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アトラス･オーソゴナル法と
平衡機能の変ｲビ
北川勇介ﾂ/今井カツ岩崎誠也寒：
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TheChangeofEquilibriumFunctionbyAtlasOrthogonal
Technique
YusukeKITAGAWA,TsutomuIMAI,SeiyaIWASAKI
Abstract

Inthispaper,for50patients,theFukuda'sSteppingTestwasperformedasanequilibriumfunctionexaminationbefore
andaftertreatmentbytheAtlasOrthogonaltechnique.Althoughthetreatmentresultedingreatimprovement,therelevance
wasnotfoundinthedirection-deviationofthetest,thedirectionofthedisplacementofvertebra,ortheshortlegside.
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1.はじめに

当治療室を訪れる患者の中で､「めまい｣等の症状

を訴えるケースは珍しくない｡そして、施術により緩

解していくケースが多いが､そのメカニズムははっ

きりと分かっていないようである｡そこで今回は､あ

えて｢めまい.ふらつき｣等の症状を訴えない患者を

被験者として､アトラス･オーソゴナル法(以下AO法）

による施術前後に､簡易平衡検査として足踏み検査

を行い､施術によりどのような変化が起こっている

のか､また椎骨の変位方向や矯正の方向､機能的短下

肢側と足踏み検査の偏椅(へんい:本論文においては、

足踏み検査に関しては｢偏椅｣を､その他に関しては｢変

位｣を使用する)の方向などの関連性についても検証

を試みた｡さらに対照群として被,験者を無作為に選び、

AO法による施術を行なわずに小休憩をはさんで足

踏み検査を行い､被験群との比較も行なった。
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図1A群の性別年齢分布

の平均年齢は453±17.3歳で､全体では42.8士16.9歳

であった｡被験者50名の主訴は表lのとおりである。

2.方法

2.1対象

当治療室の患者のうち､問診において｢めまい･ふ

らつき｣等の自覚症状を訴えない者50名においてAO

法による施術の前後で､偏筒検査として足踏み検査

を行なった(以下A群とする)｡手順としては､足踏み

検査→AO法による施術→仰臥位での安静15分→足

踏み検査の順で行なった｡被‘験者の性別年齢分布は

図lのとおりで､男'性の平均年齢は383±15J歳､女性

表1被験者の主訴(人）

また､対照群として､無作為に選んだ33名(当治療

室の患者を含む)を対象にAO法による施術を行なわ

ないで足踏み検査を小休憩をはさんで2回行なった(以

下B群とする）。こちらは､足踏み検査→仰臥位での
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100歩の足踏みでは､回転角度において以下のように

判定するﾘ。

○正常：左右各々44.以下

○移行帯：45｡～90．

○異常：91．以上

これを50歩として､上記の判定角度を半分にして

46.以上の回転を異常とする見解もあり､今回は以下

の判定基準を用いた。

○正常：左右各々22°以下

○移行帯：23°～45。

○異常：46.以上

安静15分→足踏み検査の順で行なった｡被験者の性

別年齢分布は図2のとおりで､男性の平均年齢は434

14.3歳､女性の平均年齢は44.1+14.1歳で､全体では

438士142歳であった。
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図2B群の性別年齢分布

2.3A0法について

AO法とは､頭を支えているアトラスを水平にして

その上の頭蓋骨及びその下の脊椎との関係を正すこ

とにより、脊柱全体のバランスをとり、脊髄の通り道

を正すことで身体全体を構造的･神経学的にニュー

トラルな状態にすることを目的とするテクニックで

ある｡"オーソゴナル"とは"直交状態"という意味で、

レントケン上でアトラスを表すラインと頭蓋骨の中

心･下部頚椎の中心を表すライン(各ラインはグロス

テイック分析法に基づく）が直交状態になることをい

う。このテクニックは1950年にパーマー大学を卒業し、

1952年にDr.Grosticに師事したDr.RoyW.Sweatによ

って1981年に開発された｡このテクニックのためには、

まず正確なレントケン写真が重要となり、そのレン

トゲンを基に専用の分析定規を使って分析をし､矯

正の方向を求め､そのリステイングに合わせてアジ

ャストメン卜を行なう。

AO法の詳細については｢日本カイロプラクティッ

ク徒手医学会誌Vol.6､p.71｣を参照していただきたい。

2.2足踏み検査について(図3）

÷全

目I」

右左

測定項目

a:回転角度

b:移行角度

c:移行距離

d:足踏軌跡

後

（この例では回転方向は右である）

図3足踏み検査

足踏み検査は､図3に示すような福田法')に従って

行なった｡被’験者を起立させ遮眼にし､両上肢をまっ

すぐ前方に伸ばした姿勢をとらせ､同じ位置で100歩

(今回は50歩)､大腿が水平位をとるくらいまで挙上

させるようにしながら自然のテンポで足踏みを行な

わせ､足踏み終了後､最初の位置から身体方向が何度

回転したか(回転角度)､身体位置が何度移動したか(移

行角度)、また身体位置が何センチ移動したか(移動

距離)等を測定する｡回転角が最も迷路性偏椅をよく

反映し､健康成人では100歩の足踏みで大部分45｡以

内にとどまる。回転角90度以上の場合に異常と判定

される2)｡今回は前庭機能の異常を検出するよりは前

後での変化を重視するという理由から印歩で実施した。

3.結果

上記22の判定基準に基づき､A群､B群共に回転角

度において1回目の結果を分類すると､A群における

｢正常｣グループ(以下A-lは20例(40%)､｢移行帯｣グ

－B



ループ(以下A-2は13例26%)、｢異常｣グループ(以

下A-3)は17例(34%)であったB群も同様にB-lは18

例(55％)､B-2は9例(27%)､B-3は6例(18%)となった

(図4,5)。

異常
34％

移行帯
26％

正常
40％

、

図4A群の検査結果 図5B群の検査結果

さらに､2回目の結果が､｢正常｣だったグループをa

｢移行帯｣であったグループをb､｢異常｣であったグル

ープをc,｢対照的偏椅(0°を超えて､逆に偏椅)」であ

るグループを。とすると､表2,3のとおりとなる。

11回|巨

A‐

正常(20

A－2

移行帯

（13）

A‐

異常I

2回

1正悼

)移行帯

1対照的偏{召

A－2a正偉

A－2b移行

A－2c異常

A－2d対照的偏1

A－3a正博

A－3b移行

A－3c目

A－3d対照的偏1

表2A群の結果の詳細

（人)N=50

1回

B一考

正常(20

B－2

移行帯
イ1q1
LBマノ

B-3

異常(17

2回目

1正宮

］移行苧

異常

j対照的偏1

B-2a正常

B-2b移行鞘

B-2c異常

B-2d対照的偏1苔

B-3a正常

B-3b移行幕

B-3c異常

B-3d対照的偏{吾

表3B群の結果の詳細

（人)N=33

また､A群において施術前の足踏み検査で右へ偏

椅したケースが26例(52％)､左へ偏椅したケースが

22例(44％)、どちらへも偏椅しなかったケースが2例

(4％)であり、さらに機能的短下肢側と合わせての内

訳は表4のとおりである。

偏筒方『 01側方変位1
機能的短下肢側

RtShort LtShort

R(26)
R14,

L(12)

L22
R(<

ids;

n(2:
r;

LC

0

表4偏筒方向とCI側方変位側､機能的短下肢側の集計(人)N=50
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4.考察

A群とB群の結果を比較してみると、まず､1回目の

結果では､｢正常｣についてはA群が40％､B群が55％

とB群の方が多い傾向にあり、さらに｢異常｣につい

てはA群が34％､B群が18%とA群の方が多い傾向に

ある｡被‘験者に関しては､A群は当治療室を訪れた患

者が対象であり、何かしらの症状を訴えているもの

がほとんどであるのに対して､B群は当治療室の患

者如何に関係なく無作為に選んだため､本来であれば、

当治療室へ治療のためには訪れていないものも含ま

れている。このことより、この1回目の結果の差には、

被験者の差が含まれている可能性がある。

また､1回目から2回目への変化を表2,3よりA群に

おいてA-2a､A-3a､A-3bを｢改善｣､A-la､A-2b､A-3cを

｢変化なし｣､A-lb､A-lc､A-2cを｢悪化｣､A-ld､A-2d、

A-3dを｢対照｣とし､B群も同様に分類してみると､図

6､7のようになる。

対照

21％

悪 化

33％

改善

手2％

／

手2％

／

変化なし
34％

図6A群の検査結果の変化図7B群の検査結果の変化

この結果より、｢改善｣についてはA群のほうが､｢悪

化｣についてはB群のほうが割合が高い傾向にある

ことがわかる。また､｢改善｣と｢変化なし｣を合わせた

｢悪化していない｣割合を見ると､A群の70％に対して、

B群は46％となり、明らかにA群のほうが良い結果が

出ているようである。これらの結果より、AO法によ

る施術が､足踏み検査の結果に良い影響を与える傾

向にあるということは確かなようである。ただ､1回

目から2回目への変化が出ているか否かという点で

見てみると、｢変化なし｣の割合はA群では38％､B群

では34％とほとんど差がでなかったことは予想外で

あった｡つまり、B群においては何も施術をしていな

日本カイロプラクテイツク徒手医学会誌 くO
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いのにも関わらず､66％が何かしらの変化を示して

いる。この点については､仰臥位での15分の安静から

2回目の検査に至る過程に問題があった可能性がある。

今回は､安静後に検査を行なう場所までの20mほど

の距離を歩いて移動した後に検査を行なったのであ

るが､やはり安静後の短い時間の間に行なう検査で

あると､平衡機能の始動､下肢から骨盤の靭帯や筋の

働き等が-|-分でなかったとも考えられるため､少し

時間をおいてから行なうなどしても良かったのでは

ないかと思われる｡ただ､この足踏み検査については、

福島(1997)による研究において､めまいを有する症

例において福田法を行なっても回転角度に異常が出

る割合は10/21であったとされており31､必ずしも前

庭機能障害があるから足踏み検査の結果に異常が出

る､或いは前庭機能障害がないから足踏み検査の結

果に異常がでないというわけではないようである。

ここで､1回目の結果に対して0°を超えて反対側に

偏椅してしまった｢対照的偏椅｣に関してであるが、

福田は前庭迷路反射には平衡生理的に見て､｢破綻期」

と｢協応期｣の2つの相があると述べており’)、日常遭

遇しない強い刺激に前庭迷路が適応できず､めまい

と平衡失調を起こす状態を｢破綻期｣､前庭迷路が微

弱な刺激にすすんで適応する状態を｢協応期｣とした5)。

｢破綻期」と｢協応期｣では､めまいの有無およびその

際の反射の状態が対照的となる‘)｡今回のAO法によ

る施術後に示した｢対照的偏椅｣については､上記の

協応期に似た部分があるように思われるため、さら

にその後の経過を追跡してみる必要もあったのでは

ないかと思われ､今後の課題でもある。

そうではあっても､A群とB群の結果にこれだけの

差が出るということは､AO法による施術が､何かし

ら平衡機能に変化を与えるような影響が出ているこ

とになる｡一般的に､足踏み検査における偏椅は前庭

障害側へ出るといわれており''､その理由としては､｢一

側末梢前庭障害において､障害側への身体の偏椅や

転倒傾向が出現するのは､障害側への伸筋への興奮

6(7

性入力が減少するためである"」とある。このことか

ら考察すると､AO法によるアジャストメン卜により

頭と頚の位置関係が変わることで､頚反射が起こり(頭

と頚の位置関係は､上部頚椎01～03の関節､靭帯､筋

紡錘などの頚筋(後頭下筋群)の受容器により検知さ

れ､この情報に基づいて頚反射が起こる8')､下肢の屈

筋と伸筋のバランスに変化が出ているのではないか

と推測される。この下肢の屈筋と伸筋の緊張のバラ

ンスは主に外側前庭脊髄路による9)と言われている。

－ロン

ユーロン

伸筋

図8外側前庭脊髄路が四肢の筋に及ぼす影響

外側前庭脊髄路細胞の作用は､四肢に関しては、図8

に示すようにおもに同側性に影響を与え､伸筋の運

動ニューロン群に対しては興奮作用を､屈筋の運動

ニューロン群に対しては脊髄にある抑制性介在ニュ

ーロンを介して抑制作用を及ぼす'0)｡そして､その起

始核は主に前庭神経外側核であると言われている。

このことより、アジャストメン卜によって前庭神経

外側核が刺激され､その結果､主に外側前庭脊髄路へ

の出力が変化しているのではないかということが推

測される｡AO法による上部頚椎への施術を考えると、

上部頚椎の関節面への刺激が中心頚髄核(頚髄上部

の中間帯に存在する）を興奮させ､反対側の前庭神経

上核と下核､および小脳に達しu)､さらに小脳から前

庭神経外側核へ達する(小脳皮質から前庭ﾈIll経核に

至るプルキンエボIll胞の軸索は､主として同側の前庭

神経外側核に抑制性終末を送り出す喝13))ことで､そ

の同側の下肢の伸筋の活動を抑制するということが



推測できる｡つまり、相対的に対側の下肢の伸筋の活

動が上回るということである｡ということは例えば､｢改

善｣したケースに関しては､偏椅した方向と逆側から

のアジャストメン卜が有効になるはずであるが､そ

のような結果は出ていない(表5)。また､他のケース

に関しても関連性は､見出せない。さらに､下肢の伸

筋群の緊張で出る'鋤といわれる機能的短下肢におい

ても同様で､これも全く関連性が見出せない(表6～8)。

偏1奇方債

R9)

｜（7）
L－L0J

偏ｲ奇方向

Rd;

L(4)

N(2)

CI側方変位1貝’
機能的短下肢11

RtShort LtShor1

RA3

RP2

L1

LA(2

LP1

RA(1

rp(i

LA(4

lp(i

表5「改善｣グループの詳細(人)N=16

C1側方変位伯’
機能的短下肢1！

RtShort LtShort

RA(3

RP(4

L（1ノ

LA(3

LP(2

LA2

LP(2

RA(1

RP1

表6「変化なし｣グループの詳細(人)N=19

偏筒方直 CI側方変位ｲ『
機能的短下肢11

RtShon LtShoIT

R(2)
RA(1

lp(i

1

1(1) rp(i

表7「悪化｣グループの詳細(人)N=3

偏(奇方直 C1側方変位1日’
機能的短下肢11

RtShort LtShon

R(2)
RP1

lp(i

RAM

RPd

L(10 id)

LA(2

LP2

表8「対照｣グループの詳細(人)N=12
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前庭神経核への出入力については､文献によって様々

で､明らかにされていない部分のほうが多いという

のが現状のようである。さらに､外側前庭脊髄路は両

側性(対側は同側の1/3)に下行するという文献'5)も

あり、また､両側の前庭神経核群は、よく発達した交

連線維によって相互に連絡しあっている'6)など､そ

の他の多くの要素が複雑に絡み合って、このような

結果が出ているのではないかと思われるため、この

場合､どの方向からのアジャストメントがどのよう

に作用するのかといったことを述べるのは非常に難

しいようである。そうなると上部頚椎の関節面に入

った刺激が両側の外側前庭脊髄路へ伝わり、両側の

バランスが取れてくると考えたほうが良いのではな

いだろうか。

また､外側前庭脊髄路はおもに耳石器からの情報

を四肢筋に伝える'"という文献もあり、AO法の側臥

位にての施術というのも何かしら影響を与えている

のかもしれない。

5.結語

AO法の施術前後で平衡機能検査である足踏み検

査を行なうことで､施術後には検査の結果が改善す

る傾向が高いということがわかった｡また､対照群の

結果より、施術をしない場合においても､改善こそ少

ないが､かなりの割合で変化が出るという結果にな

ったことから､2回目の検査に至る過程で何かしらの

影響があった可能性もあるため､今後はその点に注

意していく必要があるのではないか。

前庭機能に関連するﾈIll経系の経路など未だ明らか

になっていない部分が多く、文献によっても異なっ

ていたりするため､様々な可能性が考えられるが､推

測ながらもアジャストメン卜によって身体に起こっ

ていることについて少しばかり方向性が見えたので

はないかと思う。

また､足踏み検査の偏椅の方向と､椎骨の変位の方

向や機能的短下肢側に関連性を見出すことはできな
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かつたが､今回は対象が｢めまい｣等の症状を訴えな

い患者だったため､実際に平衡機能に問題のある被

験者への施術前後のデータを検証する必要もあるの

ではないかと思う｡足踏み検査については｢二木耳鼻

咽喉科医院･めまいクリニック」(東京都江戸川区東

葛西5-13-9)の二木隆先生の助言を頂いた。
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