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VisualBasicによるバランス診断プログラムの開発※
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概 要

ギックリ腰や腰痛などの原因は身体の筋力、関節等のアンバランスの存在が考えられる。この
ようなアンバランスによって、身体は左右前後に揺れやすい。この揺れを測定するのが「重心動
揺計」である。重心動揺を計測することによりギックリ腰や腰痛の予防は勿論、施術前後の治療
効果の確認にも利用が期待される。本報告では、試作された重心動揺計用に開発した計測診断プ
ログラムについて述べる。

キーワード:VisualBasic、重心動揺、継時記録図、X－Y記録図、周波数分析

のデータをパソコンに取り込みデータ処理・解析する
システムとなっている。図1にシステムの概要を示す。

1緒言

カイロプラクティックの分野において、被験者の身

体の動揺を計測することは、被験者の現状を科学的に
把握する手段の一つであろう。しかし、市販の装置は

高fllllである上、表示パラメータが限定されたり、計測
生データをユーザー側でパソコンなどによる後処理が

簡単には行えないなどのデメリットがある。そこで本
研究では、簡易的で低価格な重心動揺計の製作とユー
ザー側面に立った表示画面と計測パラメータの融辿性
を備えた計測診|断プログラムの開発を目的とした。具
体的には、重心動揺計からの歪データを波形解析装置

(Waveanalyzer)に一時記録し、その後パソコン上に
データ転送し、バランス診断に役立つと思われる各図
とバﾗﾒｰﾀを解析表示するプﾛグﾗﾑの開発である≦
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2重心動揺計測システム

重心動揺計(Stabilometers)は日本工業規格(1)に性能
構造および試験について定められている。また、臨床
における平衡障害などの検査の基準としては日本平衡

神経学会が198:̂ 年に定めた基準(2)がある。本装置は、
これらの基準に準拠したシステムとして開発した。被

験者が載る測定用踏み台の裏側に歪みゲージを前、後
の左右3箇所に設置し、荷重変動によるたわみを歪
ゲージの出力として計測し、それぞれの歪みゲージの

出力を波形解析装置の1,3,5CHと接続している。
波形解析装置には、歪み増幅器、データ保存用メモリ
が内蔵され、液晶ディスプレイ画面では測定中の時間

波形が観測できる。さらに、波形解析装置から
RS232Cによるシリアルi転送によって3チャンネル分

歪ゲージﾇﾉｯぅ床ツクス波形解新装置

図1重心動揺計のシステム概要
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図2プログラム構成
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①侵害療法…患者の肉体に生理学的気質変化を与え
機能を改善しようとする方法。肉体の

保持している以上の侵害刺激、切開・

破壊・縫合などの手術、保全・断絶・
防御のための薬剤の投与などである。
医師・施術者の,患者への不適切な情報

の伝達も心理への侵害になる6

②自然放置…肉体への直接処置を何もしない。患者
との対話、与える情報により、結果に
大差が出る。

③非侵害療法…患者の肉体の細胞を必要以上破壊し
ない程度の刺激を加え、関節や||蔵器
の可動を改善し、情報・エネルギー

の伝達異常を回復させる。

以上のいずれかの方法の処置が行われた結果、回復
に至たる。

【c】は回復の状態。主に侵害療法を治療方法に使
う医師・治療者は回復の状態を判|断するのに、検査結
果の数値や映像を参考に医師の能力で行う。自然放置
の場合、患者本人の自覚症状の認識で判断する。手技
療法家達は非侵害療法を施術方法に取り入れ、可能な
限りの数値、健側と患側の比較を能力に合った主感・
直感（第6感）で行い、回復・健康状態になったと判
断する。

この段階で大切なことは、各分野の倫理観・概念等

が社会情勢、世間に認知された正義であることである。
医師・治療者の領域では時代の倫理観に合った公明正

大な科学的行為が、患者（個人）の領域では正しい知

識と判断ができる能力を教育することが、手技療法家
の領域では哲学に基づく理論・概念・技術を立証でき
るように科学的追求の態度が必要となる。

21．3仮定、理論

文化が伝統的な信仰体系を持っているのと同じよう

に、今日の科学文明は一連の仮定に基づいて築かれて
いる。こうした仮定の多くは事実として疑問を投げか

けられることもなかった。現在「基本的真実」と考え

られているものはいくつかの形面上学に依存しており

それが現代科学の土台となっている。西洋文化の志向
の条件付けや科学的業績は唯物的一元論モデルに基づ

いており、これが機械論的科学を支えている。しかし

人類の未来はすでに超越的一元論（心から物質が生じ
る）モデルの中に蒔かれており、ホログラフィー的科
学につながっている。今日の西洋医学の主流は旧来の
機械論的モデルにあり、それらでは健康を回復、維持
することに問題を生じることをバーバラ・アン・ブレ

ナンは述べている(3)。

それらの理論、哲学は一つの信念として業務に取り

入れられているが、仮定に基づくものであり、立証不

可能な現実の問題点も重要視している。信ずるという
ことは深く知って理解することである｡科学は未知の
世界を解明してきたが、物質界以外のエネルギー現象
や痛さやだるさなど個人の感覚・感情を証明すること
はできていない。だから未知の現象（イネイト・イン

テリジェンスなど）に対して、盲信も排斥も共に非科
学的な態度なのである。構築されてきた哲学理論は
「自然の法則」の一部が理解でき、発表されてきたも

芦
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(総説）金谷秀美

ので、奇跡とか摩詞不思議な技術や超常現象などでは

ない。知識、技術を鼓舞したり、無闇に信じ込んで拝
んだりすることなく、原理や真実を追求することに努

めることが科学的態度であり、識別・洞察力を高める
（4）

O

カイロプラクティックは発祥以来1世紀をかけ、多

くの研究者によって全体論・唯物論、生気論・科学論

に基づく哲学・理論が構築されてきた。詳細は成書を
参照して頂きたい。要点を図5に示す。

カイロプラクティックの哲学（理論、観念）はD.D

ｰﾏｰが次のように述べている。

1．体は自力で回復しようとする能力を持っている。

治癒能力、生命力。

2人体構造と生理機能の関係を述べた原理。

構造の歪みは機能の歪み（健康と病気の関係）

以上2つの要素から成り立っている。その後多くの先

輩達の努力、研究により下記の理論が発表されて来た。

1．全体論一一一立証不可能な観念的原理の起源。

自然界には人間をつくり、動かすものがある

と考え、人体、精神、魂を総合的にとらえる。

II.唯物論一一一立証可能な機械論的原理の起源。

宇宙の真の姿や、変化の本質を追求し、エネ

ルギーの存在を前提として、化学変化過程を

とらえ、結果を述べる方法にすぎない。

これらの論理は研究、追求され下記の出現をみた。

I.生気論一一一神秘的能力（治癒能力、生命力）

を生物学、生理学、解剖学の知識と治療体験

から得られた知恵を理論化したもの。

il.科学論一一一結果として出現している生理学的

構造変化を構造構成物の変化としてとらえ、

情報伝達経路の神経システムヘの働きかけで

人体の生理機能を改善出来るという理論。：

図5カイロフ°ラクテイック哲学の要点

以上の哲学・理論があり、各学派が主流・反主流の

主張で凌ぎを削っている現状もあるが、これらの学派
をつなぐ糸として、原理が仮定され、技術が開発され、

研究が重ねられ、事実として存在する。その原理は、
第1の原理（根本原理）

病は患者自身が治す。

第2の原理（2次的原理）

手によるアジャストメン卜で脊椎だけでなく、

からだ全体の関節機能障害を調節する。

1つの原理、理論に偏っていれば、今日ほど発展はし

なかったであろう。各学派の先輩達が真の医療を目指
し、人類の健康と幸福に努力してきた結果なのである。
しかし、人類がホログラフィー的科学に目覚め、指向

する未来に向けて、業界として新たなる原理、哲学を
構築すべき時代になっている。第3の原理の提案と手
技療法の公式を述べる。

近年のカイロフ°ラクテイック技術の中に、s.o皿、

C.M.R､T.、など従来のChiropracticsubluxationや
CI血opracticadjustmentとは異質の観念が導入され

ている現状である。Osteopathyの原理のようであり、
東洋医学の理念のようでもある。「カイロフ°ラクター

が行っているからそれらはカイロプラクティックであ

る」と主張するよりも、共通の意識として新たな原理



を創造して、研究、発展に推進すべきである。そこで

従来の哲学理論と原理を組み合わせ、提案する。

第3の原理（提案）

肉体内のあらゆる動き、流れは自然の法則に

従って存在している。あるべきものが、あるべ

き所に存在し、あるべき動き（働き）をする。

この原理の論理と技術、科学的追求は追試を期待するこ

手技療法の公式を作成し、共通の財産として保持す

る必要‘性がある。公式-1、公式一Ⅱを提案する。

E＝α・F・T…（公式-I)

（効果）＝（要素）×（力）×（時間）

..F=WL(WL=適性作用範UH)

公式一Ⅱとして、E＝α・F．T・I（Instrument）

[El…効果。従来言われている「有効無害」な効
果を期待する。

〔α〕…要素。哲学、原理、態度、能力、愛情、奉
仕意識測定不可能な力（意識・意志）な
どがある。

[Fl…物理的な力。方向、質、量、到達点など非
暴力的な力で、適性作用の範囲以内の強さ

で作用させる。

m…3次元の時間。対象が効果を発揮する長さ

で、ケースバイケースである。

[I]…補助機器の力量。近年、治療術として、人

力以外の力（磁気・熱・レーザー・ショッ

クなど）を使用したり、栄養補助食品を薬

剤の代わりに使用している施術家が増ﾉJllし

ている。力量を熟知していなければ、刺激

の量が増大して、侵害する確率が高くなり

「有効有害」、「無効有害」になる恐れが
ある。

カイロプラクティック療法と他の手技療法、西洋医

学、物理療法との差別化はこの「要素」にあり、医療

の補助、代替え、相補療法と言うより、独立した医療
として人類に貢献できる方法である。

21．4研究

何事においても、研究する態度の大切さは言うまで

もない。知識や技術を学んで知っているだけでは臨床

現場では何の役にも立たない。病んでいる患者を少し

でも健康な状態に改善できように施術しなければなら

ない。繰り返し練習し、安全に確実に技術が使えるよ

う施術しなければならない。

研究とは知識として持っている能力を技術として、

発揮する計||練のことであるといえる。

21．5事実

目の前の現象として出現しなかったり、現在の科学
で立証できない事象は事実ではない､あるいは創造の

範囲のことで、まやかしやインチキであると知誠人は
非難や弾圧を加えたがる。真実かどうか不|ﾘ1であるが

事実は事実として宇宙の法則に従っておこる。「如何

なる現象も法則の現れである」と理解でき、まだ多く

の未知の法則が存在しており、現代人類の頭脳では全

ての理解にとても及ばないと知れば充分である｡自然
の法則があるからこそ全ての存在が成り立っている
（4）

○

(総説）金谷秀美

法則の一つである「イネイト・インテリジェンス」

によって現れた肉体の諸現象を事実として理解したい．

法則を無視したり、法則を浅はかな知恵で変化させて

はいけない。

21．6有効なカイロプラクティック原理

カイロプラクターとして、施術できるのは、原理が

あり、基盤となる理論・哲学があり医療における地位

を確立すべく努力を続けているカイロプラクティック
業界が存在するからである。「構造の歪みは機能の歪

み」、「機能の歪みは構造に歪みをもたらす」と言う

論理によって生み出されたアジャストメン卜と言う技

術により、物理的に肉体の（筋骨格系の）構造変化を

起こすことによって、「イネイト・インテリジェン

ス」の「力」が肉体を治すというのがカイロプラク
ティック原理であり、病気を治療しているのではない≦

病気と言うものを取り除いたり、抑え込んだりしない

療法を目標としているのである。従って、原理、哲学
を逸脱した療法はカイロプラクティック療法ではなく

他の医療法になる。

健康の観念から見ると、構造面へのアプローチのみ

をカバーしているだけである。従来の哲学理論を拡大

解釈すると、神経面、精神面への影響も可能である。

但し、公的に原理を打ち出し、原理に基づき技術を行
使しなければ、他の領域へ侵入し、トラブルを発生さ

せることになる。「有効無害」の意識を忘れてはなら

ない。

21．7カイロプラクティックの方法

今まで述べてきたことを理解し、能力的に自信が付

き、初めて患者との協力体制で健康に向かって進むこ
とができる。カイロプラクティック療法の実践的な考

察は次回論ずることにする。

2．2理想的な育成方法

日本におけるカイロプラクティック業界の混乱は、

業界として統一がなされていない現状のためである。

－6－

m固人的動機

A目的、意義の理解

B.原理基礎概念の理解

c.知識人としての教養を習得

(2痔門の教育を授業する。

A塞韓職など人間を文嫁とする｜
職業に必要な学問を習得する。

B.ｶｲﾛﾗｸﾃｨｯｸの哲学を習得する。

c.ｶｲﾛﾗｸﾃｨｯｸの歴史を学習する。

D.ｶｲﾛﾗｸﾃｨｯｸの社会学を周知する。

(3臨床の所見を学習する。

A病気の症伏、健康の状態が識別できる。

B・結果から原因を洞察出来る肯助を養う。

(4漬任を持って教えられる原理に基づく技術を

堀号し施術出来る肯圃]を認定される。

(5M1修会、技術セミナーなどに積極的に参加し

能力の糸樹圭知識の習得に努力する。

図6理想的なカイロプラクターの

育成モデル



能力の低レベルさは世界のカイロプラクターから指摘

される迄もなく、学会員は周知している。改善に向

かって努力中である。教育機関としての学校も開設さ

れ世界に通じるカイロフ．ラクター誕生も現実のものと

なりつつある。図6に示すような理想的なカイロプラ

クター育成方法を構築してみた。自己研修のためのガ

イドとなれば幸いである。

3．まとめ

カイロプラクティック療法は医療行為であるが、原

理に基づく技術で病気である患者を改善に導く方法は

現代西洋医学とは‘性格的にも、進路的にも、医療立場

の地位的にも明らかに異なる。また、他の手技療法と

も、哲学を持っている業界として独立した業界として

進むべきと,思う。

－7－

(総説）金谷秀美

病気を対象とするのではなく、健康を対象とした未

知を目指すべきと’思う。カイロプラクティック療法は

治療ではなく治癒補助療法であることを確認したい。
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