらいの大きさの軟骨が飛び出て
来た事でした。手をついたり包丁を持つのも痛いほどでしたがドクターのマッサージ治療のお陰で１−２週間も
すれば手をつけるようになり痛みもなくなりました。その後も治療を続け手首を傷める原因であった子供の抱き
方の指導を受け又手首に力をつける運動を教わり今はほとんど完治しました。１９８９年（駐在主婦）

量硬い、背中、両足の痛みが酷く眠れなくなったためこちらにまいりました。レントゲン写真より。脊髄の首と
腰の部分で、本来あるべきカーブが十分でなくそのため神経が圧迫される事が痛みストレスの原因と診断されま
した。治療を開始して半年、現在の私は比較にならないほど活動的になり、米国での生活を謳歌できるのも優し
いドクターのおかげと感謝しております。１９８９年（駐在主婦）

第一子出産後、腰の調子が悪くなりましたが放置していたところ一年余りたって突然右足上部裏側の強い痛
みに悩み始め痛み出すと経っていられなくなるほどになりました。
（外科では坐骨神経痛と診断されました）針治
療や湿布等を施しましたが思わしい結果を得られず思い切ってカイロプラクテイックの治療を受けることにしまし
た。お陰さまで痛みの回数も度合いも減り始め今では滅多に痛まなくなりました。又痛み始めてもコゼール先生に
教えて頂いた体操をすると痛みが引くためとても助かっております。ここまで治していただいた先生にはとても感
謝しております。１９８９年（駐在主婦）

仕事柄ストレスと緊張が続く毎日で息をするのも苦しくなるほどでした。コぜール先生のところには定期的
に通わせていただいています。そうすると縮こまった身体のすみずみが伸びやかになっていくのがはっきりと体
感できます。治療の後は身体が本当に軽く感じます。とにかく気持ちが良くて治療の間にも居眠りしてしまうほ
どです。慢性疲労もかなり食生活が影響しているという指摘をいただき、サプリを効果的に摂取するように教え
ていただきました。以前よりもスタミナがついた気がしています。毎冬のように熱を出していましたがそれもなく
なりました。数年前に起こした交通事故の時も鞭打ちで吐き気さえ覚えていたのに、数回の治療ですっかり良く
なりました。本当にいつもありがとうございます。 １９８８年 K.K.（会社経営）

ひどい腰痛で駆け込みで診療していただいて以来ずっとメンテナンスのためドクターにお世話になりました。
週一のペースで会社帰りに寄りひと時休息の時をすごさせて頂きました。今回帰国で一番残念なのはドクター
の治療がもう受けられなくなるということです。１９８６年 Y.K.（駐在員）

ドクターの略歴
The University of the State of New York、New York Chiropractic College を1979年卒業。Doctor
of Chiropractic の称号を取得。
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