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Abstract

Inthispaper,theauthorsintroducetwocasereportsofthepatientswhohadthoracicvertebralsubluxationassociatedwith
manydiseases.Thefirstpatientisa19year-oldmalewithaseventeen-yearhistoryofskindisease.Theauthorsfounda

vertebralsubluxationatthoracicarea(T9)whichiscontrollingbythesympatheticnerve.Theauthorsonlyadjustedthe
thoracicareafor3months.Thepatientdidnotshowimprovementthroughthemedicalapproach,butdidshow
improvementwithchiropracticcareinwhichwehaveadjustedonlyonesegment.Thesecondpatientisa59yearsoldmale
diagnosedwiththecollagendisease.Hewastreatedbythesteroidfor3months,butfromthesideeffectofthesteroid,his
bloodsugarlevelwentup,andhedevelopedmanyothersymptomsfromthemedication.Theauthorsfoundasubluxation

atthoracicarea(Tl),andadjustedjustonesegmentfor3months.Itfollowedthathisbloodtestbecamenormal.The
authorssucceededthetwocasesofthoracicvertebralsubluxationthathadanaffectonthesympatheticnerve.Theauthors
claimthatthespecificchiropractictreatmentisthebestforthepatient.
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1.はじめに

時にアトピー性皮層炎や修原病､II箭息などの患者は、

ステロイド剤を多用し炎症を抑え､楽にはなるが､そ

の副作用に悩まされている11。

しかし､外部から化学物質を体内へ投与し､表面に

出ている症状に対応するという考えや方法は我々カ

イロプラクターには存在しない｡ステロイド剤は､傷

んでいる組織はもちろんだが傷んでいない組織にま

で悪影響を与えてしまう｡今回は､これらの患者に対

してカイロプラクターが行うべき行為即ち､椎骨ア

ジャストメントによって得られた結果を報告したい。

特に昨今､こういった事を主訴として来院する患

者が増えてきており、中でも典型的だった2症例につ

いての報告である。

また､治療前､治療後にC-3000サーモグラフィー

でスキャンし､そのグラフを用いて診断材料とし､経

過を観察している。

2.C-3000サーモグラフイ一について

1923年にドーサエビンスにより、N.C.Mニュー

ロカロメーター)､1928年にはオットーシェーンベッ

クによって､N.C.G.Hニューロカログラフ)が開発

されてから､脊柱周辺の皮虐温と､脊柱の異常との関

連性について多くの研究が行われてきた｡当時のX,

C.G.Hの､測定のための特別な環境が必要であったり、

測定速度が一定でなければならない等の点が改良され、

現在のC-3000に至る｡241
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図1:正常なC-3000グラフ

通常使用する画面は､3本のラインから成り、一番

左が脊柱の左側の直接的温度｢L-DTj(Leftdirect

temperature)､右側が脊柱の右側の直接的温度｢R－

DTj(Rightdirecttemperature)､真ん中はそれらの左
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右差を表したもの「DELTA-TUDelta

temperature)である｡｢L-DT-R-DT｣又､｢DELTA

-T｣は､それぞれバーグラフでも表すことが出来、

患者に説明する事も簡単となった。

正常な脊柱温度というのは､左右の直接的温度は

一定で､それぞれのレベルでは左右で等しい温度の

ため｢DELTA-T｣はセンターライン上に真っ直ぐ

である(図1)｡脊柱の両側で温度差が生じれば｢DT」

はより温度の高い側ではラインは右側に､温度の低

い側では左側にラインが振れる。｢DELTA-T｣は、

温度差が生じている場所では温度の高い側に差のあ

る分だけ振れる｡右側が高ければ右側へ､左側が高け

れば左側へ振れる。

今回はフルスパインのグラフを用いているが､タ

ーグルリコイルやニーチェストボデイードロッフ°テ

クニックなどの上部頚椎スペシフイックテクニック

では頚部のみを測定し､パターンシステムとして評

価することにも優れている｡3本のラインを正確に読

み取る事が出来れば､アジヤストメントを行うタイ

ミング､アジャストメント後の評価､アジャストメン

トが持続しているかどうかなど多くの情報を知るこ

とが出来る。

今回フルスパイングラフで特に注目している点は、

｢DELTA-T｣上の｢ブレイク｣箇所や右もしくは左

の｢DT｣で他の部位と比べて温度差がある部位(特に

温度の低い部位＝コールドスポット)に注目している。

ある研究51では同一レベルでの左右差が0,9℃以上の時、

病理が発生する確率は92％もあるとしている。

3.共通して診られた｢DT｣の低下

図2:アトピー性皮膚炎患者の治療前C-3000グラフ
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図2はアトピー性皮層炎の症例の治療初期のグラ

フである｡下部胸椎付近の体表温度が他と比べて極

端に低いことが分かる（ピーク部で約32℃)｡体表温

を測定する事で交感神経系の活動をモーターするこ

とができるため､温度低下は交感神経の活動の低下

を示す｡また､胸椎領域の皮唐温変動は問題のある分

節に直接関係していると考えられる｡図2において真

ん中の｢DELTA-T｣にも下部胸椎部にブレイクが

存在する。

つぎに図3は､SLE(Systemiclupuserythematosus

＝全身性紅斑性狼惰)の症例の治療初期のグラフだが、

これにも類似のことがいえる｡上部胸椎から頚椎部

に極端なコールドスポットが見られる（ピーク部で

約30℃)｡大きく左側へのブレイクも存在する。この

症例でも同じく、その付近の機能異常と考えること

が出来る。
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図3:sle患者の治療前C-3000グラフ

4.方法

ここで､どのセグメントを選択し､アジャストメン

卜していくかが特に重要な点であった｡セグメント

を選択する上で､視診､触診､N.C.M測定､レントゲ

ン分析が行われたが､症状を注意深く聴き､重要な情

報としている。

ガンステッドテクニックにおいて､最も重要とさ

れているのは､骨盤を基礎とした構造物としての評

価と自律神経異常を来している患者に対してのそれ

に対するアプローチである。中でも今回は､特にC-

3000にて得た温度低下領域の交感神経の活動低下を

正常化すべ〈、治療に当たっている｡通常は水平な基

礎を最重要視し､骨盤診、のアプローチから始めてい
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<が､今回は､交感神経の刺激と副交感神経の刺激を

混同しないため､最初から胸椎領域へのアプローチ

が行われた。

ガンステッドテクニックの創始者であるClarence

S.Gonstead,D.C.は後頭骨から第5頚椎と骨盤を副交

感神経系に､第6頚椎から第5腰椎を交感神経系に分

類している671.自律神経のアンバランスが各臓器の

機能異常を招き､特に今回の症例では甲状腺機能と

副腎機能へのマネージメントが行われた。

副腎の主な機能は栄養素の代謝､抗炎症作用､血管

やストレスに対する作用など数多くあるが､機能が

低下することでアレルギー性疾患や血圧に異常が現

れることが長年の臨床で多く見られ､それらの多く

の場合に交感神経系である下部胸椎部(T8～T12)に

異常が存在している可能性が高い。

交感神経に問題があるか副交感神経に問題がある

かの判断は､その症状が｢スローダウン｣しているのか、

｢ヒートアップ｣しているのかを注意深く聴き､観察

することで見出される｡｢スローダウン」している場

合は交感神経の異常を考え､交感神経に属する場所

の矯正が行われ､決して副交感神経系に対するアジ

ャストメントは行われない｡C.S.Gonstead.D.C.の臨

床では人間の機能システムを変化させるのに約3ヶ

月は必要であるとしているが､当院の他の幾つかの

症例でも同じ事がいえた。

次に甲状腺機能についてであるが､甲状腺は身体

の代謝機能を充進し､臓器､組織を活発にするなどの

作用を持つ｡その機能が｢スローダウン｣すると寒が

りになり、浮腫､集中力欠如､関節炎や豚原病にも関

係する。これらの多くの場合､交感神経に属する下部

頚椎と上部胸椎周辺(C6～T3)の異常が指摘されて

いる6"'｡また､その機能が｢ヒートアップ｣した場合は

代謝が異常に冗進し､多汗､暑がり､情緒不安定､不眠、

不整脈､高血圧などとの関係が報告されている。これ

らの多くの場合は､副交感神経系のOcc～C5,中でも

C1,C2の問題が最も多いとされる6,7)｡やはり甲状腺
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機能異常の場合も各神経系は機能システムが安定す

るまでは単独でアジャストメントが行われた。

5.経過

アトピー性皮層炎の症例の患者は､現在19歳で3

歳の頃から｢アトピー性皮層炎｣の診断を受け､ステ

ロイド剤なども使用していたそうであるが､彼の両

親も｢薬を使いたくない｣という考えを持っており自

然療法など色々な事を試してこられたそうである。

2003年5月に来院され､レントゲン撮影､C-3000ス

キャンを行い治療に当たった｡特にC-3000グラフ

には皮層疾患､ステロイドの副作用による副腎機能

低下などの患者に特徴的に見られる典型的な下部胸

椎をピークとした脊柱両側の約2℃のコールドスポ

ットが｢DT｣に見られ､｢DELTA-T｣にも左右の温

度差がブレイクとして現れていた。また他の症例で

はこういった同一レベルでの｢DT｣の低下は主に頚椎、

腰椎部での退行性変性や或いは問題が長期間継続し

ている部分に高い確率で高位が一致していた｡例え

ば筋血流量が減少し､筋のスパズム､硬結が存在する

部位に多く見られ､またそのような部位では可動性

の減少がみられ､レントケン検査における器質的変

性の部位と一致している事が多い。

この症例でカイロプラクティック的に診断を下す

に当たっては､C-3000の情報とともに患者の状態

が｢スローダウン」している事を一番の理由とし､交

感神経に属する部位へのアジャストメン卜が必要で

あるとした｡｢副腎機能が低下｣していると考え､下部

胸椎(T8～T12)の中からT9-PLSが選択された(図4)。

図4:ガンステッドテクニックによる矯正
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これを｢甲状腺機能のスローダウン」と捉え､交感

神経に属するC6～T3の中から、レントゲン分析､可

動性触診を行い､Tl-PLSが選択されアジャストメ

ン卜していくことが決定された。

次にもう一つの症例の患者は､当時59歳男性会社

員で､自覚症状は全くなく、本人は元気そのものだっ

たというが､5年前に会社の検診で胸部写真に異常な

影が見られるという理由で検査入院し、しかし病気

が何であるか分からないまま50日間が過ぎ､言い渡

されたのは｢豚原病｣(全身性エリテマトーデス)だっ

たそうである。

そうなればすぐさまステロイドの投与が始まり、

本人はそのせいで｢病人｣になってしまったという。

全身がむくみ､皮層のただれ､関節などの痛み､頭髪

が抜け落ち､高血圧や糖尿病､階段の昇降や歩行時に

転んでしまうほどの筋力低下などといった状態にな

っていったという。それでもいったん副作用は落ち

着き､故郷へ帰省することとなるが､服用していた薬

が無くなった頃に帰省先で再発し､再入院した。

一度目の状態で､体の炎症などを抑制するために

ステロイドの投与が行われたが､服薬を止めると再

発したということは本当の原因は治っていないので

はないかということで当院へ来院し、カイロプラク

ティックのアジャストメントを開始した。

この当時の血液検査の結果を図9の左側に示す｡異

常所見を示していたものを取り上げているが､全身

の組織破壊と炎症､肝臓の状態に血糖値の上昇､血球

分画など多くの異常値を示していた。この場合もC

－3000による分析を行い､治療に当たった(図5）。

6.結果

アトピー性皮層炎の症例の患者に対して､3ヶ月の

間に16回の矯正を行った｡図6では治療開始当時のC

-3000グラフと3ケ月後のグラフとを比較している。

周りに比べて直接温度の低かった下部胸部の直接温

度が高くなり、バーグラフに表したとき､最もよく観

察できた。
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図6:治療前と治療後のC-3000グラフ

この患者は比較的治療に対する反応がよく、日を

追うごとに皮膚の状態が良くなっていくのが分かった。

図7は3ケ月後､上記のグラフと同時期の物である｡治

療開始当時(左)と3ヶ月後(右)の比較である。
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図7:22回の治療後の皮膚の状態

次にSLEの症例では3ケ月間に17回のアジャスト

を行った｡図8に示す通り直接温度に改善が見られる嚢

副作用も落ち着き､仕事ができるまでに改善した。

図9に示すように血液検査の結果に改善が見られる。

2004年5月には､白血球をはじめほとんどの異常値が

図5:ガンステッドテクニックによる矯正

この場合､上部胸椎部から頚部へかけての｢DT｣上

にコールドスポットが見て取れた｡同時に同レベル

の｢DELTA-T｣に約1,5℃ものブレイクが存在した。
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改善しているのが分かる。

図8:治療前と治療後のC-3000グラフ
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7.まとめ

今回の2症例を通じて人間の自然治癒力の存在を

改めて実感する事が出来た｡これは､2つの細胞が分

裂を繰り返し､人体を作り上げていく力と組織の損

傷やシステムの異常などを修復する力は|司じ物であり、

椎骨サブラクセーシヨンはその力を阻害する原因の

ひとつであるのだが､一般の人にカイロプラクティ

ックが知られていないために見落とされがちである。

カイロプラクティックとは哲学､科学､芸術であり、

それは手によって椎骨を元の位置に戻してやり、人

体を作り上げた力､修復する力を100%発揮させてい

く治療法である｡今回の場合､｢アトピー性皮膚炎｣｢惨

原病｣と診断されたケースであったが､正しい判断の

基で､正しくマネージメントされれば病気の種類を

問わず､又は自覚､他覚的な所見のない健康に近い人

にまで有効な治療法であると思う。

現在の日本では風邪を引いた時など具合が悪ければ、

40

治る術を外部に求めすぐに薬や注射に頼ってしまい

がちである。しかしこの2症例で分かるように自分自

身の内なる力がどんな病気にも立ち向かう力である

事を多くの方々に理解して頂きたい｡又､それは特に

脊柱の異常により100%でなくなってしまう事を知

って頂きたい。

この発表をする事で､カイロプラクターとして一

番大切な事が再認識できた｡今後こういった症例研

究はもちろんであるが､カイロプラクティックがよ

り多くの人に正しく理解して貰えるよう努めていき

たい。
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